
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３回 議会報告会 

アンケート集計結果一覧 



第３回 議会報告会アンケート結果 

 

○参加者 71 名中、アンケート回答者は 50 名（回答率 70.4％） 
○問 2，5，6 は、複数回答あり 
 
 
◆ お住まいの地区について     ◆性別             ◆年代 

 

 
 
１ 議会報告会の内容について             ２ 議会報告会の希望開始時間について 

 

 
 
 
３ 市議会への期待について               ４ 市議会のインターネット中継をご存知ですか 

 

 
 
 
５ この議会報告会を何によって知りましたか       ６ 市議会の情報を何によって得ていますか 

 
※ その他 11 人のうち記載があったもの 
（議員 1 人、いんふぉメール 4 人、チラシ 1 人） 
 

松山 28人 56% 男性 35人 70% 20代 0人 0%
平野 1人 2% 女性 10人 20% 30代 1人 2%
大岡 0人 0% 無記入 5人 10% 40代 5人 10%
唐子 3人 6% 合　計 50人 100% 50代 23人 46%
野本 6人 12% 60代 12人 24%
高坂 4人 8% 70代以上 9人 18%
高坂丘陵 2人 4% 合　計 50人 100%
その他 6人 12%

合　計 50人 100%

分かりやすい 32人 64% 午前 8人 16%
分かりにくい 3人 6% 午後 29人 57%
どちらともいえない 7人 14% 夜（午後７時頃） 12人 23%
無記入 8人 16% 無記入 2人 4%

期待している 47人 94% 見たことがある 13人 26%
無記入 3人 6% 知っている 22人 44%

知らない 14人 28%
無記入 1人 2%

広報紙 21人 33% 議会傍聴 7人 11%
議会だより 17人 26% 議会だより 39人 60%
ホームページ 3人 5% ホームページ 8人 12%
友人・知人 12人 19% ケーブルテレビ 3人 5%
その他 ※ 11人 17% その他 7人 11%

無記入 1人 1%



◆自由記載 

※ 原文のまま記載しています。 

お住まいの

地区 
性別 年代 意見・要望等 

高坂丘陵 無記入 60 歳代 

エコタウンプログラムは、施工（行）のメリットに対し、必ずデメ

リットがあると思います。両方を明確化し、バランスにもとづいた事

業説明があればいいと思います。 

市民病院の本質は、あくまでも市民への医療提供の筈。反面、採算

性を考えることもあり、大変と思います。市民の為を念頭にご活躍を

お願い致します。 

野本 男性 40 歳代 継続してください。 

松山 男性 50 歳代 

総務委員会は、市民の質問に対する議員の回答内容に当事者意識の

希薄さを感じた。 

 厚生文教委員会は、各担当が熱意をもって各課題に取り組んでいる

様子が伺えた。 

 経済建設委員会は、戦略作物意識事業によるブランド商品化の取組

は素晴らしい。その販売戦略強化も必要と思う。 

高坂丘陵 男性 60 歳代 

市民の人数増の件や農業の担い手がいないという問題の話があっ

た。ゴールへの大きな方向性は、このような夢を見られる市があった

ら私も住みたいと思えるようなイメージが大事でしょう。 

 エコな水力発電がコンビニ並みにあり、それを作る会社などたくさ

んある。普通の２倍の値でも売れたら（キセキの）果物が作れる。

安心で大金が無くても豊かな生活ができるところに住みたい。 

野本 男性 
70 歳代

以上 

防災無線は、現在の「子どもさんは気をつけて帰りましょう…」や

迷子の放送の他に、どのような災害の時、どのような防災上の指示・

注意などを放送するのか知りたい。 

 また、どの部署がするのか知りたい。 （別に回答あり） 

野本 男性 
70 歳代

以上 

未来が楽しみな当市の議員として精一杯努力していただきたいと

考えております。 

 若年層の活躍できる町（街）づくりを具現化してほしい。 

 議員の皆さん、自信を持って勉強し、発言してください。お願いし

ます。 

松山 男性 50 歳代 読み原稿は、長く理解しづらい。話し言葉で短く説明すべきだ。 

松山 女性 40 歳代 

時間がありませんで、厚生文教の報告しか聞けませんでしたが、と

ても身近な市民病院の救急医療は年齢を問わず、関心のある問題で

す。しっかりとした医療の元、市民の命を守る病院として、誇りをも

って取り組んでくださる医療を目指してほしいです。 

 とても熱心な議員さんの医療に対する取組は素晴らしいと思いま

す。 

 これから 10 年先の東松山に期待したいです。 

その他 男性 50 歳代 
前２回の報告会を大きく変更し、パワーポイントを使用し大変良か

ったと思います。 



滑川町 男性 60 歳代 

開かれた議会の一環としての報告会を、全ての議員の皆様が協力

して開催してくださることに敬意を表します。 

 参加者が少ないとの声も聞きますが、「継続は力なり」です。今後

も続けることが、いずれ市民の皆様の知ることにより、増えてくると

思います。 

準備など、いろいろ大変とは思いますが、今後とも続けてくださる

ようよろしくお願い申し上げます。 

野本 男性 60 歳代 
質疑応答は、よかった。 

 機会を増やしていけたら、よりベターと思いました。 

松山 女性 50 歳代 
いくつか後日と言われた質問がありました。 

 それは、どこで詳しい報告があるのでしょうか。 

松山 女性 50 歳代 

各委員会の説明の時、映像を使うために電気を消していた。そのた

め、手話通訳者の通訳も暗くて見づらくなってしまった。 

暗い中の通訳を見ると、とても目が疲れます。次回、工夫していた

だけるとありがたいです。 

無記入 無記入 30 歳代 

初めて参加しましたが、いろいろと自分が気になっていたこと、他

の人の意見が聞けて参考になりました。また、ぜひ開いてほしいです。

 若い人が少ないように思いました。 

松山 男性 60 歳代 行政への意見・要望が多いので、行政も参加したらどうか。 

松山 無記入 
70 歳代

以上 

若い議員さんが増えています。期待しています。 

一般質問では、より深く質問で掘り下げられるよう勉強してくださ

い。時間内に終わるような進行も大切です。 

松山 女性 
70 歳代

以上 

ありがとうございました。これからも市民のために頑張ってくださ

い。 

松山 女性 
70 歳代

以上 

こういう会に初めて出席したのですが、市議の皆さんが一生懸命市

民のために頑張ってくださっているのがわかりました。 

松山 男性 
70 歳代

以上 

お礼：本会議最終日９：３０を１３：３０にしていいただき有難う。

議会図書を一般市民に開放して閲覧等、名称を議会図書館に。 

手話の人のサポートを本会議に許可入室できないか。 

地区別の報告会を考えてみたらどうか。（嵐山町は 5 月 17・18 日）

 報告会を総合会館にしていただいてよかった。 

唐子 無記入 50 歳代 

はじめて報告会に来ました。いい取組と思います。 

 もっと多くの人が興味をもって来てくれるといいのにと思いまし

た。 

 遊休農地活用してほしい。 

 自然と観光を結び付けて活かしてほしい。 

 よい話が聞けました。 

野本 女性 60 歳代 
目でも訴えられ、わかりやすかった。 

 これからも続けてください。 

松山 男性 
70 歳代

以上 

参加者が少ない。何か、工夫が必要ではないか… 

抱き合わせイベント等は如何ですか。講演やコンサート等 



松山 男性 
70 歳代

以上 

報告書を読み上げるだけの報告に聞えた。報告者本人が理解し、自

分の言葉で報告してほしい。 

これからも続けてください。 

市民の目線に立って、行政を進めてください。 

商店街の活性化も早急に手を打ってください。 

無記入 男性 50 歳代 参加してみて、面白くはないと思った。 

高坂 男性 50 歳代 画像表示がわかりやすかった。 

松山 女性 50 歳代 

前回に比べて参加者が少なかったようですが、何が理由と考えます

か？ 

挨拶の中で議員から、インターネット中継をするため、一般質問の

持ち時間が９０分から７０分、そして６０分になったとの話がありま

した。ネット中継はどこでも傍聴できて便利ですが、持ち時間を減ら

す理由にならないのではないでしょうか？むしろ本末転倒ではない

ですか？ 

これまでに「東松山市議会議員政治倫理条例」に基づく審査の請求

等はありましたか？審査会は設置されたことがありますか？ 

報告会は議員サイドが報告したい内容だと思いますが、市民サイド

が知りたい内容について市民から募集してみてはいかがですか？ 

「市議会だより」に議員が提出した議案として「新聞への消費税軽

減税率適用を求める意見書」が記載されていますが、新聞だけでなく、

食料品や衣料品等についても同様の意見書を出していただけません

か？ 

議員の自己紹介の時、ＰＣ操作担当議員は壇上ではなかったため

か、私の席からはお顔が見えませんでした。 

 

 

 

 

 


