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市民からの
市民からの意見一覧
からの意見一覧

Q4 あなたは、
あなたは、市議会に
市議会に関心がありますか
関心がありますか？
がありますか？
*関心が
関心が（ある・ない）
ある・ない）それぞれの主
それぞれの主な理由は
理由は何ですか。
ですか。
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喜多方市民だから。 （５件）
自分達の、生活に関連があるから。 （１３件）
合併後、身近に感じられない。 （６件）
誰が議員になっても、何も変わらないから。 （３件）
生活が、少しでも良くなる様にしてもらいたい。 （４件）
情報をわかりやすくしてほしい。 （２件）
議会でやっていることが、全くわからない。 （３件）
転入して、日が長くないのであまりよく分りません。 （３件）
内容がよくわからない。（５件）
議員さんの要望、市の予算、現状。 （３件）
具体的に何をしているのかが、よくわからない。 （２件）
市議会での情報が伝わっていない。 （２件）
健全な運営がなされているか。
議員さんの活動状況がわからない。
質疑応答、その他見てみたい。
生活のしやすい市、住み良い地域であってほしいから。
町の情政が全然わからない。
新たな市の情報を知りたい。
市と町の行政を知りたい。
特に、機能していると思われないから。
何を話し合っているか、わからないから。
身近に感じるから。
活動内容。
情報が分かりにくい。
合併による各町村の平等性があるように思うこと。
町の情政が全然わからない。
今は日本・世界レベルの世情が重要。市議会に期待はない。
高齢者の為。
市議会の議員様と話した事がないから。
自分の住んでいる町のことを考えてくれているから。
市の発展を願い（議会で）みんなの力で繁栄してほしい。
政策がよくわからない。
無駄な事だけで、有用なことは何もできないままでいるから。
どのように議事が決まるのかを知りたい。
これから市の方向を決める大切なもの。質疑が馴れ合いになっている。
市議会がある事で、特に何かが変わっている感じがしない。
自分が住んでいる市の事で、税金がどのような使われ方をしているか、関心があります。
表面ではなく、市井のかたすみで生きている方々への心遣いが、どのようになされているか。
議員活動が目に入らない。議員数そのものが多い。
議会の決定により、地域行政内容が決定されるから。
知らない人ばかりだし、地元職員との接触もあまりないため。イデオロギーも欠如。
合併以降、議会に対する不満がある（震災以降特に）。市政のあり方、市民に対する市職員のあり方、
さまざまな事が議会で解決できていけるのかを見ていく。
市議会で活発な議論をし、その内容が市の反映になるのではと思います。
実際に議会に行ったことはないが、紙面ではなるべく読むようにしている。
今の政治に期待していないから。
どうせ、給料取りしかいないから。
議員になって三期務めると辞め、議員年金がもらえると去っている人がいるが、そんな議員では資格が
ないと思う。もっと、市民の事を考えて議員になってほしい。
合併後の市議会の状況。
自分達の仲間で、何でも聞かれるから。
市議で何を検討しているのか不明。
市民からの意見一覧 1
広報が十分でなく、どのような取組が行われているか分からないから。
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国政と変わらず、誰がやっても改善しない気がする。
議会の開催日時・場所がわからず、傍聴の仕方がわからない。
市民の目線で、市民のためになる発言があるか関心がある。
議員の政策提言能力や機能が低いように感じるため。
年をとって、あまり理解できない。
いつ出会っても、笑顔で答えてくれる。
議員の皆さんが、何を考えて行動しようとしているか知りたい。
私達の意見を聞いてくれる一番身近な人。
市議を、見ても聞いても変わらないから。
質問はするけど、実行がともなわない。
今まで住んでいた地域との、違いがあるかないか。
印刷物、インターネット、ラジオにしても主たる受動的メディアでない為、能動的に行動しなければなら
ない為。
自分の利だけを目的としている人達に、軽く利用されている。人倫の道を学んで、政治屋ではなく政治
家になれと言うこと。えこひいきなしで、自分の胸に手を当てて毎日反省しろ。
市議会へ、一人一人温かい目で守っています。
市民の意向にそぐわない。議員として職業化している。窓口にある、投書箱に入れても反映されない。
私達が選んだ議員さん達が、どれだけ活動しているか知りたいし、町の変化を感じたい。
合併により、市民に対して密着度が無くなった。
市政運営に、関係するから。
関心はあるが、顔もわからないし、広報で写真は知っていますが、自分から先にあいさつは、まだまだ
出来ない。議会の事が広報に出ているが、実行しているのか、していないのかわからない。市長の顔も
わかりません。
自分達の、身近な問題を検討する場であるから。
生活に反映されている事が、特にみえていない。議員さんとのかかわりの場を、持つ機会がない。
市会の質問を、少し見ております。
目に見えてこない。
市を良くするために、行っていることは何か確認する。
市民の事をどの程度、考えて会議を行っているか。
社会が不安定だから。
催し事が、市中心であることに不満。
一般質問。質疑（国民健康税）
子供がいる世帯に対して、どのような制度があるのか詳しく知りたい。
喜多方市が好きだから。
市民の為の、議会運営がなされているか。
市民の為に、結果を出せない。（当選すればやる気がないのか。）
普段あまり縁がないから。（地元でないので、活動がわからない。）
議会、議員と、市民との隔たりを感じています。
議員さんの顔が見れない。
自分の事で、精一杯である。
議会（議員）としての役割を、どれぐらい果たしているか注目している。
議会の内容、議論等の情報に関心がある。
議員さんまかせで、あまり関心がなかった。
議員の数が多過ぎる。議員の給料が多過ぎる。
喜多方市の今後が心配だから。どうにかしてほしいから。
市政そのものが、停滞しているので関心を持てない。
政治家は党に左右され、自分達の主張のみで、冷静な思考力や協力しあう姿がみられないから。サラ
リーマンのようにしか見えない。
市民の声が、反映されていないと感じるから。
議員提案の中身か？
喜多方市の発展を、考えている議員がいない。サラリーマン議員ばかり。
議会で話し合わなければ、色々な事が先に進まないから。
市中心に、何事も回っている様な気がする。町は、置き去りにされないか心配です。
市議会の皆様が、市民の為に本当に働いているかを見たい為。
日々の生活に追われ、市議会では何をしているのかなどよくわからない。（自分が努力しないのかも？）
毎日の介護と（主人の）農業で精一杯です。
市民からの意見一覧 2
議会の広報等。
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民意の反映と、行政のチェック機能が期待できるから。
喜多方市の発展の希望。
税金を、納めている一市民として、我々が選んだ議員であるから。
選挙時の代表に、一任している。
村の意見が反映されるかどうか？
市民の要望等を、反映してもらいたいから。
自分の選んだ議員さんが、それなりの意見を述べていると思う。
親戚の人が、議員になっているから。
ゴミの収集、通学路（歩道）の整備等が、少しずつでも進んでいると思う時。
市政の問題点、課題を把握するため。
何か目に見える大きな変化（成果）を感じないから。
議題にしている内容、問題になっている回答など。
現在、どのような質疑をされているのかなぁ。
今まで孫育てで忙しくて、それどころではなかったからです。
市民のための、議会運営を望むもの。
喜多方市を、どう伸ばすか関心有り。
市の方向性に、関心がある。
赤字財政からの改善など。
喜多方市に活気がない。
今、問題になっていることを知りたい。
これからの、若い人達（孫たち）の将来の生活、職場の不安。
市民参加型の議会とは思えない。
市民の為になっているかどうか。
喜多方市が、良い方向に行くようにとの思いから。
喜多方市の将来を考えるから。
市民の為に、話し合いをしていると実感できないから。
間近かに、議員さんがいるから。
知り合いが議員をしている。
市民の代表になってほしい。
市が、住みやすい方向に押し進めてほしいから、議員さんの仕事ぶりが気になります。しっかりしてほし
い。
福祉関係について。
地域の代表だから。
個人の意見が、どうなる物でも無いと思っているから？
交通機関の整備について、要望があるから。
政治そのものに関心がある為。
議会で、どんな話しをしているか分からない。結論から言えば、今の生活環境に変化を感じない。
高郷の議員が、どんな質問やどんな事をしているのか。
市議会員各自の、行動が目に映らない事。
市住民のため、住み良い町づくりになる様、関心がある。
良い面も、悪い面も、合併後の行方をどう進めるか。
議員の方の人格、能力、なれあいの選挙。
市民のために、一生懸命になってないので。
議員を信じている。
かつて、市議会にかかわった時期があるため。
政治は台所に直結するから。
選挙の時だけ、一生懸命のような気がします。その後も、頑張っているのでしょうが、誰が何をしている
かよくわかりません。
知っている議員、推した議員が議会でどの様に、活躍されているか直接見てみたい。
議員の活動・主張が解かる。
他の市町村よりも、住みやすい地域にしてほしいから。
職場の実態を聞いてくれるので。
各議員さんが、どんな活動をしているのか気になります。
自分達が選出した議員が、どのような議会を開催しているか関心はある。
市民の意向が、行政に反映されているかどうか、関心がある。
市民が、市議会に関心があるのは当然かと思いますが…。
市民からの意見一覧 3
地域住民の生活環境に大きく影響する。

Q5 あなたは
あなたは、
、合併前の
合併前の議会と
議会と合併後の
合併後の市議会がどう
市議会がどう変
がどう変わったと思
わったと思いますか？
いますか？
◎その他
その他の理由
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遠く感じるようになった。 （２件）
全く身近に感じられない。 （３件）
逆に悪くなった。 （２件）
地元の議員が減った。
ジレンマを感じる時が多い。
越してから、一年なのでよくわからない。
少し前向き傾向（市民に対しての広報活動）
細かく、もう少し解りたい。
喜多方中心部だけ、まえと同じ。他は合併後すたれてしまった。
個人的に、知り合いの方は話しやすいのですが。
変化はあるだろうし、見えないわけではないが、知ろうとしなければ気づかない。
市議会運営活動の意欲を感じる。
何がどう変わったか、具体的に会報に書け。
責任がないようにみえる。

Q6 あなたは、
あなたは、今の市議会をどのように
市議会をどのように評価
をどのように評価しますか
評価しますか？
しますか？
＊（１
＊（１）評価する
評価する（
する（２）ある程度評価
ある程度評価すると
程度評価すると答
すると答えた方
えた方のみ回答
のみ回答。
回答。主にどのような点
にどのような点を評価しますか
評価しますか。
しますか。
一般質問をする議員が、以前より多くなった。 （２件）
市議会だよりや、各会派の活動報告が良い。 （１０件）
各議員が活発に活動しているので。 （２件）
市を、良くしてもらいたいからです。 （２件）
以前のような、混乱（トラブル）が少なくなった。 （２件）
若い市議会議員が増え、若い人の市議会に対する興味も出てきたと思う。 （２件）
市民生活、これからの市政を思っていると評価する。 （２件）
見えてない部分もあるが、総括的には色々なイベント等を行っている様子が感じられる。
前より市議会議員の質が良くなった。提言、質問等は、なされている。
要望を聞いてくれて、直ぐに動いてもらったので、ある程度評価する。
議会報告内容が、解りやすくなった様な気がする。
合併により、各市町村の議員が結集したことにより、色々な考えが議論されるようになった。
議員構成のバランスが、まあまあ良い。
地区選出の議員さん、立派だから。
合併して、身近に感じる。
現在の市政に、満足しています。
合併になり町が淋しくなった。
合併されたことで緊張。
常の態度、又は会話等が評価できる。
緊急性のある事業は、なるべく早急に実施してほしい。
各議員、頑張っている様に見えるが、市としての反映が見えない。
各地域の代表とし、活動しているから。
若い議員の、議員としての資質に期待。
人数は減少したが、懸命に市民の個々を熱心に聞こうとしている。
身近な問題に、頑張ってくれるから。取り組み姿勢が良い。
市民の声を、聞いてくれる議員もいる。
よくわからないが、一生懸命取り組んでいると思いますので。
近くの議員さんがもう少し、話しの場を作ってください。
市民一人一人の、代表権を持つ所。
消費税増税に反対の請願が採択されたから。
率先して動く議員を、目の当たりにして感心した。
実行力のある人がいるから。
定数が削減され、５市町村それぞれ抱えている課題が、議論されるようになった。
市議会の公開性、分りやすさに取り組んでいる点。
湯川村では、村内の放射線を詳しく調べ、村内が年間に１ミリシーベルト以下になるよう、除染を実施
する。
36 行政のチェック機能として。
市民からの意見一覧 4
37 努力しているが、夢がない。
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＊（３
＊（３）あまり評価
あまり評価しない
評価しない（
しない（４）まったく評価
まったく評価しないと
評価しないと答
しないと答えたか方
えたか方のみ回答
のみ回答。
回答。主にどのような点
にどのような点を評価し
評価し
ませんか。
ませんか。
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議会の活動による、喜多方市の将来が見えない。 （５件）
何をしているのか、よくわからない。 （４件）
合併前と変わらないから。 (３件）
議員活動の具体的内容が伝わらない。考えが見えない。 （３件）
市民の視線、生活から遠くに感じる。 （２件）
各市議会等の活動が市全般に行き届いていない。 （４件）
評価して見るのがない。 （２件）
市の暮らしに、あまり反映されていない様に思えるから。 （２件）
物事がよく見えない。我々に伝わるのが遅い。
市の予算をまるのみ。経費を減らす策が全くない。
議員自身、保身に廻っている。
今までの慣例にこだわりすぎ。
活発ではない。
一般質問する市議の方がいつも同じ方。でも質問については、活発にされていると思う。議会だよりもそ
うだが、専門用語が多く理解するのに難しい。
もっと市民の声を、拾い上げるようなしくみが必要である。
旧市町村からの代表者のようで、合併後の方向性がよく見えない。
請願や陳情の仕方が判らないが、匿名性が守られているかわからない。
本当に庁舎を新しくするの？？
原子力被害を一般的な、風評被害などごまかしている。原因がわかっているのに（放射性物質）なぜ
正直に言わないのか。
今の世情の動向では、市議会に意味を見出せない。
役所に来たので、ちょっと議会を傍聴しようかという雰囲気作りが全くない。
高齢者は条件が悪い
報酬を、主たる生活費としてしまう議員が多すぎる為、守りと不活発。立候補する以上、月額１０万円
で良い。人員も地域割りとし数を減らし、議員はある程度の市政チェックと対外に努力すべき。海外視
察などという旅行はやめ、適度に原発等の視察をして必ずレポートを提出して、市民に伝わるように印
刷物で配布すればいいと思う。
下々の人達がどのような生活をしているか、ヘンピな所へ行ってよく見て来い。血の通った政治をしろ。
議員の考え方だけで、市民の声は反映されていない。
議会報告が形式的すぎる。
経過報告のみで、終わっていると思う。いつまでに、何をやるのかが見えていない。
給料取り議員が多く、何をしているのかわからない。
喜多方市を、いかに良くするかと言う議論が少なく、議員同士の足の引っ張り合いが目に付く。市議会
とは何をすべきところかを、よく考えて頂きたい。
市民に対し、何をしているのか。議員として自覚があるのか。
全体的に、議員の視野が狭い。
高い給料をもらって、結果が出ないから。
困りごとがあっても、相談にのってもらえない。
議員一人一人があまり提案力がない（弱い）。市の活動を、活性化できているよう、さらに努力してほし
い。
市議会だよりは読んでいるが、もっと身近な目に見える事をやってほしい。
生活向上について、活動した中味が判らない。
広報の紙面では、感じるものが少ない。
マンネリ。自分の地区のことばかり話題にしている。
各地区の声を聞いて欲しい。
いずれの問題においても、対応、行動がスローで何をしているのか見えない。
積極的に、企業誘致などしていない。
市民の声を反映してくれない。私欲にとらわれている。（会派に属することとか）
議員の不勉強。
無駄な事業（工事）、ばかりの様に感じるから。町中の道路工事は、いつ終わるの？
何を進めているか見えないし、原発対応にも話が聞こえない。
企業誘致の力なし。過疎化した学校周辺に、市営住宅を作り被災者受け入れすべき。喜多方市は、
受入れに対して無策で恥ずかしい。
市民からの意見一覧 5
議員を副業としている。

48 野田内閣の「社会保障と税の一体改革」に反対の・・・と、質問した？な議員がいたので。市民の目線
に合わせていない。
49 方向性がわからない。何を目指し進むかを、具体的にしていない。
50 合併前とあまり変わらず、何をしているのか分からない。田舎のわりに、議員が多すぎる。
51 市政に限らず、政治は議員と公務員の為に行われている。
52 以前より、住民意見が反映されていない。（少数意見を無視）
53 評価しないというより、身近な事に何も見えてない。
54 市議会員各自の、行動が目に映らない事。
55 市民の生活や、老人生活２人暮らしの見落とし。
56 旧喜多方町内工事等が、行っている他は工事はない。
57 要望に対して、現実化されないと思う。
58 市政に影響を与えていると思わないから。
59 旧市町村へのこだわりがめぐえない。
60 一部の議員の質。
61 市民の為でなく、議員自身のみである。
62 定数と人口比率、公共事業の計画に対する働きがけが足りない。市政の監視のなさが多い。
63 住民の為に、どの様な提案をしているのか。党派主義では？
64 行政も幼稚だか、それをチェックする議員も核心を突けない。
65 国会と同じように思えるから。

Q7 あなたは、
あなたは、市議会議員に
市議会議員に自分の
自分の意見や
意見や要望を
要望を伝えていますか？
えていますか？
＊Q7で伝えていると答
えていると答え、その他
その他の理由
1
2
3
4
5
6
7
8
9

公明党の方はよく聞いてくれる。
身近な議員は話しやすい。
各地区ごと、色々なことがあると見ています。
とりあえず言うが、期待はしていない。
市職員に、直接要望。
歳が近い方がいるので、言いやすい。
もっと、お会いしたいしたいのだが、時間がなく話す事が欲しい。
伝えているが、行動が鈍い。
一度聞いて頂いたが、結果が出ない。

＊Q7で伝えていないと答
えていないと答え、その他
その他の理由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

伝える手段がわからない。 （４件）
頼んだことがない。 （２件）
議員が身近な存在ではない。 （４件）
伝える機会がない。 （７件）
市のレベルのことは、考えられない。
市議会議員に会う時がないから。 （２件）
何を行っているか、全くわからない為。 （2件）
市職員に言った方が早いから。
知っている議員さんはいるが、話す機会がない。身近でない。
この春に引越したばかりで、何もわかっていません。
議員は当選して目標達成で、あとは適当だから。使ったものを、とることばかり。
要望がある場合、組長に通してと言われた。手段が非常に古代文明世界みたい。
選挙の時だけの公約、地域に密着がない。
市議とのつながりが、あまりないため。
全くありません。
聞いてもくれなきゃ、聞く耳もなし。
聞きに来い。
自分の票につながる所しか、動かないような気がする。
伝えても何にもならない。
匿名性が守られるかどうか、わからないから。
伝えても、予算がないとの答えの返答ばかりだから。
議員の資質に、疑問を感じるため。
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やるべき事をしないから。
区長に言った方が早い。

25 政治家なら価値ある話はできるが、政治屋に話しても無駄だから。
26 自分の意見より、議員本人の意見しか議会で話していないから。議会だよりは、ほんの一部しか載って
いない。
27 手段がわからない。伝えた所で、公務員様々の世の中、弱者の為に真剣に改革に挑むとは思えない。
28 平日の勤務が喜多方市以外の為。
29 なかなか話せる機会がない。役所へ電話しても「区長を通して下さい」との返事。各自の意見も聞いて
欲しいものだ。
30 人物がよくわからないから。
31 最初から、聞くだけで終わりだから。本気で取り組んでくれる人にはあえない。（一般的に言われてい
る。）
32 意見や要望を伝えて、それをどう判断し反映するのか。限られた予算の中で、すべての要望に応えら
れるはずもなく、難しい問題である。例えば、小学校の太陽発電の装置について、かかった費用と得ら
れた電力量はどうだったのか等。意見や要望を聞くことは、重要であるから、その後の判断については
疑問もある。
33 当市、市民として在籍期間が短く、良く当市の状況を知らない事と、現状に不満を感じていない。
34 伝える気がない。
35 そんな事が、出来る事を知らなかった。
36 地元（町内）に、議員さんがいないので、以前に行政区長さんへお願いをした事がある。（組長を通して
から）
37 市政に反映されるとは思わない。
38 今まで話していた方が、やめてしまわれて気軽に話せなくなった。
39 市議会議員との接点がない。選挙の時だけで、当選してしまえば知らないふりである。
40 変化しない、変わらない。
41 意見、要望が良くわからない為。
42 議員の意見が聞けない。
43 個人（ただの市民）の意見は、どうにもならないと思っているから。
44 今はまだ、その時ではないと考えているから。
45 市民のために、やる気のある議員がいないから。
46 以前、直接市役所に要望に行ったら、たらい回しにされました。最後にたどり着いたのは財務課でした。
その態度は接客と言うより、パソコンのキーボードを打ちながら、ただ、話しを聞いている状態でした。そ
の件に関する返答は、いただいておりません。
47 伝えても、効果が期待できないと思うから。
48 合併してから遠くなった。
49 聞くだけで、何もしてくれないような先入感があるから。見知らぬ市民や、若い市民の意見は聞き入れ
てくれなそう。
50 理解してくれる人がいない。
51 期待していないから。
52 伝える時間がない。
53 議員への信頼感がない。
54 仕事と家事で精一杯。伝えている時間がとれない。

Q10 ・どのようなことに興味
・どのようなことに興味をもって
興味をもって傍聴
をもって傍聴に
傍聴に来られましたか？
られましたか？
◎その他
その他の理由
1
2
3
4
5
6
7

小学校の時に見学で。 （２件）
通告制なので、ドラマの筋書を見ている様で興味がない。
婦人会行事。
合併前23回傍聴した。
高郷議会で傍聴した事あり。
議会でやっていることを知りたい。
市行政、及び議会のレベルを知ろうとしたため。

・そのときの印象
・そのときの印象はどうでしたか
印象はどうでしたか？
はどうでしたか？
◎その他
その他の理由
1
2
3
4
5

市長の話はわかりずらい。
時間つぶしの茶番劇だ。
傍聴者に、議会の流れがわかりにくい。
言葉が下品でがっかりした。
我が住む町の、身近な問題が１番気にかかる。
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Q12 市議会
市議会では
では、
では、議会報告会を
議会報告会を地区別に
地区別に開催したいと
開催したいと考
したいと考えています。
えています。
あなたは参加
あなたは参加したいと
参加したいと思
したいと思いますか。
いますか。
＊Q12で
12で思うと答
うと答え、その他
その他の理由
市長の考え方や、雰囲気が知りたい。
報告会こそ、休日か夜間の開催を要望。
老人なので時間と場所による。
地区ごと意見交換は、是非とも必要な気がするから。
役所でやるなら、普通の日でない日がいいと思う。
同一集落でも、少数意見なので困る。村八分に合う。
どのような、内容を話しているのかよく知りたいから。
地区によっても、抱える問題は多種多様なはず。小さな地区の声など、届かなかった今までがおかし
い。
9 地区議員だけでなく、他区の議員の当地区の意見が聞きたい。
1
2
3
4
5
6
7
8

＊Q12で
12で思わないと答
わないと答え、その他
その他の理由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

体調不良。 （４件）
高齢で、身体の都合で参加出来ないから。 （５件）
８０才過ぎて、一人暮らしの身で、車もなくて出席は無理です。 （２件）
経費、時間の無駄使いです。
高齢なので。運転も出来ないため。
今迄の様に議会等で良い。
ラジオで聞いているから。
反映されないので、聞く意味がない。個別の懇談会等のほうが有意義。
図や絵を使用し分かりやすくするとか、ＴＶの番組的なエンターティナー的にするとか、見せる聞かせる
努力や演出がない。能力不足。
物事を形式的に報告し、それで｢良」とする空気がある。
市民の声が反映されていない、結果報告を聞きたいとは思いません。順序が逆なのでは？
なぜ地区別にするのか、理由がわからない。合併しなければ良かったのか。
好ましくない議員がいるので、顔を見たくない。
年齢と時間。
やる意味がない。何もかわらない。
予算（経費）がどのくらいかかるか？そのとの兼合い。
車がいるので、参加できない。
参加者が少ない。
難しいことには、今は関心がないから。働くことでいっぱい。
反映されないので、聞く意味がない。個別の懇談会等のほうが有意義。
平日以外なら可能。
ＨＰなどで、公開すればよい。
回答などで、検討する事で終わってしまう為。
話したい事はあるが、聞くだけで何もしてくれないのがわかっているから、参加しても無駄だと思うから。
無駄な時間を使わないで、世の中をもっと見てほしい。特に不公平な、生活保護、介護など。
開催した所で、何か得られるのですか？
年齢的な制約から。
パフォーマンスの場に利用され、仕事をしている様、既成事実とされそうだから。
近所同士で、対立する様な関係を作りたくない。

Q13 あなたは、
あなたは、市議会だより
市議会だより（
だより（年４回発行）
回発行）を読んでいますか？
んでいますか？
*Q13で
13で読んでいないと答
んでいないと答え、その他
その他の理由
1 発行されている事を知らない。 （３件）
2 時間的余裕がない。 （２件）
3 目があまりよく見えない。 （２件）
4 関心がない。 （４件）
5 読んだり読まなかったり。 （２件）
6 理解できないので、読んでいない。
7 歳なので読まない。
8 読むべき…反省。
9 読みづらい。
10 時代は変わっているのにマンネリで、伝えたいという意思を感じない。
11 民意の反映がない。作り物の記事だろうから。
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Q14

あなたは、
あなたは、市議会だより
市議会だより以外
だより以外での
以外での議会
での議会に
議会に関する情報収集
する情報収集をしていますか
情報収集をしていますか？
をしていますか？

＊Q14で
14で情報を
情報を得ていると答
ていると答え、その他
その他の理由
1 ＦＭ放送 （２件）
2 議員との会話。
3 お茶のみ。
4 新聞、広報きたかた。
5 ホームページ、ブログなどの利用は年寄りは利用できない。議員自身も自分で入力しているか分からな

Q15

あなたは、
あなたは、ラジオ「ＦＭ
ラジオ「ＦＭきたかた
「ＦＭきたかた（
きたかた（78.
78.2ＭＨｚ）」で
ＭＨｚ）」で一般質問など
一般質問など議会
など議会の
議会の様子を
様子を
放送していることをご
放送していることをご存知
していることをご存知ですか
存知ですか？
ですか？
＊聞かないと答
かないと答えた方
えた方のみ回答
のみ回答。
。
理由はなんですか
理由
はなんですか。
回答
はなんですか。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

関心がない。 （８件）
ラジオを持っていない。 （３件）
放送日、時間を知らないため。 （２件）
仕事中だから。 （６件）
ラジオを聞かない。 （５件）
聞いている暇がない。 （５件）
忙しくて聞けない。声だけでは状況が不明。 （２件）
緊急に確認したい問題がない。
テレビの扱い方がわからない。
聞く必要を感じない。ダイジェストでよい。コストは高いが、能動的にＴＶで短的に、提起と結果を文章で
放送すべき。言葉や動画は時間がかかり過ぎる。
塩川町に移住した際に、ＦＭ局に聞いたら「東西方向の指向性アンテナで送信」との事を聞いたが、そ
の後改良されたか解らないので。指向性アンテナを上架しないとダメだから。
聞けない状態だから。（仕事中は聞けないし、ラジオは主に通勤時しか聞いてないので、放送時間が合
わない。若松・福島では受信できないから。）
単に聞いていない。
たまたま車のラジオをつけていたら、議会をやっていたが特別に聞かない。
受信状態が悪い。
耳が聞こえないから。
自宅、職場でも聞く環境でない。
勤務先が、放送エリア圏外である。
声を聞くのも嫌な議員がいるから。

※ 聞いて感
いて感じたことがあればご記入
じたことがあればご記入ください
記入ください。
ください。
1 市議会が、どこでやっていて何をしているのかすらさえ知らない。興味はあったとしても、情報量が少な
すぎて関心が得られない。
2 質問者の自己紹介はいらない。早く本題に入ってほしい。
3 同じ事ばかり言って、人のあらさがしをしている場面が多く感じられる。前に進むことを議論したら良いと
思う。
4 マイクの感度のせいか、話している人の発音のせいか、聞きにくいことが度々あります。内容がつまらな
い。子供議会の方が内容が濃い。
5 表面だけいいことを言っていて、実際は分からない。上辺だけの話としか感じない。市民を見ていない
感じ。
6 車に乗っていて、ＦＭきたかたで議会の放送をやっていると、ずっと最後まで聞いてしまうことが多いで
す。これからも続けて頂きたいです。
7 問→答、即決なくマンネリ。パターン化している。もっと、身近な、目の前のことが話題（議案）でも良いと
思う。
8 第何条、何項目の規定により等と言われても、一般の方は知らないと思うし、説明していると議会が長く
なってしまう。何かわかりやすい方法はないか？
9 市民が、市内で勤務に就いているのは一部だけである。ＦＭ放送による費用は、無駄と考える。
10 話の仕方が、大変あかぬけしてきたと思います。
11 市長の答えが意味不明。
12 質問の質が下がった。街、地域をどうするのか。夢のある質問が無い。一問一答で、市民の意見が取り
上げられるのか？議員がもっと汗をかくべきです。
13 紙面上では、わからない議会の様子を感じる事ができて、良いと思う。
14 もっと活発的に、意見の交換があっても良いのではないかと思う。
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Q17

あなたは、
あなたは、どのような市議会
どのような市議会の
市議会の改革が
改革が必要だと
必要だと思
だと思いますか？
いますか？

◎その他
その他の理由。
理由。
1 よく分らない。 （３件）
2 年をとって、まったく理解力がなくなりわからない。
3 何をやっても全部無駄です。
4 成果を形にする。目に見えるようにする。
5 別に改革が、必要ではない。
6 議会がどのような事を、やっているかわからないからチェックをつけられない。
7 議員削減１５名位。
8 関心がない。
9 議員個人の能力Up、少数精鋭で高度な知識を持つ人間で構成されるべし。

Q18 議会に
議会に対する意見
する意見や
意見や要望がございましたらご
要望がございましたらご記入
がございましたらご記入ください
記入ください。
ください。
1 合併前のように、各自町民の意見を聞いて議会に反映させてほしい。
2 これからの色々な面で、素晴らしい議員さん達で、ますます喜多方がよい町でありますようにしてほしい
と思います。
3 議員の質の低下。
4 議員数を減らして欲しい。
5 市議会議員のレベルの低下で、市職員は大変だと思う。頑張って下さい。
6 市民の代表なので、もっとしっかりと市のために動いてもらいたいです。議員の定数を、少なくしてはと思
います。議員を副業の様に思っている様に思います。
7 お金がもったいないから、議会だよりを白黒にする。議員の報酬は、当然日当制にする。現在の喜多方
市民の生活をよく見る。
8 市長のオープンな姿を生で拝見したい。身近な所にきてほしい。議会だよりよりも現実に暇を見て１人１
人に足を運んで生で話をすることが必要。また、家族が多いと伝わらないことが多いのでチラシよりも生
で運んだ方が伝わり方が早いと思います。
9 一般質問では、もっと質問内容を掘り下げた実質的ま内容であってほしい。各自が質問が単純である。
10 市議は必要ない。やるならボランティアで。その分市民税を安くしてほしい。無駄に市民税を使わない
でほしい。農家、商店を見てください。個人がまともに、ご飯が食べられないではないか。
11 議員は二束わらじをはかないで議員に専業する事。
12 市議会が市民生活に密接に関係していない気がする。
13 何をどういう感じで運営しているのかを、分かりやすく市民に伝えられたら良いのかもしれない。正直ア
ンケートが来なければ全く無知なままで終わってしまいそう。若者も参加できるアイデアがあれば、若者
も参加でき意見交換ができる場ができると思う。
14 議員の削減３分の２で充分です。
15 要望ではありませんが、底辺の一市民の声などは、届かないと思っていた為、あまり議会に対して関心
がなく、このアンケートも参考にならないとは思いますが、返信致します。
16 合併しない方が良かったとよく耳にします。合併して良かったと思えるような喜多方市にして下さい。議
員さんや議会に期待しています。
17 議員の報酬は日当制にしたらどうか？
18 現在は、年寄り社会でもあるし、インターネット、ホームページでの発言も一つの方法ではあるが、もっと
年合的に発言する方法を考えてもらいたい。町内各地で、今現在の市政の状況や、それぞれの議員
の意見考え方を説明してもらいたい。
19 もう少し文化の改革を。議員が多すぎる。給料が他市町村と比べると高い。
20 より透明性の高い市議会になるよう努力をお願いしたい。
21 御殿場公園と桜並木の桜の手入れ、保存を前から願っていました。これからも、大事にしていきたいの
ですが、一人では何も出来ずにいます。力を貸してください。
22 大きい目でみてほしい。
23 あまりにも、横文字の言葉が多すぎる。年をとった人はどういう意味かわからない人も多いと思います。
この災害での風評被害、その他の情報発信が遅い。市の運営全般をスムーズに運んでほしいです。
24 アンケートをとって、この意見を反映したとかを市議会だよりにのせてほしい。統計をとっただけでは、経
費負け。このアンケートはどんなメリットがあったのか。
25 市長が代わったら、市職員のサービス低下。対応が悪くあまりにも前市長との格差がありすぎる。議員
の方々も、市民からこのような問題は聞いているはずだ。市民の目線に立って、このような問題を解決
してほしい。
26 議員の方は、もっと地域に足を運んでほしい。
27 政治はうそのかたまりだ。
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28 喜多方の将来を見据えた検討をお願いいたします。若者が定着し安心して生活できる喜多方市をお
願いします。
29 合併以降、市議会議員の顔すら分からない人が多数で、議会を語るまでの情報と興味も持ちあわせ
ていない。
30 市議と市民との学習会をしてほしい。市議１人１人のレベルアップも必要かと思いますが、市民１人１人
に喜多方市が何をし、何をすべきか考える時間を設けることも大切に思う。
31 議会だよりを丹念に読むようにして居ますが、時折当事者にしかわからない？表現がある様に思えま
す。
32 一問一答方式を取り、理事者と同等の立場で質問すべきです。
33 地域あっての議員、報酬に見合った活動を望む。高齢化が進んでいるので、年金で入れて安心して居
られる施設を望む。市の公共施設（特に公園等）職員が進んで奉仕作業をすること。地域ボランティア
等当てにしないこと。
34 ①議員数は、市町村（合併前）の人口による比率で、運営した方が良い。②報酬は日当制、政務調査
費は必要なし。議員は、一般企業に置き換えて、色々な事を考えてほしい。③市職員の報酬も、一般
企業とは違った優遇例が数多くあるが、市政だよりの収支の中に報酬の詳しい内容（内訳）を書いてほ
しい。
35 市民により、身近な議会にしてほしい。
36 選出議員が、旧出身市町村の代表者のような行動は、利権がらみの市政になりがちであり、そのような
議員は辞めるべき。今後の、合併した喜多方市をどうするのかを十分に議論し、より良い新しい喜多方
市を作ってほしい。合併したのだから、何の権限もない各支所は簡素化し、市役所に一括して行政を
行うべき。そうすれば、利権がらみも少なくなる。市職員の仕事に不満を感じる。窓口業務に、多くの人
員はいらない。もっと、効率的にできる改革を望む。無能な役職者を排除してほしい。
37 原発事故の事もあるかと思いますが、どんどん暗い街になって行くような気がします。高齢者の人が多
い中、それなりの老いた人達のことを、お金の事ではなく精神面で考えて欲しい。
38 議員との意見交換を強化（政策等）が必要。
39 日々ご苦労様です。喜多方市政発展のため、これからも何卒よろしくお願いします。議員の皆様には、
目先のことだけでなく大局的な立場からの、政策提言や行動を強く希望します。議員の定数は、もう少
し減らして欲しいと思います。議員の資質について、疑問を感じる議員がいることは、誠に残念に思う。
40 喜多方市が合併して広くなりすぎた感じがする。居住地域以外の議員さんの動きがあまり感じられな
い。もっと身近な活動や報告等をすべき。議員が職業（仕事）になっている様では、活気ある喜多方市
は遠いと思う。ボランティア精神で活力のある議員さんが、増える事を望みます。議会事務局の皆様、
ご苦労様です。
41 議会運営は、皆さん頑張っているのでしょう。しかし、私達の生活やまわりの状況は決して良くありませ
ん。子供達の将来も含め、これから目指す喜多方像をもっと示して議論してほしい。このままでは、衰
退してしまいそうで不安です。
42 市議会の方々も、市長も、喜多方をもっと明るくしたい心は知っていますが、若松市に負けないように、
困っている方々の為に会社の一つでも作って、市民を喜ばせて下さい。
43 今回のアンケートの件ですが、年齢も考えて出してください。議員さんも、部落を細かく見て歩くべきで
す。
44 議員が、地域の方々との意見交換会をすること。あまりにも、身近ではない。
45 今まで選挙により議員を選ばせていただいておりましたが、すべておまかせでした。市議会の傍聴もした
事が、ありません。喜多方市民として、それではいけないと思いました。市民の為に頑張っておられる、
議員さんたちのお姿や、考え方にもっと耳を傾けるべきだと反省しながら、今後は傍聴もさせていただき
たいと思います。
46 議員足る者、出身地だけじゃない、喜多方市の議員である。方部を廻り地域住民の要望を聞き、でき
る限り予算計上し実行する事を願うものである。
47 議員の情報収集や分析、対策などの能力が不足している。各員の問題提起、分析、対策などのコンテ
ストを開き、市民の投票により方法をみたいな、昨今の教員の様に、ゲーム感覚やバラエティ感覚で表
現したり、伝えていく必要を感じる。（インターネット投票や、ランク付け等も）
48 選挙の時だけでなく、恩と人情、恕の心を忘れずに、利ばかり考えてないで「義」をもって政治を司って
やれ。古事来歴を勉強して偉人、賢人を鑑とし常に人のため、市民のため、子供達のため、何事も「ら
しく」が大事だ。議員は議員らしくやれと言うことだ。「偽員」では、市民が泣くだけだ。
49 喜多方市となってからは、あまり議会の活動がよくわからなくなった気がする。本気で市民の為に、活動
して頂きたい。
50 合併してから、２～３人位しか顔がわかりませんが、市民の声を聞くというのは難しいですか。
51 議員全てが、真剣に働いているのか？わからない。
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52 日当制に改めよ。

53 旧喜多方市よりの政治になっている事が、市民として心配であり残念です。旧喜多方市選出の議員が
多いためだと思いますが、市内全域を見通した政治をやって頂きたいです。
54 ①議会改革工程表→施設整備の中でのタイマーの設置とあるが何のため？開始終了のために使用す
るのか？②改革は必要だと思うが、見える化を進める上で、事務局等に負担が集中しないような配慮
が必要だと思う。頑張ってください。
55 上っ面の議論でなく、じっくり腰をすえた、五十年、百年先を見通した議論をして欲しい。議員は、昭和
２９年からの市政史をよく勉強して、今の市政運営に役立てて欲しい。
56 議会に、出席しない議員もいると言う話を聞いたことがありますが、報酬を出席している議員と、同額の
報酬というのはどうかなと。
57 市議会には非常に興味があり、議会を傍聴してみたいと思っていますが、仕事の都合上、傍聴する機
会がありません。なので、インターネットでの中継を含め、過去の本会議の様子をアップして頂ければ議
場に行かなくても自宅でも見れるので、ぜひ実現して頂けるととても嬉しいです。よろしくお願いします。
58 議員の方は、時間があれば各家庭訪問し、市民の話を聴いてほしい。（ある議員さんは、家に訪問した
時、家の近くに外灯があればいいと話したら、外灯をつけて下さいました。感謝しております。子供たちも
安全に登校しています。）議員の方が、何をしているのかがよくわからない。
59 議員の方、関係者の方ご苦労様です。なかなか、目立たない仕事で大変でしょうが、何かあれば対応
し相談にのって頂いているので、安心です。これからも、地道な仕事ですが、よろしくお願いします。
60 合併になって、すべて遠くなった。良いと思われない。
61 本音を話し合える場があり、身近なことを何でも話せるような、受け入れられる雰囲気がほしい。
62 選挙の時だけ訪問するのではなく、常日頃、時間を作ってほしい。地区ごとや各戸訪問によって、今後
するべき事や不満を聞き、それらを率先する。必要政策となるのではと思います。
63 市議会議員の方々の顔も、名前も仕事の内容も良く知らないので、各自もっと表に出して活動してほし
い。党派にこだわらず、市政を重視し議論し、議決し、実行する。市民に見える、市民をも巻き込む事
が出来る、議会運営であってほしいと思いました。
64 議員さんが家庭訪問して下さったり、家庭の困ったことなど心配して下さり、電話頂いたりして大変感謝
しております。僻地は、平日はバスがありますので、年を重ね一人暮らしで通院や買い物はバスなの
で、とても有難いです。バスの運行は続けて下さい。タクシーは料金が高くて無理です。午前、午後と少
なくてもいいですから、老人を忘れないで下さい。議員の皆様、無理をされないで丈夫な体で、市の発
展のために宜しくおねがいします。
65 議員でなくとも、各自の意見が言える場を増やして欲しい。各政党にとらわれる議員に話すより、市職
員の方々と話し合う場所・機会を増やして欲しい。テーマを決めて、２ヶ月、３ヶ月に１回程話し合いま
せんか？議員さんはいやだ。
66 議員定数の削減（１０名程度がよい）。報酬削減、政務調査費の支給廃止。
67 議員の報酬を、サラリーマン位まで下げたら、議員は生活していけるのか？市民は苦しんで生活してい
ることを、わかっているのか。会津の賃金は安すぎだ。
68 当選時の公約を忘れないで、総括を表にあらわして、それを議会ホームページで、公表してもらいた
い。（全員の）
69 市民１人１人が、不安を感じなくなる社会作りや、安定感をもたらす老後の生活の意見を聴き入れ、市
から県、県から国へ言いたい事ははっきり言ってほしい。
70 開かれた議会はもちろんですが、私の知り合いは議会には興味がないと言われてしまいました。なぜ興
味をもてないのかと、考えてしまいます。主婦であることから、市議会が遠い存在であるのかと思ってし
まいました。
71 もっと、市を活性化させて下さい。無駄なことにお金をかけるなら、職を増やすなど、困っている人達
（生活難、仕事難、不妊治療など）に活用するなどの支援等をした方がいいと思います。同じ場所を毎
年工事したり、このアンケート調査にお金をかけるなら、違う方に使って下さい。
72 今までと同じでは全くダメ。時代が変化しているのに、議員は変化していない。もっと、本気になって取り
組むべきだ。市民の声を一軒一軒回って聞いていくべき。選挙の時だけか？
73 喜多方市は、経済力、学力等多くの面で、全国と比べて劣っているようです。昨年発生した原発災害
では、市幹部の危機管理能力のないのには驚きました。市議会も、同様に感じられました。行政とは、
議会とは…もう一度原点に立ち返って、市民に熱い心で語りかけ、活力のある喜多方市をめざしてほし
い。
74 市民に開かれた議会で、身近に感じる。喜多方市の発展の為に、働いてください。
75 若者にでも伝わりやすい様に、もう少し活動して下さるとありがたいです。
76 市役所内の警備員、いらないと思う。
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77 期待しても無駄だったので、何も期待していません。議員、公務員とも、ただ時間を潰しているだけで、
高い給料をもらっている。一般市民の平均年収はしっていますよね。もっとまじめにやるか、人を減らし
給料を下げるべき。橋本大阪市長のようにやれませんか。
78 議員としての資質、政治家としての勉強をするべきだと考える。少なくとも、市民としての代表として、一
市民よりこれなら、得意とする（例えば農業は得意とか、経済は得意、社会保障福祉については得意
…とか）ものを身につけてる議員、オールマイティーではなくても、市民として議員を見る側から云っても
違うと考えられる。
79 日常的に、議員の活動を、もっと積極的に取り組んでほしい。
80 本気で市議会の改革が必要と思うなら、３つまでの回答はおかしい。質問１７に関しては、全部やったら
良いと思う。２４年３月末で、高速道路無料廃止に対して、東北六県+新潟も入れて、市議会議員全
員で、もう一年延長の陳情をしてほしかった。たとえ駄目でも、東北の議員さんは、復興に一生懸命な
のだと全国の皆さんに見せてほしかった。それこそ、東北の議員さんとの絆も深まると思います。今後に
必ず役に立つと思う。今からでも遅くはない。東北が活気づき復興が早まると思います。頑張って、喜
多方の市議会議員さん達。
81 選挙の時だけで、普段何をやっているか分からない議員がほとんどなので、議員定数を減らし、重要議
案は住民投票を実施してほしい。喜多方市は、周辺自治体と比べても、全てにおいて対応が遅く悪い
と感じます。スピーディーな議会運営及び決定を行ってほしい。
82 議会に対する件ではないが、観光客の勧誘の件でラーメン店の対応のしかたの悪い面等を、議員さん
も町中ラーメン店を見た方がよいのではないか。というのは、当市は特にラーメンで観光客がきているの
に、各店対応が非常に悪い。その辺を、指導して欲しい。各店に、常識の最小限の気配りの見本帳み
たいなものを作成し、配ってはどうかと思う。又、会津には若松と当市しかないので、若松を興す位の知
恵を出すべきではないかと思う。
83 議員の人も、雪の市内など良く見て歩いて下さい。雪のある橋の歩道など、すべって歩けない様な橋
が、何ヶ所もあるように思います。
84 議員の報酬も日当制にしてください。
85 以前（合併前）のように、身近に感じられる議会を希望します。
86 議員の方々、ご苦労様です。色々ありすぎて書けませんが、その中の１つは国でも問題の少子化です。
87 評価はできないが、民間人の、身を切られる様な企業意識がない。議員報酬の他に、政務調査費とい
う名目の金銭があるようですが、これは廃止すべきであります。身銭を切って議員の職責を全うしてもら
いたい。
88 学力向上に向けて、議会の活発な活動を期待しています。特に、学校図書の更新と充実を、行って頂
きたい。
89 あらゆる事に関して、改革が必要だと思う。議員の方は、自分のことばかりで。身体を張って、市民のた
めに働いて下さい。選挙の時ばかり頭を下げて、上がってしまえば自分の損得ばかり。
90 傍聴指向の者ですが、議題と質問者（議員）の内容は、広報のどこで確認すれば良いのでしょうか。
91 議事録を、閲覧できるＨＰ等があると良いと思う。乳幼児を受入れる施設の充実をはかってもらいたい。
どの保育所も、受入れが出来ないと言うのはどうかと思う。
92 今年は全国的に、節電の時代。当市山都町の、鉄道鉄橋のライトアップ等は、今年は自粛した方がよ
いのではなかろうか。
93 無駄な経費使いすぎ。（アンケート調査）
94 広い視野で、喜多方市全体について、考えていきましょう。自分の地区の議案で、点をかせぐのはやめ
ましょう。
95 更なる民意の反映と、効率的な議会運営を要望します。
96 市民の方が、何を考え何を望んでいるのか、市民の目線で考える必要があると思われます。市民との
対話集会など、各行政区を回って、情報の収集に努めて、市に反映させていただきたい。
97 市当局に対し、チェック機能を高めて頂きたい。
98 もっと、行政の無駄や間違いなど質してほしい。
99 何年か前にも要望した事がありますが、旧熊倉街道の件、信号機がない為か、通勤通学時間帯には
車ラッシュで大変です。特に冬期間には、側溝に車輪が脱輪し、何回か引上げに手伝いました。荒川
産業のＫＫの駐車場に、赤白のＵ字形を、一ヶ所取り付けて頂きました。特にオートセンター前と、橋の
付近が狭く危険です。庁舎新築とか事業等で、財源的に大変だと存じますが、考えて頂きたいと思いま
す。市議会第９号、わかりやすく勉強になりました。
100 このような意見調査が行われたことに、大いに効果はあると思う。
101 現在のままで良いです。議員を若い人で。もっと人口を増やす事が、出来ないでしょうか。
102 今まで忙しくて関心を持つひまがなかったので、これから少しづつ、広報等を見たりしていきたいと思い
ます。
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103 報酬にみあった、仕事をしてほしい。

104 議員数が多い。
105 傍聴、請願、陳情、広報、情報をもっとアピールし、市民の声としてご意見又アンケート願えば関心がえ
るのでは。
106 議員に対し、オールマイティーな能力を期待するわけではありませんが、ひとつの問題点について考え
るにしても、一方的な考え方に立ってものを言うのではなく、他面的な思考により、それが市民のためで
あることを確信した上での発言（提言等）、行動を望みます。地区別の報告会の件ですが、質疑応答の
機会となるならば、市民参加型がいい。現状よりは、一歩前進したものにはなると思う。
107 ①合併後、少しでも明るい住み良い町づくりと願っている。でも職員は、地元よりも大勢に勤務され、知
らないと言えども頭を下げない、挨拶がない。１番の基本だと思うのです。②保育士の人事異動を、必
ず考えて欲しい。新しい空気づくりが必要である。（特に１年だけの所長は辞めて欲しい。）以上ですが、
これは市長に対する意見ですよね。すみませんでした。
108 議員１人１人が、知識を持っているのはわかりますが、もっと判りやすい言葉や文章で説明、回答してほ
しい。
109 このアンケートが、何の役に立つのか教えてほしいです。これも税金ですよね？
110 新生喜多方の均衡ある発展のため、特性を活力した産業等の育成と立地推進、所得水準の向上。そ
のためには、中核都市郡山市との、連携強化も必要だと思います。
111 一般市民が望んでいることを、議会で検討しているのが見えない（聞こえない）。議会で決まったこと
の、実施行動が具体的に行われているか、先延ばしされてないか等。
112 父が党員だったので、父の死後自分も…と考えたのですが、今の私にとっては仕事と主婦業をこなす
事で精一杯です。ある程度年をとり、余裕が出てきた時、もっと関心を持ちたいと思います。
113 駅前の道路を広げても、観光はほとんど市役所前に行くのだから、市役所前の道路を広げればいいの
に、なんで駅前なのか疑問です。もっと、税金を有効に使って下さい。
114 若松、坂下、猪苗代…どこも活気と繁栄、成長を感じる。なぜ喜多方だけ、恥ずかしくも、とり残されて
いるのか。議員のレベルが低いからだ。政策に、センスがないからだ。市民のことより、自分の生き残りを
考えているからだ。
115 選挙の時だけの議員であって欲しくない。
116 庁舎内の議員活動のみでなく、政策提言を可能にする市民の声を聞く活動が必要。
現在私は、孫の学校への送迎をしていますが、父兄間、子供達の間が、前に住んでいた所より、はるか
117 にアットホームな感じがして、良い環境と思っています。１点だけ要望があります。冬期間の通学路の整
備と、歩道のない箇所の設置をお願いいたします。
118 アンケート調査を行うのは、良いことだと思う。
119 議会の中での、議員の役割（主に議会中の発言）を果してほしい。議員は、市民の代表だと言う事を認
識して、市民の為の議会にしてほしい。
120 政策提言を、活発にしてほしい。
121 議会として、福島県の現状をよくみて頂きたい（原子力などの影響）。国への提言を、どんどん言ってほ
しい。
122 議員の皆様、この不安定な世の中、喜多方市民の為に頑張って下さい。期待しております。期待に添
えないアンケートで、申し訳ありません。
123 市全体の事を、考えて頂きたい。高郷町など忘れているようです。ただ、旧喜多方市ばかりでは困りま
す。議員が、もっと頑張ってもらいたい。
124 もっとこまめに、地区の困っている事や問題になっている事、住民が生活しやすい環境とは…？など、
議員１人１人が情報収集するべきだと思う。意見を受け付ける姿勢（受身）では、何にも変わらない。こ
のアンケートも文章を読んでいると、受身でいるんだなと感じた。何も変わらないなら、お金を使って議
会を開く必要はないので、もっと内容のある、結果が出せる話し合いをしてほしい。
125 議員に対して一言。当選するまでは、とても礼儀良いのですが、当選すると人が変わった様に、「かた」
で挨拶、「あご」で挨拶、とても話しをする人でない様で、悲しいです。
126 喜多方の基幹産業は、観光ではなく農業だと思います。６次産業化ではなく、直売所の整備等を考え
るべきだと思います。
127 議員が市民の話を聞いて、要望を実現してほしいと思います。
128 喜多方市に合併される前は、自分達の身近に議会が感じられ関心もありましたが、合併後はあんまり
関心がなくなりました。１年の内に何回か、各地域のセンターでも行ったらどうでしょうか。
活動が、見える議員さんであって下さい。若者が、希望を持って地元に残り、生活出来る様にしてほし
129 い。高齢者も大切ですが、もっと子供の事も考えてほしいです。（予防接種の補助等）
130 議員数を、減らせばいいと思います。
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131 老人多忙過ぎます。
市議会にもっと関心を持っていきたい。専門用語の説明がほしい。
132

133 記録としての議会動画は良し。時間が問題となるが。重ねて、メールマガジンという方法をとり、「２分で
わかる今日の議会」のような、内容であればなお良し。そこに、雇用が生まれるならば言うことなしだが、
低コストで抑えるとなると、議論の余地があると考える。以上の点について、議会で考えてみてほしい。
134 議員の数や経費（視察、手当）を、改善していただきたい。喜多方の財政は裕福ではないので。議会の
時に、本庁舎の駐車場を議員優先に囲ってあるのを改善してほしい。市民が駐車場を使えないので困
る。
135 消費税増税反対を、国へ意見書が送られた事、喜多方市議会はよくやっていただいているのだと思い
ます。しかし、なぜ今、新庁舎建設が必要なのでしょうか。もっと優先して、やらなければならないこ
と・・・線量測定調査と除染を、急ぐべきなのではないでしょうか。セミオンの撤退や、震災の影響も考慮
し、今必要なことは安心して住める環境作りをしていただくことです。新庁舎は私たち市民（庶民）の生
活を、豊かにしてくれるものだとは思えません。もっと、税金を有効に使って下さい。私たちは生活をきり
つめ、これ以上負担を強いられても困ります。
136 そもそも論として、誰の為に政治を行うのか考えてほしい。
137 原発事故に対する、身近な問題を真剣に取り組んでもらいたい（健康、集落の除染）。線量計の高い
地域への、手厚い対応。
138 合併以前より、住民意見が反映されていない市議会では、議員数、報酬を減額して欲しい。市職員に
ついても、同様である。市の予算執行についても、安価等を優先することなく、市内業者を優先して執
行するよう、創意工夫して欲しい。
139 市民の声を聞く為、もっと汗をかく事。幅広く市民の考えを、反映させるには懇談会を開くとあるが、市
民が何人集まると思っているのか。ますます遠くなっていく様に思う。
140 議会とは関係ないが、議員という名をつかい横暴な態度をとる議員がいるので、腹が立つ。こちらは有
権者である事を忘れずに、毎日が選挙だと思って生活してほしい。また、市の臨時職員は低賃金で大
変な職務を、担っている事があるにもかかわらず、正職員は公務という事を忘れている人がいる。市職
員の内情を、毎日見ている臨時職員の意見を聞いてほしい。
141 ２００８年７月、当時喜多方市議の大堀典男さん（５５歳）は、８月に同漕艇場で開かれるボート大会に
出場するため、トレーニングルームで運動中、突然倒れた。病院にて死亡が確認された。市の組織す
る実行委員会主催の大会の、市側の安全管理が不十分だった。市側の謝罪と、早い和解が、大堀典
男さんの供養の一つだと思います。吉報をお待ちしております。
142 知っている議員さんに意見を申し上げても、広域（西と東）になったので、それまで意を伸ばせるか心配
です。市発展のため、頑張って下さい。
143 住民の声を聞く等し、身近な事など一般の私等はむずかしい事なので、もっと関心をもちたいと思いま
す。
144 合併して良かったと言える様な、市議会にしてもらいたい。良いものが何もない、合併前の方が良かっ
た。
145 ①能力のない方が、なれあいや議員年金を目的。②各地区の人々の生活を良く見てほしい。③母子
手当てや、生活保護の不正受給。④市営住宅のあり方、山都の松ヶ丘住宅住民、旧喜多方市内にあ
る住宅の一ヶ所でも、母子・父子家庭専用にして、松ヶ丘住宅を有効にして、家賃収入を多くしてほし
い。⑤年に一度。実力アンケートなどしてもらって、公正してほしいです。
146 常に市民の、生活福祉向上のため、ご尽力していただきますようお願いいたします。
147 市民の事を考えて、今何をすべきかきちんと話し合って、もっと市民に伝えてほしい。選挙の時ばかり一
生懸命になって、当選したら知らないふりは、しないでほしい。
148 今現在、放射能問題について、市民全体が一番関心があり、不安を感じているのも事実であると思う。
それらを踏まえて、将来的により安心して生活して行くことができるよう、県や国にも積極的に働きかけ
をして欲しいと思う。市民のささいな声を、もっと聞いて反映させて欲しいと思う。重要だと思う。
149 何時どの様な形で行われているのか、全然わからない。
150 議会改革の主旨・内容（計画行程表）を、企画的に実施されて実効をあげていただきたい。
151 いつ開催しているのかも、分りませんでした。また、喜多方にずっと住んでいますが、昔と比べてよくなっ
たようには思えません。特に雇用については、いろいろ話し合われてると思いますが、改革をするだけし
て、市民への説明がなさすぎると思います。市民が今、最も不安なことを話し合って欲しいです。実際、
どのようなものなのかよく分からないせす。
152 町の経済情勢も、厳しいと聞いております。議員報酬は、検討して欲しいという声は、大勢の方から聞い
ております。働きたくても、職を失い生活に困って居る人を、助けてほしいと思います。
153 市議会だより発行は評価する。目先の改革、議会基本条例よりも議員の質を高めてほしい。公私混同
している議員は、いらない。
市民からの意見一覧 15
154 多くの方に、興味を持ってもらえるようにして下さい。

155 市民の為に、早急に議決が必要事項を、議員の自我により議決が遅くなるなど、市民の目（立場）に
なっていない。活性化、活性化と言う言葉ばかりである。もっと気楽に考えてみよう。
156 市民の代表として、もっときちっとした仕事をしてほしい。議員だからといって、高い報酬は必要ない。
もっと下げるべき。合併してから、良くなったと思う事が、すべてにおいて何もない。逆に悪くなった。議
員も町も。責任感も全くない。アンケートをとっても、何も改善されない。町の活性化、町の安全など、
もっと耳を傾け、みんなが納得する事をしてほしい。町の合併は、いい事だけではない。今の喜多方市
は好きではない。今も昔も、喜多方市がダメである。消防もすべて、合併して悪くなった。それを考える
と、市議会も見たくないし、協力もしたくない。
157 荒探しの質問等が多い。もっと、市を良くするための建設的な質問や、提言が行なえる議員を育成し、
議員としての資質を問われるような議員を、浄化する議会を望みます。
158 子育ての人は、人に子供を預けないと、自由に行動は出来ません。開かれた議会を目指すならば、子
育て支援をもっと充実させ、若い世代にも興味を持ってもらい、参加できるよう配慮して頂きたいと思い
ます。
159 行政とは何か？大多数の国民（平民）が、幸せに暮らせる世の中にすること。これに尽きる。今の日本
は（喜多方も）、そうなっていない。行政を司る職員も議員も、自らの生活を優先することしか考えてい
ない…ように観える。職業を目的とした議員の集合体では、その地域の成長はない。国（市）の将来を
どうすべきか？を真剣に考える人間が、出て来て欲しいものである。
160 今回突然のアンケート調査に参加し、議会にもっと関心を持たなければならないと感じました。選挙の
時だけでなく、常に政治に対し興味（関心）を持つことが出来る、子供の頃からの教育も必要ではない
かと思います。
161 裁判員制度が、定着している今日。議会も、市民参加型の議会があってもいいのではないかと思う。
162 出身地域（市町村）会派等の意向が強く、本来の市民意向が、反映されていないこと。又、議論が深
まっていない思いがする。自ら地域の課題を行政に、反映させる努力をすべきである。
163 報酬が高すぎると思います。ボランティアの気持ちが、大事だと思います。地域のためにお願いします。
164 アンケート実地により、市議会の活動内容の一部が、理解できた気がしますが、ラジオでの放送など知
らなかった事が多かった。有効な取り組みでも、市民に浸透していなければ、全くの無駄だと思います。
取り組みを前提に、市民の意識に浸透させることの方が、重要かと思います。
165 元気が出るような街にしていただきたい。若者が、働きやすいような企業があればいい。
166 議員に対して要望があっても、わざわざ家に行くのが煩わしいし面倒くさい。気楽にできるならまだしも
…。
167 市議会への、関心が高まるような広報活動や、また、市民の意見が反映されるような意見交換会を行
う等、もっと議会が身近なものになるようにしてほしい。今回のアンケートを通じて私自身も、もっとこれ
から市議会への関心を持って行こうと思います。
168 議会だよりや、議員さん個人からの情報だけが、現在の生活の中で議会を知る方法になっています。
放射線の問題１つにしても、お１人お１人が、どうお考えなのかが分るといいと思います。また、市民のと
らえ方と市では少し違うように感じます。市民の声も、反映されるような議会、市であってほしいです。
169 この会津も、風評被害で困っている人がいっぱいいると思います。山菜もだめ、今年作る米だってわか
らないと思う。この前、埼玉の娘の所に行ってスーパーに行ったら、福島の米は売っていなかった。こう
いう時期こそ、議員の人が市民の声を聴いて意見を言ってほしい。（知事などに）頑張ってほしい。
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