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Ｑ１　あなたの性別を教えてください。

男 29人

女 21人

Ｑ２　あなたの年代を教えてください。

年代 ２０歳以下 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代以上

人数 0 0 4人 12人 13人 21人

参加した
人数

アンケートを集計し
た人数

第１回美浦村議会報告会結果報告（Ｈ２７．２．１４開催）
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方法 ポスター その他

人数 2人 12人

その他　内訳
知人より 5人
議員より 4人
通知（案内） 3人

Ｑ４　本日の議会報告会に参加しての感想は、次のどれに該当しますか？

よい 普通 悪い

人数 25人 19人 1人

Ｑ３　議会報告会の開催について、どのようにお知りになりましたか？（複数回答可能）

議会だより等 ホームページ
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理　由

第１回目の開催についての努力が、感じられた。

村民と議員が直接対話できる機会は、なかなか得られません。このことから、貴重かつ
有意義な場になったと思います。

事前の準備がよく出来ていてよかったです。

・今までにないイベントで大変すばらしい。
・今後長く継続され、更に充実することを期待している。

いろんな意見を聞き、大変良かった。

開かれた議会を目指す意味で、大変良いと思います。

議員の活躍を改めて知りました。

分からない。

・初めての開催で、住民対象に行われたこと
・各議員の役割、考え方を知るうえで選挙の参考になる。

私たちが行政をお願いした議員さんの顔ぶれを拝顔できましたことをうれしく思います。
「議会だより」で充分わかりますので、報告会は、特に必要ないと思います。

参加者にとってとても分かりやすい説明になっていたと思います。

・議員、村民共々、前向きに考えて行きたい。
・村が、活性化するための会であってほしい。

この様な機会を持ったことはとても良いとは思うが、内容をもう少し考えてみると良い。

今までなかったのが不思議なくらいです。

・表紙の「開かれた議会をめざして」「議会ってどんなところ」という中味がちがった。
・数字の報告ではなく、副題にあった内容にしてほしかった。
・「議会改革に向けて」の内容について、分かりやすい説明をしてほしかった。（文字を
読むだけでなく）

・色々な点で勉強できたこと。
・初めてのことであり、初回としては成功かなと思います。もっと多くの村民に関心をもっ
てもらうこと。



初めての事なので分からない。

参加人数が少ない。

報告会に初めて参加して人数が少ないと思いました。

初めての開催、村民の目からは議会だよりだけでは分かりにくい部分が多い、これから
も基本条例を含め開かれた議会をお願いします。

初めての事でびっくりしました。議員もみんな頑張っているのが分かりました。

美浦村のいろいろな事を知りとても良かったです。

・司会進行は、大変良かったと思います。
・各議員の回答も良かったと思います。

議会報告会に来てみてよかったです。

今までになかった取り組みが良い。

初めての参加ですが、何となく分かりました。次回も参加したいです。

報告書を読み上げているだけで分かりづらい。



Ｑ５　日時・会場についてお聞きします。

これでよい

人数 39人

理由及びご意見

便利です。

美浦の中央に位置する公民館が妥当である。

次回の開催多数参加を期待して。

自分的には、午後２時ぐらいからが良いです。

土、日曜日が良いと思う。

広く知られている会場ですし、曜日、時間もいいです。

会場が暗い。

変更した方が良い

4人

当面は、この日時、会場で十分であると思う。
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Ｑ６　議会報告会について、お気付きの点をご自由にお書きください。

区長からのご意見一覧について、とても分かりやすい回答を見ることができました。

年に１回程度、引き続き例年行事として定着することをご期待しています。

・条例の用語解説資料が、とても分かりやすく全体的に見やすい資料で、理解しやす
かった。
・今後も、村民の意見が、反映できる機会があると嬉しいです。

発表者の方が、聞いている方に語りかけているような口調で行っていただければ尚、良
かったかなと思います。

これからもたびたびやって欲しいと思います。

継続してください。　司会の方の声が聞きやすかった。

参加して良かったと思います。次もあれば良いと思います。

恐らくデータにまちがいがあっては、後で困るかと思われ準備された資料を読んでいる
だけで、私たちに、その気持ちは全く伝わらないと感じました。

各委員会からの報告（議案第○号）において、もう少し各議員のデータなり資料が欲し
かった。

継続して実施願います。

各区長からの意見、要望をまとめ、その回答について、真剣に実施していただき感服し
た。今後は、この意見交換の時間を多く設立してもらいたい。

参加要請については、各種団体（農業・商工会等）又は、教職員等にも行うべきだと思
う。

質問の時間をもう少し設定して頂きたい。

住民生活に関する内容が、欲しかった。

・説明が分かりにくい（話し手と映像の不一致、資料がない）
・スクリーンが暗い、見えない、画像がフラフラ動く。
・継続開催してほしい。年１回、２回の開催を検討してください。

・若い人たちの出席が少ない。
・議会報告会の開催については、もっとアピールすべき。

ありがたい事ですが、前もって資料があった方が、良いのではないかと感じました。

・参加者が少ない事と、若い人が少ないのが残念です。
・各項目について、テロップに細かい説明があると良い。



住民と議員のコミュニュケーションを図る良い機会だと思いました。ただ、個々の陳情や
意見に対し、回答するような場としては、相応しくないと思います。

まずは、多くの人の参加が必要だと思います。

誰でも分かる説明でお願いします。

村民の話を聞いて美浦村を良くしていただきたい。

・配布の資料を前もって渡して検討できるように。
・「議会改革にむけて」の内、第１２条第２項、第３項、第４項は適当ではない。

基本的には良いと思います。これからも年１回以上、開催していただき議会として、村民
の理解を得られるようにお願いします。

基本条例が施行されたら、村も議会も活発化される良い条例だと思います。説明を聞い
て、当たり前の事を定めていると感じました。

あまりよく分かりませんでした。

・もう少し身近に感じたいと思いました。
・個人的な意見は、公の場では認められない。

資料をもっと分かりやすくした方がいいと思う。

これからの世代、時代を願うためには、若い人たち（２０代、３０代）を呼び寄せた方がい
いですね。そのためには、託児室の設置もありです。※中学生も参加させてほしいで
す。未来のために。

意見交換会の様なシステムに変更したらと思います。

もっと、人が来ると思ったら少ないので驚きました。



Ｑ７　議会に対するご意見・ご要望

議会基本条例（素案）について
・第５条第１項、大賛成です。よろしくお願いします
・第９条の計画（案）について、より多くのパブリックコメントの募集をお願いします。
・第１５条３項及び第１６条３項は、議員提案となっておりますが、第三者機関による提
案の方が透明になるのではないでしょうか？「お手盛り」の感がします。
・美浦村活性化プロジェクト１１について
・提案された１１の項目はいずれも重要ですが、特に第６項の「村の特色をいかした交
流人口」が重要かと思います。広報みほを見てますと毎月、人口減少があり危機感を感
じます。

・村民と議員との関係をさらに近くする事であれば、ただデータを読み上げるだけでは伝
わりません。私達もその正確な数字を聞いても、そのまま聞き流して、終わりです。発表
者も特別、質問が無ければ、「よかった！」で終わりです。これではいけないと強く感じま
した。
・発表者の自信をもった自分の言葉で、発表して頂きたいです。そうしないと私達は、理
解できません。質問もできません。
・各議員の発表レベルがわかりました。プレゼンテーションの力をさらにアップしていた
だくように要望いたします。

議会だよりを拝読していますが、時々今日のような公聴会も良いと感じました。また議会
の皆様に直接意見も取り上げていただけた事、大変喜ばしい事と感じました。

・対岸（かすみがうら市）への道路架橋の計画を早く推進してほしい。
・司会者が良かった。

・マイクが、聞きにくかった。（声がふくらむ感じ）
・会の進行は、よかったです。
・資料は、見易かったです。
・議員の皆様、ご自愛ください。

村議会報告会の開催、ありがたい事と思います。
・村の活性化
１．村民が、定住する案（企業誘致）
２．教育面の向上
３．人の食育に関する意識向上

・議会だよりや、広報みほに載っているような内容ではなく、議員の顔が見え、村全体が
見える様な会だと人が、集まるのではないのでしょうか？今日の会では、また来る気持
ちにはなれません。
・議員一人一人のポリシーや、村に対しての思い、方向性を聞ける機会を作ってくださ
い。

・常任委員会報告が口頭でしたので、資料か画面がないとわかりにくい。
・区長からの意見は、どれも身近な問題で型通りの回答だけでなく、要望に答えるため
の施策、工夫をして、取り組んで頂きたいと思いました。　（例）　№16「詳しくは・・・お問
い合わせ」とありますが、受け身で「上から」の姿勢を感じます。もっと広報で施設使用
へのアピールやどうしたら施設を使ってもらえるかという努力をお願いします。（器具の
出し入れが高齢者には大変）見方によっては施設は充実しているのをもっと活用、広報
してください。
・議会の常任委員会の日程が分かりにくいです。



議員さんが、地区と直接対話したらどうですか？

・ある区長から質問がありました通り、区費を納めなければゴミ清掃はしなくても良いな
ど多々あります。各地区では高齢者が多く、皆抜けていくのが現状であり、その点につ
いてはどう思いますか？確かに不公平感がある。
・役場に入るなり職員があからさまに飲み物を飲むのはいかがなものか？少し見えない
ようにとか、座って飲むことができないのか？

・地区に入る入らないはその地区に関心があるかないかだろう。本当は、役場に話すよ
うな問題ではない。
・区長が先に立ってやれば済む話ではないのか。

地域からの苦情等の解答については、村が行っている事（決め事）を発表するのではな
く、議会としてどう考えているのか発表してほしい。このことは、後に述べられた議会基
本条例に繋ぐ事となります。



・住民生活に関する内容が欲しかった。

まとめ

今回、初めての議会報告会を開催することができました。ご参加いただ
いた皆様に、多数のご意見を頂けたこと、大変うれしく思っております。
今後の開催方法等につきましては、議会地方自治研究会（議員全員で
構成する勉強会）で検討し、より良いものにしていきたいと考えておりま
す。次回開催の際は、ご参加をよろしくお願いします。

・報告書を読み上げているだけで分かりづらい。

第１回議会報告会　アンケート意見に対するまとめ

・継続開催し、村が活性化するような会であってほしい。

・前もって資料があった方が良いのではないか。

・意見交換会の様なシステムに変更したほうがよい。

当日ご参加いただいた、６４名の内５０人より今後の議会報告会の開催について、アンケートをいた
だきました。いただいた意見を集約した結果、下記のとおりとなりました。

・これからの世代、時代を願うためには、若い人たち（２０代、３０代）を呼び寄せた方がいいと思い
ます。



①

回答

②

回答

③

回答

④

回答

①住民に開かれた議会、住民参加を推進する議会、住民に身近な信頼される議会
と前文にあるが、数年前に開催された商工会の会議の際に、批判はやめてくれと言
われた。前文にあわないのではないか？それについてどう考えるか。
②村民の意見を聞く機会を設け、その意見を大切にして村政に反映してもらいた
い。

①議会基本条例は、議会及び議員活動の基本を決めるもの、条例が制定されれば、こ
の条例に沿って議会活動を進めていきます。私達議員は、選挙で選ばれます。住民の
皆様も今後の議員活動を参考に選んでほしいと思います。
②条例制定後は、今回の議会報告会等の議会活動をしていきます。

議員一同、そろって顔を見たのは、初めてになります。議会活動については、議会だ
よりで把握しておりますので、この報告会は必要なのか？しかし、このように議員の
顔をみれたのはとてもうれしいことです。

今後制定される議会基本条例の中に「議会報告会の開催については、年１回以上開
催する」こととなっております。開催の方法については、今後検討し、皆様に身近な議
会になるよう努めて行きたいと思います。

第１回美浦村議会報告会で当日参加された方からの意見

地区に加入している人と加入していない人の不公平感があるので、ぜひ改善するよ
うにしてもらいたい

村の人口減少対策として、新たに村を盛り上げる、人集めのイベントを企画し、村に
提案してもらいたい。

議会でも、土屋地区の行政区の加入促進については、一般質問で取り上げられ議会
もその問題を承知しています。議会でも他の地区の状況を参考にしながら、執行部と
協議し加入促進率向上の向けた策を検討して行きます。

議員が一丸となり、地域に入りＰＲをしていきたいと思います。今後、自治研究会（議員
の勉強会）で協議・検討していき、執行部に提案していきます。



⑤

回答

⑥

回答

交通網の整備をお願いしたい。県道上新田木原線（安中から木原を経由し１２５号
線に合流）の早期開通を目指すよう、地元県議会議員の協力を得ながら、県に陳情
等を行って一日も早い開通をお願いしたい。

現在、地域公共交通会議を定期的に行い、村の公共交通について会議を行っていま
す。今後、広域圏で活動できるようになれば、もっと利便性が広がるものと思われます。
県道上新田木原線が開通すれば、北岸地区の方の交通は楽になります。早期開通に
向けて、執行部も含めて要請していきたいと考えています。

要望は、アンケートに記入しました。議会報告会というよりも、意見交換会のような
形で開催し、いつも住民の意見を聞けるような体制づくりにして頂きたい。

議会も出来るかぎり、皆様の身近に立って会話を進めて行きたいと思います。村政等
の諸問題に対し、執行部とも協力しながら対応していきたいと考えますので、もし、何か
問題があれば議員にご相談ください。


