
あきる野市議会と議会だより「ギカイの時間」についてのアンケート

調査結果報告

平成２９年３月

あきる野市議会



①性別 ②年代

１．調査の概要

【調査の目的】

　あきる野市議会では、平成２７年６月に議会基本条例を制定し、議会改革に取り組んできました。
今回のアンケート調査は、今まで以上に市民の皆さんに分かりやすい、伝わる、開かれた議会を作っ
ていくことを目的に実施しました。

【調査の対象】

調査期間：平成２８年９月９日から２３日まで
調査地域：あきる野市全域
調査対象：あきる野市在住の満１８歳以上の市民２，５００人（無作為抽出）
回 答 率：３４．４％（８６２人）

２．調査結果
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③ 議会だより｢ギカイの時間｣（年4回発行）を読んでいますか。

　「読んでいる」・「読むこともある」
を合わせて57％と、読んでいる人が半数
を超えた一方で、「存在を知らない」が
22％と、まだ「ギカイの時間」の周知は
十分ではありません。また、存在を知っ
ていても「読んでいない」人が21％と、
決して少なくはありませんでした。引き
続き、市民が「読みたい」と思える紙面
づくりを考えていきます。

　10代にはほとんど読まれていない状況
と、年齢が上がるにつれ、読んでいる人
が増えていることがわかりました。若い
年代ほど「存在を知らない」人が多く、
新聞をとっていない世帯との関連や、仕
事と子育てに追われ、忙しく暮らしてい
る背景もうかがわれます。コンビニや保
育園など新たな場所に、短期間でも「ギ
カイの時間」を置くなどの工夫も考えた
いです。

読んでいる 

21% 

読むことも

ある 

36% 

読んで 

いない 

21% 

存在を 

知らない 

22% 

議会だよりを読んでいますか 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

議会だよりを読んでいますか（年代別） 

存在を知らない 

読んでいない 

読むこともある 

読んでいる 



④-ア　どの記事を読みますか。（複数回答可）

④-イ　情報量は。

　年齢による大きな違いはありませんで
した。特集は比較的若い世代に好まれる
傾向があり、一般質問は60代が多く読む
傾向です。議員を知っている年代のせい
かもしれません。
　「聞かせて！あなたの未来」のポイン
トが低かったのは意外でしたが、実際の
冊子が手元にない状態での調査なので、
コーナー名と実際の記事が結びついてい
ない可能性もあります。

　読みやすくする目的で内容をしぼって
いるため、「多すぎる」という回答はご
く少数で、４分の３は「ちょうどいい」
との回答でした。現状の紙面構成と文字
数が適正と言ってよいでしょう。
　同時に、４分の１を占める「もの足り
ない」と感じる人にも満足してもらえる
紙面づくりと、ホームページなど他の手
段での「ギカイの時間」を補う情報提供
は、今後の課題です。「もの足りない」
と答えた人が何を望んでいるかを探る必
要もありますが、自由記述では｢賛否がわ
かるように｣との声が複数ありました。

　ページ数を多くとっていることもあり
一般質問は最もよく読まれています。議
案、予算・決算及び特集は同じレベルに
読まれており、議会だよりとして読んで
もらいたい部分がきちんと読まれている
と見ることができます。
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⑤読まない理由は何ですか。

　

「その他」の主な意見

⑥市議会の本会議・委員会を傍聴したことがありますか。

平成26年度　１，６４６件
平成27年度　２，０４５件
平成28年度　１，９７１件

・入手方法を知らない。
・難しそうです。

　大きな年齢差はありませんでした。
「関心がない」ので手に入れない、「手
に入らない」ので関心も生まれない、と
いう悪循環を断つ必要があります。全戸
配布の検討も必要です。

「その他」の意見はこちら

　圧倒的に「傍聴したことがない」人が
多く、録画配信もほとんど観られていま
せん。録画配信までの日数がかかること
や、スマホやタブレットで観ることがで
きないことが影響している可能性があり
ます。傍聴方法や録画配信についても、
もっと周知していく必要があります。

※インターネット録画配信視聴実績

　「手に入らない」「関心がない」がそ
れぞれ３分の１以上を占めました。市議
会に関心を持ってもらうためにも、「ギ
カイの時間」が手に入りやすい環境が必
要です。「つまらない」を減らす努力も
しなくてはなりません。

・知らない。
・存在を知らなかった。読んでみたい。
・忙しい、時間がない。
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http://www.city.akiruno.tokyo.jp/kanri/seisaku/web_confirm/cmsfiles/contents/0000007/7493/sonota5.pdf


⑦傍聴していない理由は何ですか。

⑧市議会のホームページをご覧になりますか。

・政務活動費　    24件

※市議会ホームページ閲覧実績
　（1月1日～31日）

・議会開催状況    49件
・会議開催予定　  87件

「その他」の意見はこちら

・議案賛否一覧表　68件

　｢興味がない｣という回答が最も多かっ
たことは残念ですが、方法や場所がわか
らないという回答も多く、情報発信は明
らかに不足しています。傍聴に足を運ぶ
きっかけとして、庁舎ロビーのテレビで
放送している議会中継に、議場への案内
をつけるなどの工夫も考えられます。

「その他」の主な意見
・わざわざ出向いてまで傍聴にいかな
　い。
・議会報を見ているからそれでよし。
・子どもがいるから。
・傍聴したいが、その時間をつくれな
　い。
・ホームページで見ることができる。

　８割の人が｢見ない｣と答えています。
「ギカイの時間」とリンクさせて関心を
高めるとともに、ホームページ自体もさ
らに充実を図る必要があります。

よく見る 

2% 

見ることも

ある 

19% 

見ない 

79% 

ホームページを見ますか 

0

50

100

150

200

250

傍聴していない理由は （人） 

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/kanri/seisaku/web_confirm/cmsfiles/contents/0000007/7493/sonotakaitou7.pdf


⑨市民に開かれた議会にするために、特に必要だと感じることは。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

　「議会報告会」と「若い世代向けの企
画」が並んで多数を占めました。議会の
様子を直接聞くことができる機会が求め
られていること、若者の政治離れを心配
している市民が多いことがわかります。

「その他」の主な意見
・議員と一般人との対話等の企画を望
　む。
・ホームページ、インターネット系に
　頼りすぎ。利用していない人には機
　会がない。
・インターネット配信の内容の検討を
　していただきたい。
・興味がわくようなタイトルや内容に
　してほしい。
・休日・夜間の議会開催。
・言葉とか難しいので、もっとわかり
　やすくして。

　若い世代ほど｢若い世代向け企画｣を、
年代が高い人ほど｢議会報告会｣を選んだ
人が多くいました。報告会は堅いイメー
ジがあるためか、若い世代には敬遠され
ていることが伺われます。年代別に、企
画を変えていく工夫が必要になるでしょ
う。
　「インターネット配信」や｢ホームペー
ジ｣の充実を選んだ人はどの年代にも同じ
ようにいましたが、一方で｢インターネッ
トができない｣という記述も少なくはあり
ませんでした。今後も基本的な情報は、
紙ベースで出す必要があります。

「その他」の意見はこちら
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・選挙時の公約と任期満了時の達成度が不明確。数値化で報告するとよい。交通機関改善を考えてい
　る議員がいない。住みやすい議論を市議会で作ってほしい。選挙時以外で議員を見ない。市議会を
　効率よく行い、多くの議題を短期で解決してほしい。

・アンケートが縁で、今回、図書館まで行って「ギカイの時間」なるパンフレットを初めて読みまし
　た。防災の事とか、介護施設とか、これから私の身近になる事が書いてあったので、年４回の発行
　を忘れずに読んでいこうと思います。

・周知のために、年１回など個別に配った方がいいと思う。

⑩その他、市議会に対する意見などありましたらご記入ください。（抜粋）

・議案賛否が、誰がどうしたのかわからない。「ギカイの時間」の「ギカイ」を漢字にしたほうがい
　い。

・市民との座談会などを行ってはどうですか。

・市民の声に耳を傾け、一緒にあきる野市を良くしていこうと共に思える議会であってほしいと思い
　ます。

・「ギカイの時間」は非常に読みやすく、一般質問の内容も分かるのですごく良いのですが、もう少
　し突っ込んだ議論がされる特別委員会やその他の委員会の内容も知りたいと思います。一般質問は
　あらかじめ質問項目が示されているのでありきたりな質疑が多く、どんな質問かわからない委員会
　こそ議員さんの真意が問われると思います。

・市議会と市民のギャップがあると思う。議員も選挙のときは一生懸命運動していろいろ公約を出す
　が、その後(当選後)何をやっているのか？見えない。市議会の活動をもっと市民にわかりやすく伝
　えることと、今、何を重点的におこなっているか計画的なことが見えない。

「その他の自由意見」はこちら

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/kanri/seisaku/web_confirm/cmsfiles/contents/0000007/7493/jiyuuiken10.pdf


 

アンケート調査を終えて 
 
【感想・まとめ】 
 

・「ギカイの時間」を読んでいる人・読むことがある人が多く、取り組みの方向性に自 

 信を持ちました。しかし、現状では３０代以下で読んでいる人はごく少なく、議会離 

 れ・政治離れの深刻な状況を示していると思われます。議会として、さまざまな働き 

 かけに努める必要があります。 
・自由記述には厳しい内容や批判が多くありました。議員一人ひとりが謙虚に受け止め 

 工夫と努力をしていく必要を感じています。一方で、このアンケートを機に「ギカイ  
 の時間」や傍聴に興味を持ったという嬉しい意見もありました。 

・自由記述からは、議会と行政の役割の違いや二元代表制などについて、十分理解され 
 ていない現状が少なからず見られました。議会や市議会議員の仕事について知っても 
 らうためにも、広報広聴活動が重要です。 

・議会報告会を充実させ、市民と議員とのコミュニケーションを深めていくことが大事 
 ではないでしょうか。市民が興味を持ってくれる内容にし、効果的な周知をするため 

 に、全議員が協力し、考えを出す必要があると思います。 
・議会を知ってもらうため、興味を持ってもらうために、全戸配布について検討をする 
 必要があると思います。 
 
 

【おわりに】 
  
 平成２５年の議会だよりの「ギカイの時間」へのリニューアル、２７年の議会基本条
例施行で、議会改革に向け走り出したところです。 

 今回のアンケートで、市民の信託に応え、市民に興味を持たれる議会にするために、

「ギカイの時間」の配布方法の工夫、「議会報告会」など市民と議員をつなぐ活動を充

実させるという課題が明確になりました。こうした結果を受け、議会が一丸となって、

開かれた議会づくりに取り組んでいきます。 
 アンケートにご協力くださいました皆様に、厚く御礼を申し上げます。                                              
                                                       
                          
                         あきる野市議会広報広聴委員会                                         



⑤「ギカイの時間」を読まない理由は何ですか。（その他の意見）
読んでも意見が反映されない
信頼ができない
知らない（24件）
存在を知らなかった。読んでみたい。（2件）
顔もみたくない議員がいる。
忙しい、時間がない（5件）
読む機会がない
知りませんでした。具体的な情報伝達を。
よく解らない。
事情があり、あきる野に居ないことが多いから
市役所or公民館などに置いてあると思いますが、行く機会が少ないので読んでいません。回覧板として回し
ている？
文章が堅すぎる。老若問わずわかりやすく。
見たことがないから
議員の本音が見えない
広報を利用できれば、あまり必要ないのでは
図書館で読んでいます
手元に届かないので
入手方法を知らない（4件）
具体性がない
難しそうです



⑦傍聴していない理由は何ですか。（その他の意見）
わざわざ出向いてまで傍聴にいかない
時間が確保できない
昨年まで仕事についていたので時間がなかったこと。また、傍聴の方法仕方について不案内である
存在を知らなかった。
今まで日々の生活が忙しかったため。
現在の所必要としていない。
機会がない。
傍聴しても腹が立つ。
どうせ要望が聞き入れてもらえない。
知りませんでした。具体的な伝達を。
録画配信で十分である。
傍聴したいと思っているだけで行動に移していないから。
存在がわからない
ギカイ報を見ているからそれでよし。
聞いたら腹がたちそうだから
今までは会社の時間になり行けませんでした。それからは時々、参加したいと考えています。
子供がいるから
議員提案が少ないのでは？
簡単にできそうもない
問題事項の審議の時
時間が合わない（３件）
傍聴の方法がわからない。（４件）
時間がない(４件）
傍聴したいが、その時間をつくれない。
傍聴日をわすれる。
興味がない(４件）
特別に理由はない
傍聴しないのは普通でしょう
若い時、ある区役所の議会の職員だったので
興味がない
個人的に忙しくなかなか時間とれない
結論ありきの問答になっている。時間をかけても良いのでは？
ホームページで見ることができる
関心がない
存在すら知らない
時間がもったいない
仕事だから
議会だよりを見るようにしている



⑨市民に開かれた議会にするために、特に必要だと感じることは何ですか。（その他の意見）

関心が持てるような広報活動を
議会開催日が判らない
自分自身がもっと関心をもつことだと痛感
図書室にある議会報を希望者には配布してほしい。一般質問の全内容がわかる
財政危機を訴える議員がいても市民に切迫感が伝わらない、判らないのでは。
自分で考えろ
思いつかない
ギカイの時間の充実
「ギカイの時間」の過去のPDF版を市議会のHPで配信して頂きたいです。
声をあげればかなうという実感
議員の意識の向上
実態を知ってもらうための広告
配布を確実に行うこと。内容のわかりやすさと偏りの無い編集であること
市民参加の場を設ける
インターネット、HPを見る知識がありません。年齢は７３歳です。
紙面による広報の充実
何か話題性のある出来事や人物が出てくると市への注目度は増すでしょうね
今のままでいい
議員と一般人との対話等の企画を望む
小学校での政治教育。そもそも教師が関心を持っているのか？？
市民オンブズマンの傍聴。
老人にわかりやすい報告。
パソコンなし
答弁の内容が、不親切・簡単すぎる。
回覧板なら見るかも。
何をもって「開かれた」と言えるのか難しいので、それよりも「興味をもてる議会」の方が重要だと思う。子育
て中なので、それに関する話題が多ければそれだけ興味を持てるし、そうなれば議会だよりやホームペー
ジもよりチェックすると思う。
特にナシ
議会の見えるかの推進。
情報をすいあげる努力が足りない。
活動そのもののアピール度がなく、もっと情報公開すべき！！
議会開催日時の広報活動にもっと力を入れて関心を向けてもらう。
ホームページ、インターネット系に頼りすぎ。利用していない人には機会がない。
みんながインターネットしているわけではないですよ。
わからない（７件）
わかりやすい説明方法
議会が行なわれていることについての広報
議事内容の要約の配信
チラシなどで報告
1年or半年に1回、全家庭へ配布し興味を持ってもらう。また、1年間の議会報告会のスケジュールを配布す
る方法もよいのかもしれません。
目標に達する達成度と課題などPDCAの情報公開。
高齢者にもわかりやすく伝わる伝達法を考えていただきたい。インターネットを開けるのは全体の一部に限
られているから！！
インターネットはできません
広報の郵便ポスト投函
インターネット配信の内容の検討をしていただきたい。
広報の一枠に載せる。
特になし
企画を一般にわかりやすくしてもらいたい
インターネットがありません
高齢者向けの企画
傍聴の方法を知らせる、何回も広報に載せるなど
言葉とか難しいので、もっとわかりやすくして。
市民へのアピール
広報で利用できないか



解りやすい（文章を少なく、図を入れる）報道が必要
ギカイの時間でだいたい理解しているつもりです。
高齢者
わかりやすいこと
市民が本当に望んでいることが実行された時に、それを結果で示すこと
議題を議会のなるべく早い時期に公開してください
議員さんと話す機会
議事のプログラムがわかってればね
興味がわくようなタイトルや内容にしてほしい
簡単にわかりやすく短く広報にのせる
きめ細かい情報の提供
興味がない
議会全体、議員個人の活動が目に見えること
第三者からの配信
若い方がどんどん議員になれる土台づくり
議員定数削減の取り組み
存在を知らせるものを目につくところに置く
休日・夜間の議会開催
市報の充実
議員の質が悪い、議員の質問が幼稚すぎる
内輪でやっている他人事のような気がします。議員ひとりひとりの必死さが伝わってきません。プロならなあ
なあではなく結果を出してください。
市民に必要な議会をすること
駅やスーパーや公園などで議会のことをわかりやすくＰＲする。
そもそも何それ？



⑩　その他、市議会に対する意見などがありましたらご記入ください。
議案賛否が、誰がどうしたのかわからない。
「ギカイの時間」の「ギカイ」を漢字にしたほうがよい。
投票率アップするよう、議題に対する答えを見える化すべし。ビジョンを示せる議員がほとんどいない。公務員化している。
議員の報酬は出勤日に応じて支払うようにしてほしい。
市民のために使用できる種まき予算枠を作ったらよい。
「ギカイの時間」は非常に読みやすい冊子になった。量も丁度よい。次回の日程が判ると良い。
手に入らないですが、今度図書館で読んでみます。
静かな生活ができればそれでよい。
私の手元に届くように送ってください。
会派関係なく自治会ごとに担当市議を決めて出向いて意見交換、討論を。
選挙活動のごとく、当選後もパワフルに存在感を残すような活動をしてもらいたい。
議員は地域の現状を足で稼いで把握を。合併以降、五日市地区の社会基盤整備が進んでいない。
高齢で一人暮らしなので時代に取り残されており、頼りになるのは議会だよりなどのみ。
財政危機を訴える議員がいても市民に切迫感が伝わらない、判らないのでは。財政面で透明感ある資料がみたい。肺炎予防接種が一般医院より負担
金が８７００円と高いのはなぜでしょうか？他の人の情報だと半額程度とのこと。
身近な生活に直結している議案の報告が共産党の便りで入り、興味深く拝見している。
税制の不公平に取り組んでほしい。生産緑地の厳格な検証による税逃れをなくしてほしい。
議員の活動とは？を勉強してほしい。せめて自治会長程度の地域愛を持ってください。
内容が政党派に平等に書いてあるのか、良くわからない。中心的政党ではない議員の会報を読むと疑問に思うことがある。
他市に比べ、議員数が多く、給料が高い。と祖母が言っていた。
議員定数削減。
カタカナでのギカイをやめたほうがよい。
議会だよりは読まないが、市の広報は読む人が多いと思うので、広報に議員の顔なども登場させることも一考と思います。
議員定数削減、議員報酬削減。
前都知事がおこなっていたようなことを市議はやるべからず。壁に耳あり、障子に目あり。
あきる野市の事を良く調べないで、引田に引越してしまいました。２年たちましたが、印象としては、元気のない街だと思いました。駅前の乱雑な自転車
置場と雨が降ればすぐに水たまりが出来る道路にビックリしました。山が見えて、自然がたくさんあると思っていましたが、広くてステキな公園がないの
で、とても残念に思いました。（電車の本数の少なさにも）
市民との座談会などを行ってはどうですか。
年４回の発行で大変だとは思いますが、一般市民は議会運営の内容等知る機会がありませんので、もう少しページ数を増やして欲しいと思います。
市議会は普段どの様に仕事をしているか、あまりよく分かりません。
・今回の都知事選で→市議会議員に対して一声書くのやめた。いいです。・知り合いの市議会議員にお聞きしますから。
主道ではなく、生活道路のセットバックを早くしてほしい。毎日の生活道路で毎日使用する道路です。セットバックをしていない方に良く聞く声ですが、家
もセットバックしなくては、声を聞きます。市でお願いすればセットバックをしてくれるのでは？お取り計らい下さい。
借入金の早期返済、インフラ整備（特に道路の維持管理が悪い）のご検討をよろしくお願いします。私利私欲に走らないで下さい。
特になし。何を言ってもむだ。聴く耳、もってるの？
傍聴に参加された方から、議員さんが居眠りをしている姿があったと言う事にビックリです。



興味、関心がないような人向けに、わかりやすく情報提供してほしい。
すぐれた条例を作り、より活性化した街にしてほしい。東京都や国より未来に向けて進んでほしい。議員の皆さんの努力が必要。
地域の魅力を高めるために、知力、労力を注ぎ、先見の明をもっていって欲しい。他自治体の模範となるように、かつ、横ならび的にならないように、議
会は常に勉強すべき。市政に対して、目を光らせるだけでなく、議会自らが市民の民意を反映し、主導的、主体的、かつ、協調性をもって存在感を出し
て欲しい。市政のつくり手として、成果を市民にわかりやすく提示して欲しい。
市民の声に耳を傾け、一緒にあきる野を良くしていこうと共に思える議会であってほしいと思います。
何か建設する暇があったら、赤字を無くすことを優先しろ。議員と市役所職員の半減と減給！！市役所なんて、ほとんどがボケーっとしてるかダベって
るだけなのだから。
JR五日市線について。鉄橋は数十年前に補強していますが、築９０年以上になり大丈夫なのでしょうか。市民の大切な交通手段なので。次世代の住ま
いとして、あきる野市に引き続き住んでよいかの判断材料として、重要な問題と存じます。
インターネットの時代ではあるが、活動内容が普段から分かる様に駅に掲示したり、配布する事も考慮して頂きたい。選挙の時だけ、色々な見た事も無
い人に頭を下げられ、当選したのかどうかも分からない内に知らん顔である。市議会が何を重要視し、あきる野市にどの様な問題課題が有るのか、
もっとオープンにコミュニケーションすることを期待。
新聞をとっていないので、「ギカイの時間」は知らなかった。広報のように戸別配布してもらえるとうれしい。
あきる野市を住みやすいまちにするため、これからもよろしくお願いします。
座談会など、だれが何を言っているのか曖昧で理解しにくい。責任をもって発した言葉なので、名前などわかるようにして欲しい。
選挙の時だけ腰を低くしないで下さい。
議会報告の中で質疑応答は見ますが、その結果はどのようになったのかよくわからないので、結果の報告を知りたい。
議員との対話の場を設ける。始めは月１回で実施してほしい。
できることから始める。小学生、中学生、高校生の政治への関心を高める工夫。日本はあまりにもレベルが低すぎる。
税金をもう少し市民に還元してほしい。
議会を傍聴し、議員さんの考え方、意見をしっかり聞きたいと思います。
・るのバスの増発について、話し合ってください。・議員は会派にとらわれることなく、市民の代表者として意見を言ってほしい。
議会の開催期間や内容、傍聴の方法等、もっとわかりやすくしてほしいと思います。市役所の議会室で行われているのは知っていますが！
本会議、委員会等傍聴できるものについて、市役所１Ｆのホール（テレビの前の待合スペース）に掲示したら、行ってみようかと思うのではないでしょう
か。各種証明等をとりに行って待っている時ふとそんなことを考えます。
現在の所特になし。
「ギカイの時間」は非常に読みやすく、一般質問の内容も分かるのですごく良いのですが、もう少し突っ込んだ議論がされる特別委員会やその他の委
員会の内容も知りたいと思います。一般質問は、予め質問項目が示されているのでありきたりな質疑が多く、どんな質問かわからない委員会こそ議員
さんの真意が問われると思います。
多数意見が正しいとは思えない。その辺どう理解しているか議員の意見も大いに知りたい。
もっと公開してはどうかと思う。
多数決が民主主義なので多党の意見は通り易いが、内容が良いものまで多数の反対により通らないのはなくし、党を超えて良いものは良いとする市
議会であれば、出来るだけの協力も参加もしたいと思う。
身近に感じられない。どうしたら感じられるかわからない。
難しい言葉を使われると読む気がしなくなってしまいます。
議会をもっと市民に開かれたものにするには、平日夜間、土曜、日曜、祝日に開いていただきたい。また、「ギカイの時間」が発行されるまでの、タイム
ラグがありすぎ、もっとサクサクと(迅速に)発行してほしい。



大人だけでなく小学高学年くらいの子どもにも興味を持てるようにしていくと将来、もっと子どもたちが立派に行政などを変えてくれるのでは・・・と思いま
す。
今後「ギカイの時間」を注意して読むようにしたい。秋川駅から五日市駅までの五日市街道のバスを増発してほしい。るのバスがどこを通るかよく分か
らないのでもっと目に止まるような宣伝をしてほしい。
あきる野市議会は大変立派な「あきる野市議会基本条例」を制定しています。この条例の前文では、この地で編まれた「五日市憲法草案をたたえる旨
の文章が書かれています。また、同条例第3条には「議会の活動原則」が3項目定められています。中でも第4条（１）は「議会が言論の場であること、及
び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじます」と規定されています。ところが、このような同条例の理念とはかけ離れた発言
を繰り返している議員と、それを容認している多くの議員の存在に深く失望しています。同条例の精神に則り、「日本国憲法に定める地方自治の本旨の
実現を目指」し、「市民の負託に応えて」、「市民福祉の向上に」努めていただきますよう要望いたします。
市議会と市民のギャップがあると思う。議員も選挙のときは一生懸命運動していろいろ公約を出すが、その後(当選後)何をやっているのか？見えない。
市議会の活動をもっと市民にわかりやすく伝えることと、今、何を重点的におこなっているか計画的なことが見えない。
新聞折り込みになっているのは見たことがあります。
お隣は10年以上空き家です。持ち主はおられますが、木々が屋根をこえています。役所の方も気に掛けてくれているのですが、進み具合がなかなかで
す。議員さんにお願いすると早いよ？と聞いたことがありましたので、書いてみました。
あきる野市が破産しない施策に期待します。市民税をアップさせる方法は「NO」です。
市議会議員は市民の代表であるので、議会での議論や提案、議決については基本的に市議会に任せている。市議会議員は、特定の団体の利益を優
先することはないと思っているが、もっと街中へ出て議会での議決までの経過などを市民へ説明する責任があるはずであるが、果たされていない。何
かのイベントに参加しているときも市議会議員はお客さんとなっていないか？市議会議員は市民の代表であるので、市民目線で行政を正し、提案して
もらいたい。報酬分の働きをしていない印象である。
傍聴するのはたまたま市役所で配信されているときのみです。「エムキャス」のようなあきる野市議会用アプリを配布して見てもらうのはいかがでしょう
か。若者のスマートフォン視聴はテレビやPCよりも高いです。市議会定例議会の公開や議員アピール動画等、ゴミ収集日が分かるツールなども付いて
いると老若男女の市民がダウンロードしたり、使いやすいと思います。あると、見る市民は増えるのではないでしょうか。（ゴミ収集日アプリは、杉並区が
出しています。そのアプリに「エムキャスのような配信機能と議事録公開、アピール動画が見られる総合的あきる野市議会アプリ（例えば、ジャンルは違
いますが、「Dlife」や「IMDb」などの総合性に富んだ内容）があったら良いのではないでしょうか。若者に見てもらうならまずスマホのアプリです。
少子高齢化が社会問題の重大項目だと思っています。子が増えなければ悪循環。子を産むのがすべてではないとへりくつの前に人を増やすための改
革を捧げるべきだと思います。子どもを産みやすくするための資金援助。他市の例などを参考に。都知事が給与カットを申し入れ様々なことがあると思
いますが、市議ももらいすぎだと思います。安月給で家庭を守っている人たちがたくさんいます。配慮してくだい。
無作為に抽出したアンケートとのことですが、案内とか内容でも最後にはホームページをご覧くださいと書いてあります。私ぐらいかもしれないが、ホー
ムページを見ることができない人もいることを片隅に置いてください。
現在私は小川に住居しておりますが（15年前より）、15年前は二宮地区に住み、近所に市議様がいていつも気に掛けてくださり、ほんの少しのことでも
相談にのってくださりました。小川に移ってから市議の方とお目にかけることもなく、行政よりあまりにも離れてしまっています。一人一人の意見や相談
を受けるのは難しいかもしれませんが、何かありましたらのひと声で違うと思うのですが・・・。
次世代の若者とのコンタクトを取り、市を活性化できるような多くのコミュニケーションを取れる場所をつくり、リーダーシップを取る議員さんが多くなりま
すように。
必要なところへ必要な分だけ投資し、豊かなまちづくりの継続にご尽力ください。
今度、市議会を傍聴させていただきます。
選挙時の公約と任期満了時の達成度が不明確。数値化で報告するとよい。交通機関改善を考えている議員がいない。住みやすい議論を市議会で
作ってほしい。選挙時以外で市議員を見ない。市議会を効率よく行い、多くの議題を短期で解決してほしい。
高齢者なので、パソコンありませんので。



議会だよりの一般質問のＱ&Ａを読むと説明不足と感じる時がある。（例）道路工事の際の「市道○○線」等の記載があってもどこのことかわからない。
特集記事は発言者が誰なのかわかるようにするともっと身近に感じられ、関心もぐっと上がると思う。市民の多くが低所得に苦しむ中、議員歳費以外の
議員特権的収入はなくすべき！市発行のパンフレット等も減らし、とにかく市の借金を減らすべき！
身近な問題を取り上げて、掘り下げて議論してください。
たとえ少数意見や少人数でも、その人の命や経済・生活に危機を及ぼすことならば、全力を持ってよい方法を考えるのが市議会の役割だと思います。
大きなことを成し遂げるためには１人や２人の犠牲はやむを得ないものという市政は冷たすぎませんか？結果的に町が発展しても、少人数の犠牲の上
に成り立つ町は、明るく住みやすい町といえるのでしょうか？無理やりおし進めるやり方で、犠牲になった方が悲劇的な最後となったら、マスコミにも取
り上げられて歴史的にも残ってしまいます。思いやりのある、あきる野市になりますように尽力を！！私は見ていますよ！
市民の声をわかりやすく反映できる透明性のある議会を要望。この機会にぜひ傍聴します。
特に意見はない。一般の勤め人は市議会のことまで目が届かないのが現状です。働くこと、自分の身のまわりのことでいっぱいである。これから市議
会に注目します。
議会なのに寝ている議員がいるので見苦しいです。ヤジもいやな感じです。
ギカイの時間の特集について。せっかく特集を組んでいるのに、うまくまとめきれずに何を伝えたいのかわからない内容になっているのが残念。焦点を
しぼってまとめるか、ページの分量を増やすかした方がいいと思います。あと、参加者の顔があれほど大きく出ているのに、名前を出さないのは中途半
端で気持ちがわるい。何か理由があるのでしょうか。
素晴らしい。あきる野市の自然をなくさずにお願いします。増戸駅周辺の道路は狭く、信号も多く使いづらいです。
市議会に関心を持たなくて申し訳なく思っています。この議員さんはどんな事をしたのか？どのような活動をしているのか？とは思いますが、わざわざ
自ら調べる事はしません。選挙の時だけではなく、目にふれると思います。（すみません、勝手な事で無関心な自分の努力不足ですね）
議会だよりは面白い一面はありますが、議員個々の自己宣伝的なものに感じてなりません。もう少し経費のかからない広報紙で良いのでは？
高齢者の住みやすい町作り。若者の住みやすい町作り。自然を生かした町作り。高齢者住宅の運営に関わる計画。
秋川駅の外側にエレベーターがあると助かります
机上だけの話で終わらせずに、常に市民が実感できる施策を講じていただければと思います。
傍聴に行きたいのですが、方法がわからないのです。議論のテーマなども知りたいです。
最近２回議会を傍聴したことがある。枝葉末節の議論が多い。議会が行政のチェック機関だからと言って反対のための反対は無意味であり、市民の望
むところではない。市としてのあるべき姿（あらゆる面で）やビジョンを各議員がどのように持っているのか疑問である。そのビジョンに合致するものであ
れば、行政側の提案に賛同するのは当然であり、そうあるべきだ。要するにそのビジョンがなく、行政の提案に異論をとなえるのが使命であるように勘
違いしている議員がいた。
市議会の活動は市政に反映されて、間接的に市民に影響する。よって市民は直接には議会に興味を持たない。そんな市民に議会に興味を持ってもら
う方法を考えるのではなく、個々の議員が市民生活に興味を持つ方が、選挙にも強くなれますよ。
誰がどのような提案をしたというのを一度読んだ。その時は、ほおーと思ったが、しばらくして忘れる程度の事（内容）
本会議中継を拝見しましたが、時間が長いので、全てを見ることができない。議事録などの文書として頂くと見やすいし、探しやすい。
改革は大賛成です。市民と一体となって、良い市にして下さい。読んだらゴミになるだけ。貧乏世帯には配布しない差別ですね。読まない人が多いので
はないですか。
最近、富山市議の件が騒がれています。あきる野市はその様な事はないと思いつつも、、、。頑張って下さい。市民の為に。
今回のアンケートによって少しでも市民の皆が興味をもったり友人との話題になったりするといいと思う。議会だよりだけでなく話題になることはない。
新聞をとっていないので、なかなかお目にかかれない。自宅配布になればギカイも身近になる
議員定数をもう少し減らしてはと思います
アンケートが縁で今回、図書館まで行って「ギカイの時間」なるパンフレットを初めて読みました。防災の事とか、介護施設とか、これから私の身近にな
る事が書いてあったので、年四回の発行を忘れずに読んでいこうと思います。



住みよい生活が出来たら、、、、
車の運転ができないので、るのバスが土日曜日も利用可能になるといいのになあーと願う一人です。
あきる野市では農地が遊んでいる様子がうかがえますが、、、農家との密な連絡をとり荒地で草ぼうぼうな土地をうまく利用できるよう希望致します。
「ギカイの時間」を広報あきる野に掲載したらどうですか？
今まで仕事中心で、地元や地域のことにほとんど関わらず、関心が無かったと自覚しており、70才を前に今後はもっと市のこと地域のことに関心を持と
うと思っております。
今後、入手して読んでみたいと思います
今後より必ず読むように致します。
財務の改善を議員、市職員全員で考えてもらいたい。
パソコン（インターネット環境）はないので、ホームページは見ることができません。使うことができない人、持ってない人もいます。なんでも「ホームペー
ジでみてください。」と言われたり、書いてあると言われてしまうが、持ってない人もいることを忘れないでください。
研修などは本当に必要な内容か理解し金を使って欲しい。
議員が多いのでは
瑞穂の所よりなんでも遅れています。鯉川橋はゴミを捨てないでと立て看板をたてても捨てて困ります。看板に電話番号が書いてありません。
１．秋川駅（JR）周辺、特に北口を活性化するべく最大の努力を払っていただきたい。早く取り組み実現化していただきたい。市民、若い人が元気を無く
し他の都市へ去っていきます。２．街灯 まちの夜間を明るくしてください。
八王子市はなどは分別することにより、ごみ袋のサービスを行っているので良いと思うことは取り入れて欲しい。
選挙の時だけの「お願いします。何します。」ではなく、回りを良くみて欲しい。
市民の代表として議会に登場して皆様に無駄を省いて揺るぎないあきる野市になるように期待しております。
議会だより（年４回発行）？何月なのでしょうか。前回忙しくて読んでいません。申し込めばいただけるのかなー判りました。図書館に行ってみます。
政務活動費について、あきる野市は正しく使われているのでしょうか？もし不正があるなら隠さず明らかにしていただきたい。
パソコンがなくともわかる市報に書いていただきたい。仕事している時はパソコンで仕事する職だったが退職してからは。。。一度は聴きに行きたいと
思っています。
政務活動費は政務調査後、その都度、監査委員会に説明し領収書と引き換えに金額を受け取って欲しい。
このアンケートの中で、ホームページのことが取り上げられていたので、実際にページを開いてじっくりと見てみました。今後はもっと活用して行きたいと
思います。
富山市議会のようにならないようにお願いします。
３０代議員のみなさんに　若くして志されたことをほこりに思います。頑張ってください。
議員がとにかく多すぎます。必要性を感じるようにはアピールが必要と思います。
都議の方のような豊洲問題がありますが、このような事のないように市議の方は議会の内容を良く把握してあきる野市を良くしてもらいたいです。税金
の無駄のない様にお願いします。
議員の資質の向上が必須。公の場での喫煙は考えられない。
選挙の時は低姿勢だが当選すると横柄で会合にきてタダで飲食している、高給を取っているなら公僕としての自覚を持ち働け。政調公費のだまし取り
はするな。
今、富山市議の不正が問題になっています。多分どこでもあるんでしょう。そこで提案します。・職業議員を廃止してボランティア議員にする。・休日開催
にして日当だけとする。・未来ある若い人が多く参加できる様にする。　日本で最も清廉なまちにしていただきたいと思います。
周知のために、年一回など個別に配った方がいいと思う。



あきる野市議会だより「ギカイの時間」の存在を知り、図書館からそのNo.８４号を入手して拝読した。その内容は大変読みやすく、一部の採決可否や、
一般質問Q&Aなども把握できた。また後は報告書を見ると詳細内容が記載されていることを知った。しかしそれは分厚い書類であり全てを読むのには
時間が必要をする。よって、ギカイの時間あるいは報告書に賛否一覧表が記載されていると議案内容と議員の賛否意思決定などの実態がさらに理解
できると考える。
市民の陳情などに対する議員一人一人の賛否を明らかにして欲しい。
・議員報酬を４分の１以下にしましょう。「お金は少なくてもいい市民に尽くしたい」という人以外はいりません。・財政赤字を自覚し市職員給与を減らしま
しょう。・歳入を増やすには人口増、企業増です。容積率を上げビルを建てられるようにしましょう。以上をお粗末な市政にならないように確実に実行し
て行きましょう。
毎日の活動の様子がわかりません。どういう一日のスケジュールですか？肩書きに頼っていませんか。組織の対立より協力しあいより良い市になるよ
うにお願いします。ゴールはありません。前進ができるように。
あきる野市内の中学にはダンス部がない。コーチ派遣など市からしてあげて、部活を作って欲しい。これだけ盛んなのにもったいない。盛んな部分をど
んどん伸ばしていって欲しい。子供の好きなことにお金を使ってくれても良いのでは。
五日市町内に住んでいる者ですが商店街がシャッター通りになってしまい、私は今６０歳、車は運転しますがこれから先、行動範囲が狭くなって買物も
不便になりそうです。若い方が川や山に遊びに賑やかになりましたが合併した事で住民は生活が不便になりました。
もっと活発な議会活動の推進を望みます。活動資料の公開を望みます。
税金（収入）によってマル子（義務教育就学児医療費助成制度）がもらえないのはどうかと…。他の市とかでは、収入に関係なくマル子がもらえているの
に…。病院代のために働いているという感じです。税金をたくさん払っているんだからプラスが欲しいです。
議会の提案が簡単にできればいいと思います。
こうやってアンケートをとっておいてからやって欲しい。
議員の日程は町内の回覧板で知らせて欲しい。
新聞折込や市民が手元で見られるような用紙で情報を発信しないと、興味がひくどころか存在すら知らないです。
そもそも市議会って何だか知りませんでした。たまに市役所のＴＶで放送してるやつですか？
市民の意見を聞く機会を増やして欲しいです。特に弱者には。


