
説明班 所　在　地 参加者数

建設水道委員会 本町 24人

環境福祉委員会 嬉野町 29人

総務企画委員会 飯高町宮前 50人

文教経済委員会 船江町 26人

合計129人

建水 ◎坂口　秀夫 ○市野　幸男 田中　正浩 大平　　勇 濱口　高志 中島　清晴 西村　友志

環福 ◎山本　芳敬 ○谷口　聖 中村　誠 赤塚　かおり 殿村　峰代 松岡　恒雄 海住　恒幸

総企 ◎楠谷さゆり ○堀端　　脩 米倉　芳周 沖　　和哉 植松　泰之 野呂　一男 久松　倫生

文経 ◎深田　　龍 ○栗谷　建一郎 橘　大介 松本　一孝 西口　真理 中村　良子 山本　　節

議員の班構成

◎委員長　○副委員長

令和元年11月13日（水）

令和元年11月14日（木）

令和元年11月15日（金）

令和元年11月16日（土）

第13回議会報告会開催結果

開催日程

開　　催　　日 会　　　　　　場

産業振興センター

嬉野地域振興局

飯高地域振興局

松阪公民館



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

第13回議会報告会アンケートから

　○回答者総数：106人 （回収率82.2%）

　○配 付 人 数：129人 （平均32.2人／会場）
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年　齢 人数（人）

20代以下 1   
30代 12   
40代 8   
50代 21   
60代 33   

70代以上 28   
無記入 3   
合　計 106   
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住　所 人数（人）

本庁管内 40   
嬉野管内 24   
三雲管内 4   
飯南管内 8   
飯高管内 26   
市　外 2   
無記入 2   
合　計 106   
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■報告内容について（問１）

設　　問 人数（人）

 ①よくわかった 31   
 ②ある程度わかった 58   
 ③あまりわからなかった 10   
 ④全くわからなかった 0   
 ⑤無記入 7   

合　　計 106   
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■説明時間について（問２）

設　　問 人数（人）

 ①長かった 8   
 ②ちょうど良かった 80   
 ③短かった 10   
 ④その他 2   
 ⑤無記入 6   

合　　計 106   
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3%■周知について（問３）

(複数回答)

設　　問 人数（人）

 ①チラシ、回覧版 40   
 ②広報まつさか、市議会だより 36   
 ③市議会ホームページ 3   
 ④ケーブルテレビ 2   
 ⑤その他 28   
 ⑥無記入 3   

合　　計 112   

①良かっ

た

62%

②ふつう

25%

③よくなかった

3%

④その他

2% ⑤無記入

8%
■【第二部】
意見交換会について（問４）
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■市議会だより【みてんかについて（問５）

設　　問 人数（人）

 ①毎号読んでいる 52   
 ②たまに読んでいる 40   
 ③読んだことがない 11   
 ④その他 0   
 ⑤無記入 3   

合　　計 106   
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■議会のトリセツについて（問６）

設　　問 人数（人）

 ①読んだ 24   
 ②ざっと読んだ 39   
 ③読んでいない 38   
 ④その他 1   
 ⑤無記入 4   

合　　計 106   

委員会 所　在　地 参加者数
建設水道 産業振興センター 本町 24
環境福祉 嬉野地域振興局 嬉野町 29
総務企画 飯高地域振興局 飯高町宮前 50
文教経済 松阪公民館 船江町 26

129

開　　催　　日 会　　　　　　場

令和元年11月13日（水）

令和元年11月14日（木）

令和元年11月15日（金）

令和元年11月16日（土）

設　　問 人数（人）

 ①良かった 66   
 ②ふつう 27   
 ③よくなかった 3   
 ④その他 2   
 ⑤無記入 8   

合　　計 106   



所管委員会の意見・感想
意見・感想

一部公園にして、松阪牛を放牧してほしい。観光客にも喜ばれます。　　　　　　【11/13建水】

駅前活性化＝駅ビルなの？そんなこと決まってましたんでしょうか。　　　　　　【11/13建水】

にぎわいを作るためにではなく、本当に必要なものを作ってください。平地（公園）はいい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/13建水】

大先輩と同じテーブルでお話させていただき、とても勉強になりました。普段、あまり人と子育
てについてしっかりと前向きな意見交換をする場がないため、自分がどのようなことを望んでい
るか改めて考える機会になりました。ただ、もっと同世代の方も参加して欲しい思います。固い
雰囲気だと思って、かなり勇気のいる参加でしたが、実際には温かい方ばかりで安心しました。
ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

色々な地域、色々な世代の方と意見交換出来てとても良い機会でした。議員さんに直接質問して
答えていただけたのもありがたくためになりました。子育て・孫育てがテーマだったのに、子育
て世代の参加が少なかったのがちょっと残念に思いました。もっと子育て世代が参加しやすいよ
うな工夫や告知があれば良いのではないかと思います。託児があることでアピール・子連れＯＫ
とするなど、回覧板では見ない人が多そう…幼・保・小学校でのチラシの配布や、支援センター
やはるるでも積極的に参加を呼びかけてはどうでしょうか。　　　　　　　　　　【11/14環福】

最初は緊張しましたが、意見交換になって、声をたくさんかけていただき、和やかな空気の中で
とても良い時間を過ごすことができました。世代の違う方達と接するのが楽しかったです。同じ
子育て世代の参加が少なくて、もっと増えれば良いなと思いました。　　　　　　【11/14環福】

報告会だけでなく、もっと交流会もしてほしいです。　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

市民の意見を確実に実行していただきたいと考えます。　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

子育て関係以外のことが無知で、あまりわからなかったです。
一時預かり事業の時間を確保していただきたいです。(実際預かり不可な時が多い)場所も病院で
はなく、室内保育遊具があったり、おもちゃもしっかりある広い所に変えていただきたいです。
雨のときに「みえ子どもの城」へ行きたいが、駐車場が遠いので、雨の時だけ近くに止めてもい
いようにしていただきたいです。
このような機会をぜひまたお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

色々な人の意見を聞く事が出来て勉強になった。午前中に実施するのもとても良かった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

市民病院に関しては市民の意見を十分に聞き、財政面のことも考え赤字であることを把握し、経
営改善をして今後も医療機関としての機能を維持できる体制を考えてほしい。公説民営も考えの
一つかと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】
特に幼稚園関連について
①定数…親の働く環境は年々変更しており、子供を預ける機会、動機は多様化している。
＝いつ、どのような条件で定められたのか＝
②現員…定数を大きく割っている園が多い。
③維持管理　現員が定数を割り、現員が○人以内であれば廃園議論となり、現場の園長等は苦慮
している。学校区単位の入園条件ではないので、あまりにも理不尽である。本来は、行政(教育事
務所)、現場(園)、地域(まち協、自治会、育成会)で共通事項として協議・検討すべき内容。
④行政・議会・教育現場・地域づくり機関《まち協、育成会ｅｔｃ）等が「共通のベース」で協
議できる様、制度、環境づくりをして欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】
松阪市議会運営について（進行について）、議決が賛成多数での議決を議長がされてています
が。

若い方の意見が聞けて良い機会でした。自分の孫達に行かせたいと思います。　　【11/14環福】
防犯灯　現実に防犯灯の仕事をしてない所に付いていて、人が通らない所にもあり、必要が無い
ので見直しほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】



意見・感想

多数の方の参加で何よりでした。様々な方の意見が聞けて良かったです。時間がなかったので、
防災について、こちらに書きます。相続により不在者所有林が増え、山が荒れるのが、土砂災害
の原因となる。（台風15号の千葉県の停電）山林所有者の移転を進める別の仕組みを構築する必
要があると考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/15総企】

公共交通の改善を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/15総企】

移住について場所を選ばないテレワークやインターネットを利用した仕事ができるよう、イン
ターネット環境やネットインフラの充実をしてアピールしていくのはどうか。地域防災について
自助、共助、公助の自助の後で近所の人での助け合いができるようなコミュニティづくりが必
要。「近助」の意識をもってもらう。防災無線はやはり戸別で受信できるものが必要だと思う。
停電の際も使えるようなシステムが必要だと思う。「ポケベル」の周波数帯を用いた防災無線が
あると聞いたことがあるので、ぜひ検討してほしい。電波が遠くまで飛ぶ上、持ち運びもでき
る。防災に特化した放送ができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/15総企】

空き家バンクの件で、すぐ住める状態でないのが問題。お金と時間に余裕のある人しかむずかし
いのではないか？
若い移住者は、学校もなく、仕事もなくては、なかなか来づらいのでは？テレビで若い世帯の移
住がたくさん来ているという番組を見ました。まず、きれいな住む所がある（他の移住者が近く
にいる、家が建ててある）、学校がある。仕事も紹介してもらえて子供についてお金も出る
（セットになっている）という話でした。やはり若い世代の移住を中心に考えなければ、衰退し
ていきそうに思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/15総企】

この様な会が行なわれたのはすごく良いと思いました。
移住をしたいと考えている若い方はとても多く居ますが、その方達が一番困っているのは「どう
やって移住先を見つけたらいいか分からない。田舎暮らしする上で大事なポイント。家探しで大
事なポイントが分からない。」という「相談に乗ってくれる地域の味方」が見つけにくいという
点だと思います。どの地域にも移住希望者の相談に乗ってあげたい、地域の空き家を案内してあ
げたい、という方がみえると思います。もし空き家バンクにそういう方達とのつながりができて
いれば、移住希望者の皆さんが進み方がわからなくて立ち止まってしまう事なく、スムーズに進
めていくための様々なサポートができるのではないかと思います。私は、うきさとの上小川町に
住んで6年の移住者ですが、最近2組の移住希望者に町の生活のメリットやデメリットを説明した
上で町の空き家を15軒ほど案内して廻りました。その案内はとても楽しいものでしたし、その2組
の方々はうきさとへの移住を決めて下さいました。移住者を呼び込みたいという地域では、この
ようなサポートの仕組みが非常に有効だと思います。そのようなサポート役を行政主導で募集し
て、半日の案内・相談活動を依頼してみるのはいかがでしょうか。ボランティアでやってもらう
のが良いのか、半日2000～3000円くらいでやってもらうような仕組みが良いのか、その点につい
ては議論が必要だと思います。これから市議会でご検討頂けたら嬉しいです。　　【11/15総企】

色んな意見をきけて勉強になりました。そのような意見が役立つよう期待したい。【11/15総企】

若い人に話ができなかった。もう少し時間があれば、若者の移住について話したかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/15総企】

・行政との話し合いは時々おこなっているが、議員との場も必要。
・移住をもっと促進したい（空き家バンクをもっと進めたい。）
・若い人をもっと来てもらう方法を考えたい（学生もっと増やすため。）　　　　【11/15総企】

島根県東吉野村からの移住者が増えている。　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/15総企】

「昔は良かった。」なぜ？良かったのかな？もう一度過ぎた日思い出したい。　　【11/15総企】

ワークショップはいろいろな方とお話できて勉強になりました。良い機会でした。【11/16文経】



意見・感想

子育て世代の方の参加者が少なかったので、残念でした。　　　　　　　　　　　【11/16文経】

ワークショップに参加させていただき、自分自身も市民として主体的に町づくりに参画していか
なくてはいけないなあと思いました。貴重な機会を与えていただきありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文経】

きちっとしたワークショップのあとなら最後のアンケートもワークショップの一部になり得る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文経】

短い時間で参加者全員が納得できる議論はむずかしいと私は思います。　　　　　【11/16文経】

みなさんの考えをきかせてもらって、新しい学びができました。ぜひ、今日出た内容を議会で検
討していただき、みんなが住みよい松阪市になってほしいと思います。　　　　　【11/16文経】

道路の白線問題、各グループから沢山でました。早急に対策をお願いします。予算も、適材適所
の使い方を、個人的に言っても、聞いてもらえないので、議員さんたちに懇願します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文経】

とても有意義でした。次回もこのスタイルでお願いします。　　　　　　　　　　【11/16文経】

報告会の仕方が変わってきているようで、良くなっている、又、参加者が少ないと思うので、参
加できる方法を考えていってほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文
教】

子供の安全対策は、予算的な要因もあるかも知れないがとにかく大優先に取り組んでほしい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文経】

林業政策が国から県に、そして市に予算がついてくると思いますが、市の林業政策は、今後どの
ように考えているかを教えて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文経】



所管委員会以外の意見・感想
【所管以外の】意見・感想

地域の方・議員がこのように近い距離で話し合えるのは良いと思います。次回もぜひ参加したいで
す。ありがとうがざいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

学校の教育現場への改革、時間割りやクラブ活動など、ゆとりのある時間の使い方必要、民間地域
の力で活用すべきと考える。給食時間をのばしてほしい。　　　　　　　　　　　【11/14環福】

国の消費税増税に関係し、子どもたちの支援等は広がったが、高齢者に対して配慮をお願いした
い。無償化となる制度で地域の幼稚園へ行く子どもが減り、保育園等に行く子が増えて将来的に幼
稚園がなくなっていくのではないかと心配している。　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

・安全な通学路の確保
・地域計画に対する市の考え方を明確に出して、市主導の計画を策定をしてほしい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

松阪市議会運営について（進行について）、議決が賛成多数での議決を議長がされてていますが。
・反対何名、保留　、賛成何名と、そのつど人数を明らかにする事。
・議事議案者の発言有り、反対者の発言がなく、賛成多数と議決されるのはおかしいのではない
か？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

防犯灯　現実に防犯灯の仕事をしてない所に付いていて、人が通らない所にもあり、必要が無いの
で見直しほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/14環福】

各議員さんに飯南・飯高に足を運んでほしい。そして今の現状を見てほしい。　　【11/15総企】

意見の問題もありますが、もう少し勉強会も企画した方がよいと思う。特に教育関連の話は、親が
いろんな事情を知らず、すぐに市に陳情してしまっているので、改善の方向に動いていく必要があ
ると思います。勉強会はPTAかな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文経】

報告会の仕方が変わってきているようで、良くなっている、又、参加者が少ないと思うので、参加
できる方法を考えていってほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【11/16文教】


