


【その他の意見】
自治会
市議
公民館だより
街づくり協議会
フェイスブック

　○回答者総数：202人 （回収率83.8%）
　○配 付 人 数：241人 （平均20.1人／会場）第12回議会報告会アンケートから
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■性 別

性　別 人数（人）

男 184   
女 17   

無記入 1   
合　計 202   
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■年 齢

年　齢 人数（人）

20代以下 0   
30代 4   
40代 12   
50代 42   
60代 88   
70代以上 56   
無記入 0   
合　計 202   
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嬉野管内
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三雲管内
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飯高管内
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市 外
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■住 所

住　所 人数（人）

本庁管内 163   
嬉野管内 12   
三雲管内 7   
飯南管内 10   
飯高管内 6   
市　外 3   
無記入 1   
合　計 202   
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5%■報告内容について

(複数回答)

設　　問 人数（人）

 ①よくわかった 62   
 ②ある程度わかった 111   
 ③あまりわからなかった 18   
 ④全くわからなかった 0   
 ⑤無記入 11   

合　　計 202   
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6%
■説明時間について

(複数回答)

設　　問 人数（人）

 ①長かった 15   
 ②ちょうど良かった 161   
 ③短かった 15   
 ④その他 0   
 ⑤無記入 11   

合　　計 202   

①

40%

②

39%

…

④
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⑤

14%

⑥

2%■周知について

(複数回答)

設　　問 人数（人）

 ①チラシ、回覧版 90   
 ②広報まつさか、市議会だより 90   
 ③市議会ホームページ 10   
 ④ケーブルテレビ 2   
 ⑤その他 32   
 ⑥無記入 4   

合　　計 228   



議会報告会全般について

意見・感想

　質問者の時間が長すぎる。項目を限定してほしい。

　短時間での説明で十分な報告であったか疑問。委員会ごとに日程を組んで、市民が興味のあ
る部門に参加できる形式にしてはどうか。意見交換会は良いと思う。

　議員の方自身がどういう考えを持って議論されたのか、もっと知りたかった。

　１人当たりの質問は３問以内にしてはどうか。時間があれば、後程質問をしていただいたら
どうか。他の質問者が時間がなくなってしまう。

　話のかみ合わない部分があった。

　今後も報告会期待しております。

　議員の方々と話す機会がないので、今回参加させて頂き良かったです。

　勉強になりました。

　市議との直接対話で市民の話を聞ける機会は本当に良いことだと思う。しかし、議員によっ
て分かる人、分かりにくい人の差が大きいのは困ったことである。選挙で選ばれた方なので仕
方ないが…。

　良かった。

　色々質問が出ましたが、返事の方があまりない。今度開催の時に先に回答した方がいい。

　答えが出ていない。

　議員のパワーポイントの映像で議員の方から説明を頂けたとの理解はない。

　意見をまとめて送ります。

　前年の件と近年説明はっきりと書いて下さい。

　地域の人の意見が聞けて良かった。是非、地域による偏りのないまちづくりにならない様に
お願いします。

　初めての参加で良かったです。

　質問にすんなり答えてくれず不満であった。

　性別は必要ないのでは？

　ご苦労様でした。私も市会議員になりたいナ？

・各自治会単位で行ってほしい。
・議員さんは2～3名でいいと思います。
・質問でわからないこと、答えられないことは、後日自治会長へ。
・初めての参加ですが、初めて知りました。住民の参加意識を高める工夫をして下さい。

　事前にテーマをしぼった意見交換会にしたらどうか。

　事前に意見等を集約し、それに対する回答を形式にしてはどうか。

　皆様とても一生懸命取り組んでいただいてるお姿を拝見させていただきまして、感謝の気持
ちでいっぱいです。今後とも何卒よろしくお願いします。

　各自治会とのタイアップ強化に尽力を。

　市政に関して知る機会を頂き良かった。

⑵意見交換については、質疑ではないので、案の意見だけだしてもらうのでいいのではとな
いかと思う。

　今回初めて報告会に参加しました。自分自身の課題として、市政の詳細な部分、特に財政難
について、十分理解できていないということがあります。今後、様々な情報を元に関心を深め
ていきたいと思っています。

・会場を対面では意見がでないので、円卓にしてはどうか？グループ対策？フリートーク？

　ご苦労様でした。今後も引き続き開催していただくようお願いします。

　ご苦労様でした。



議会報告会全般について

議会に対して

議員に対して

意見・感想

　獣害対策の件では、地域でとても困っているのが現実です。もっと個体数を減らす方法等、
抜本的な対策をお願いしたい。議会も一緒になって地域の声を市政に働きかけてほしい。

　初参加ですが、とても参考になりました。お世話かけますが松阪市の為によろしくお願いし
ます。

意見・感想

　引き続き頑張って下さい。

　市議の定数は適正か。

　今後も市民の代表として市民のためにがんばってください。

　本日、松ヶ崎地区に来られた議員さん、今後共当地区を忘れずにたびたび来て下さい。

　議会報告会以外にも現地視察を実施していただき、当地の状況を知っていただきたい。

　ある議員が携帯をずっと触っているのが気になりました。報告会の周知をもっとすべき。

　今後、益々の活躍を願います。

意見・感想

　なかなかむずかしい内容であるが、意見交換によって問題点とか要望等があり、参考になっ
た。

・参加者が少ないのが残念。
・ＰＲ方法は検討してほしい。
　（あまり多いと質問がしにくいけれど…

　議員活動ご苦労様でした。今後ともよろしくお願いします。

　パワーポイントを作って、詳しく話して頂いたので、わかりやすく理解出来ました。質疑応
答及び意見交換でも、やさしくお答え頂いて良かったと思いました。

　地元地域の困っている部分、参考になった。地元住民の意見を聞いて頂ける事は大事であ
る。

・小学校区で実施して下さい。
・お忙しい所ありがとうございました。

・全体的に意義がある会であった。
・参加者が少ないのが残念である。
・プレゼンパワポの手元照明があれば。

　お疲れ様です。議会報告会の内容も、考えていただいて、わかりやすくしていただいている
と思います。報告会開催のＰＲ、周知の工夫が大切ですよね。

　丁寧にお話をいただき、ありがとうございました。もっとたくさん参加してほしかった。一
般からは4人でした。あとは市職員でした。



その他

意見・感想

　台風時、水が増えて、蓮ダムの放水時、連絡してほしい。

　松阪市のホームページをわかりやすいようにしてもらいたい。利用者目線で作成されたい。
　太陽光発電について
　行政指導がなされていないので、現状をしっかりつかんでください。勉強して動いてほし
い。
　多気中学校整備について
　松阪市から何億円支出されるのか？県政でも射和小学校のみ多気町に委ねている。
　松阪市で再編して中学校新設を計画されたい。

　人口減の為、新しい枠組みが必要ではないか。

　一般の企業や職業への就労には結びつかない障がいを持ってみえる方々の受皿として、福士
事業所（作業所）で活動しております。他の市町に於いては、社協・福祉事務所等、協力的で
利用者の紹介や情報の関係がありますが、松阪市においては、それがない（個人情報であると
言われる）。自分から声を出せない障がい者や、福祉サービスの利用すらできない（手帳がな
い）、知らない障がい者も多くみえ、家に引きこもってらっしゃる方も多くみえると聞きま
す。公平な情報の開示や、それを有効に活用できる様、ぜひとも行政に働きかけをお願いしま
す。参加者、議員の皆様のご意見、勉強になりました。住みよき松阪にお願いします。

　獣害対策をお願いします。

　住みよいまちづくりについての意見交換会の席で、獣害に対する意見が出ましたが、山間部
に居住する者にとっては獣害に大変困っている現状です。イノシシや鹿については村全体を金
網で囲い、これ以上の対策は狩猟免許を持った方に駆除を依頼するありませんが、猿害ついて
は、手が付けられない状況です。市役所で支給していただく花火のみの対策ですが、この花火
についても数量規制され現状に合わない状況です。つまり、ロケット花火では効果がほとんど
無く、効果が大きい「動物駆除用煙火T-3」支給を検討していただけるよう議会でも取り上げ
ていただきたい。

　下水道の件　下水道の予算がとれない分（採算が合わないというのであれば）、排水路の整
備の予算を取って欲しい。

　松ヶ崎公園の駐車場不足について
　　サッカーの試合の時、大きな大会になると車のナンバーは神戸・金沢・富山・岐阜・豊橋
など遠方から来られます。写真のように駐車場が不足のため、道路に止めています。そこで、
公園に来る道路で、くいで入らない様になっている所を舗装して駐車場にしてはどうですか
（35～40台おける）。

・活力ある松阪を目指して、どういう取り組みをしているのか知りたい。

　ありがとうございました。今後とも市民の代表として、よろしくお願いします。
　人口減少は止まらない、高齢化が進む、財政難、その中で削減できるものは何か、しっかり
考えていただきたい。（役所の一元化、議員定数、小中学校の統合、民営化）

　時折、認知症の方の行方不明のアナウンスが流れたりしますが、高齢者安心見守り隊とあり
ますが、活動報告はどうなっていますか。

　太陽光の問題もあり、規制について条例化等も考えるべきと思います。

　獣害対策よろしくお願いします。

　プールの意見をさせていただきました。暑さ対策と子どもの健康への配慮を充分にお願いし
たいと思います。何かあってからでは困りますし、子どもたちの楽しみをなくしてしまうの
は、保護者として残念ですので、改善と市議会様からの支援をお願いします。

・市民病院の在り方
　もっと公開をして、住民の意見を交流の場をすべき。
・レンタサイクルの立ち上げ・議論を
・エンディングノートは各自で管理する事、行政が決めずに。

　飯高町までご報告に来て頂きありがとうございます。
　広域な松阪市全体での多忙な中ではありますが、大好きな飯高町を軽視されてはいかんと思
い、参加致しました。とにかく課題は、学校の存続と移住促進です。少人数の恵まれた教育を
独占してはもったいないです。学校・住居・仕事場がセットで得られる窓口があればいいなと
思います。松阪中を網羅するのもよし、飯高・飯南に特化するもよし、で。


