南アルプス市議会の活動に関する市民アンケート
自由記述欄まとめ

問７

問６（あなたは議会の活動や情報をどのような方法で得ていますか。）で選択された

NO. 項目について改善すべき点があればご記入ください。また、議会の活動を知ってもらうため
にどのようなことが必要とお考えですか。（＊自由記述）
1

議員の積極性

2

SNSの活用等、インターネットを活用した方法を拡充することが必要。

3

CATVの放送時に質問の趣旨をテロップにて流してはどうか
グラフ、写真、イラスト、マンガ等を使ってもっとパッと見て小学生でも分かる様に作って

4

欲しい。あとYouTubeの定例会での質問をQRコードを使って動画で見れるのは良いと思う
が、動画の再生時間が長いので10?20分でまとめられると見る側としては見易い。

5
6
7
8

若い世代でも見やすいようなSNSの発信
LINEなど使ってこうやっていくよ！と情報共有していただけると助かります。要は見える化
です。
繋がりのある議員さんからの情報は入るけど、繋がりがない場合は関心も持ちにくく情報も
届きにくい。いかに自分事として一人一人が関わりを持てるかが大切だと感じる。
インターネット放送は生中継もやったほうが良い。発言のカットはしない。真剣にやりとり
を市民に公開するから意味がある。カットは情報操作となり議会の信頼をそこねている。
山梨に移住した時から自治会費を払っていても広報的なもの回覧板共に配られたことが一切
ありません。役所は自分で取りにこいと言います。農協も個別に加入しても「家」単位で扱

9

われ何の情報ももらえません。田舎も無くずっと東京や横浜で暮らしてきたので意味がわか
りません。こういうのを取り除いて平等に市民として扱うべきを議員が先頭に立って欲し
い。地元民となぁなぁにやるのをやめてほしい
今後はSNS発信の重要性がさらに顕著になってくるかと思います。
高齢者世代に対しての情報発信は紙媒体でも仕方ないと思いますが、メールすら見なくなっ
た若者世代に対して情報発信をするのであれば同世代の担当者が同じ目線で発信しない限り
伝わらないと思います。
シルバー民主主義という現状があるのは事実なので致し方ないとは言え、こういった考え方

10

は票を集めたいだけのシニア議員には100%無理です。
若者の気持ちも分からないし、分かる必要もない（自分事ではない）からです。
私自身も議会に興味を持てますし手軽に情報を得られるので有難いです。
未来を作るのは高齢者ではありません。
若者であり子供達です。
高齢者に耳障りの良い政策ばかりするのではなく、若者が地域を愛し誇りを持てるような政
策が無い限り地域の発展はあり得ません。

11 議員さんのSNS等で、わかり易く手短に情報発信して欲しいと思います。
12 議会とはどんなものという説明冊子が欲しいです。
13 議員が自分の足で市内を回る。
14

議会だよりは、もう少しカラーにして見やすくするのも良いのでは。今の色合いはちょっと
‥
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15

直接的に市民の意見を言える場所。
メールやメッセージなどで。

16 何をやっているのが伝わって来ない
17 中継放送
18 議会活動を市民に伝えるのはどんな形であれ必要
私は、日々の議員さんの活動をFacebookでチェックしています。それは、地域活動で出会え
19 た方々なんですが、なかなか他の議員さんが何をしているのか分かりません。なので、議会
だよりだけでなく日々の活動を発信することが必要だと思います。
20

もっとわかりやすく、若い人たちでも聞いてみたいと思えるような発信の仕方が必要だと思
います。専門用語ばかりじゃまったくわかりません。
情報の垂れ流しでは誰も見ないし分からない。議題の項目、これまでの経緯や討議のポイン

21 ト、賛成・反対のメリットデメリットなどの解説など、短時間でポイントが分かるような内
容を多様なメディアで報告する必要あり。
22 特にないが、SNS等を活用すればなお良いと思う。
23

どうしたらいいんでしょうかね… 傍聴も難しい、議会だより的なものも結局見る暇もない。
なんとなく人だよりに聞くか選挙の時にしか発信してないのも現状では？
SNS、LINE、メルマガなどを活用し、まずは端的に伝えていくことをしてはどうか？

24

正確な内容を濃い情報で伝えたいとしても、私も含めもともと議会や市政についてアンテナ
を立てていない人に、専門的に長い文章で伝え続けても受け取りづらい。まずは要点だけを
極端に切り詰めて、詳しい内容との2段階にした伝え方をしてはどうだろうか？

25 教育活動
26

議会だよりしか見ていないですが、もう少し細かい所を読みたい感じです。議会を傍聴すれ
ばいいのでしょうが。時間がなかなか取れないので。

27 SNS
28 そもそも議会が、何してるか、分からない
29

議論された内容について、問題点や改善点などを簡潔にまとめたものをホームページやチラ
シなどで知らせる。文面の書き方をわかりやすくするべきだと思う。

30 CATVの録画中継、要約して放送してもらえると理解しやすい。
31 SNSの積極的活用
市民の代弁者という議会人がいるが、何を代弁しているのか何をどのように代弁してくれて
いるのか？本当に市民が言わんとしていること（望んでいること）を市執行部と議論してい
るのかよくわからない。議員本人が思っていること（思い込んでいる）で議論している方が
32

多いのではないかと強く思う。選挙の時だけお願いします！と頭を下げるが、その後それら
の議員さんを見たことがない。もちろん議会の時のCATVには出ているが？誰がどのように市
民の皆さんと交流を持ち市民の思いを受け止める場を持っているのか？このような場面がい
つあるのかないのか、議会HPで知らせることが必要である。一覧表でも出せば、だれが活動
し誰がさぼっているか一目瞭然である。

2

市の広報は割とみます。市のホームページでトップページにリンクしてあると目に入りやす
いのではないかと思います。
33 興味があってもわざわざ調べてまでは見ないという人には効果的ではないかと思います。
富士川町ではポストに広報が入っていたのですが今の場所では広報がポストに入ってないの
でなかなか目を通す機会がないです。
34 インターネットでの配信をなるべく早く配信してほしい
35 アーカイブ放送
Youtubeにて動画視聴できるのは良いが、サムネイルやタイトルで各議員の質問の概要がわ
36 かると、興味ある内容を選択しやすい。また、フルバージョンと共に、ダイジェスト版もあ
ると良いと思う。
37 LINEやインスタで配信すると若年層にも伝わりやすい
38 SNSで発信
39

YouTube Twitter 公式LINEなど

収入が低いため、テレビはケーブルを引いていません。インターネット以外での情報の得方
がよくわかりません。

40 SNSでの情報発信又は情報収集
41 SNSでの情報発信又は情報収集
42

もとより市政に興味がない人に対して、議会活動を知ってもらうためにどのような工夫をし
ても、変わりはないことから、特段何もする必要はない。

43 SNSを使ってみるとか
44

関心はあるのに、市民に対してのアピールが少ない。どんな議論がなされているかをアピー
ルすべきだと思います。

45 公報「南アルプス」「市議会だより」の正確な情報の発信。
議員全員（それぞれ）の市政で今一番必要だと考えている意見を、毎月聞けたらいいと思
46 う。それにより、市の現状が市民として理解できるような気がする。※市政の状況が分から
ない。進んでいる方向も分からない。
47 議員個別に議会現況報告会等を不定期でも催して欲しい。
48 議会報告、議会だより。
49

各議員さんが、必ず年4回の議会報告広報誌を市民へ出していただくことで、活動内容を知ら
せることが出来るのではないかと思います。

50 市議それぞれの活動を明確に知らせる。
51 議会と市民の協働。
52

議会の録画放映の時期や時間等、いまいち明確でない。この議会だより等で周知してもらえ
るとありがたい。

53 意見交換会とか開催する。
議会報告及び議会だより等はよく読んでいます。これからも建設的な内容を豊富に掲載して
54 いただければなお良いと思います。また、新聞等のマスメディア等も利用されたら良いと思
います。県下に誇れる南アルプス市の発展を大いに期待しております。
55 ＣＡＴＶの録画中継を興味深く見ています

3

昨年の市議選直後に、町の高齢者に出ていた長寿祝い金が減額されました。議員に成り立て
の議員が、他の町でも減額しているからと、減額することに賛成したことを知りました。選
56 挙公約では、住み安い街、長い人生をここに生きていて良かった言える町に訴えた議員さ
ん、それぞれ所属会派の動きで賛否を決めていることを知りました。会派ごとの議会報告、
審議ごとの個人の賛否を知りたいです。
57 ＣＡＴＶ録画中継をすこし早くしてもらいたい。
58

各地区の出身議員さんが年1回議会現況活動報告及び地区・区民の要望を聞く場を計画してほ
しい。

59 市民の声が議会の議員に届いていない！。
60 ＨＰにリアルに反映されていて、ｇｏｏｄ！！
61 議員と一般市民による、地域懇談会
62

関心がないので問題と思うこともない。しかし、自分の住む街の事。膨張とかは経験してみ
たいと思う。

63 市民とのつながりがあるのかわからない。身近に感じない。
64

CATVの録画中継は傍聴できない人たちにはとても良い。時間を増やして欲しいと思ってい
る。
?議員各々が自治会（出身地域）にオブザーバー参加して、地域の要望のすくい上げを行うと

65

ともに議会報告を行ったらどうか。
?過去の大きな争点であった「市庁舎建設」「完熟農園」について議会として検証報告するこ
とが必要。

66 時間のある時議会の様子を見る
67 この議会だよりが新聞折り込みではいけない。＊新聞購読していない家はどうするのか？
68 議会だよりをもっと読みやすくする
69
70

議会のテレビ（CATV）放送日程（ガイド）を今まで以上に市の広報やCATVで知らせて欲し
い
市の広報は毎月もらえるので、議会だよりがセットor統合していると見る機会が増える人が
多いと思います。

71 ネットを活用した動画による活動報告。youtube。
72 議会だよりの中で、専門用語を使用する場合は、説明も入れてくれると助かります。
73

もっと身近に感じれるようにLINEでの友達登録ができるようにして頂けると、情報や活動が
すぐにわかると思います。

74 市長、議員を含めての対話の機会
75 デジタル化の世についていけない高齢者にはこうした紙の情報は重要だと思います。
76 議員本人が生の声で定期的に報告をする
77 発言者の要旨を傍聴席にも配布してほしいです
78 傍聴に行けてないが

機会を作って膨張したいと思っています

79 SNSの活用
80 満足しています
81 懇談会のようなものがあればよい

4

82
83

議員の個人での活動報告と情報の提供が不足している

議員の活動の報告を住民に提供して

ほしい
議会だより

議員の議会報告等拝読していますがまだ理解しがたく

市民との対話が必要と

思います

84 本会議や委員会の傍聴に興味があるので、日程等分かりやすくして欲しい。
85 八田地区でもCＡＴⅤで議会を中継もしくは放映して欲しい。
とても良くがんばっていると思います。正直これ以上認知させるのは難しいです。国政と同
86 じで市民・国民が政治に関心を持ち、しっかりと行政、地域社会の問題点について、自由に
普段の会話で話し合える風潮にならないと難しいと思います。
87
88

今回初めて市民アンケートが実施されたが、時々アンケートを行い市民の声も議会だよりへ
載せたらどうであようか。
若年層は、あまりテレビや新聞で情報を得ようとしないので、ネットやSNSを活用して活動
や情報を伝えてもらえると助かります。

89 議会だよりを良く見る
90 市内全戸にデジタル化（CATV）を行い、リアルタイムで議会の運営がわかる施策が必要。
91

議員は地区の代表で地区の利益を代弁する為のひとなので、出身地区・年齢・当選回数を
議会だよりの顔写真の横に書いてほしい。

92 期待していないから
93 議員個人の活動報告・チラシの配布（定期的、全員の義務）
94 議会の傍聴の日程などをもっとわかりやすく発表してもらいたい。回覧板など。
95

改善すべき点はありません。知りたい情報は各々の方法で得られていると思われるので、今
のままで十分だと思います。

96 これに答えるほどの知識を持ち合わせていない
97 市議会だよりに活動状況が記載されたことがない議員は何をしているのか
98

チェック項目は新聞購読者に限定される
新聞宅配されない人はもっと関心がない（情報がない）

99 議員が日常的に地域住民に説明を行う等、選挙時以外の日常活動を強化してほしい
100 いままで「議会だより」はわかりにくかったが、今回のは見やすく要点も良かった。
101 議会活動は優秀な集団ですので各自が考えたら他人に聞くことはない。
102
103
104
105

地区ごとに説明会を行う
議員一人一人の活動を説明、紹介するシリーズを後方にのせる
地方新聞だけではなく全国紙にも活動が記事になるとよいです。
ご自分の取り巻き連中だけとの会合は他の意見も聞くように。
本議会の日程（質問時間、内容等）が事前にわかれば周知してほしい
内容により傍聴希望あり。
CATVの放送時間が短い（時間帯及び一回に放送する人数が少ない）⇒一回に2、3人を実施
したらどうか

106 CATVの録画の放映予定がいつになるのかわからない。放映予定を知る方法がわからない。
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107

いろいろな区の集まりとかにも顔を出し、見たり聞いたりすることが大事だ。もっと問題意
識を持って行動すべし。
議会活動については、市ホームページ・CATV中継・議会だより等によりその内容は理解して

108

おりますが、市民にそのすべてが理解されているかは、疑問があります。
議会内の各会派で、市内各地区において、市政報告会の開催をされてはいかがでしょうか。
市内各地域で、市民と忌憚のない意見交換をすることも必要だと思います。

109
110
111

各議員の個人の広報誌、SNS（フェイスブック、インスタグラム、ツイッター）などの活動
報告を積極的に行う
活動を単純にわかりやすく伝えて欲しい。
公約に対して、どのように活動し、結果としてどうなったかを、具体的に伝えてほしい
市議は各地に視察に行くのでその報告書をかならず「議会だより」でレポートすることが必
要

112 議員との話し合いの場、意見交換の場
113 市政報告会等、市民と行政と議員が話し合う懇談会、各世代が入る
114 議会だよりをわかりやすく
本会議の傍聴ができない人は、議会だより又はCATV放送で議会活動を確認する方法しかあり
115

ませんが、CATVの放送日程を確認するには市のホームページを見る必要があるが、高齢者に
はパソコンで見るのは無理の為、新聞に簡単な「チラシ」を入れれば議会活動を見ると思
う。

116

これだけの議会活動の情報源があれば、良いではないでしょうか。
あとは、市民が自ら議会を知ろうとする心掛けが重要です。
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NO.

問１１

問１０（あなたは議会に市民の声が反映されていると思いますか。）でお答えいた

だいた理由をお聞かせください。（＊自由記述）

1

市民の声を反映すべく日々努力している議員を多く知っているから。

2

議員は高齢者が多く、若者の意見が反映されていないと思うから。

3

身近な要望が伝わりやすい

4

そのような事を耳にしたり、自分から目にしない。

5

議会だよりなどで質問内容や報告をみて、市側の回答も曖昧な点や抽象的な内容で、本当に
改善や意見が反映されているのか分からない

6

意見を伝える場と手段があまりない

7

自分が希望することが何も実現されていない。

8

市民が関心あることが、議会に取り上げられていることが少しあるから。

9

有言不実行が多いため

10 代表質問の内容を読むと普段気になっている事が質問に出てくるので反映していると思う。
11 具体的な取り組みが見えないから
12 フィードバックが見えないのでよくわかりません。
13
14
15
16

繋がりある議員さんから議会で議題に取り上げられる実感があるから。また聴いてもらえる
から。
今期の議会や議員の一部を見ていると、市民の声を聞こうとする姿勢が見えるようになっ
た。同世代の周囲とだけ情報交換していて全く変化が感じられない議員もいる。
本当の答えは「わからない」です。選択肢がなかったので。ただ、市民の要望を聞く耳がな
いのは議員さんの言葉でわかりました
前述の通りです。市民とは南アルプス全市民のことであり、高齢者のことではありません。
若者が政治に関心を持てるような活動がありますか？

17 反映されている実感がない
18 そもそも気軽に声を届けられる機会がない。
19 問い１０であまり思わないと示しましたが、市民の声が届いているかがわからないです。
20 議員と距離が近い
21 議員さんの世代に偏りがあり、若い世代の意見が反映され難いと感じている
議員と市民が顔合わせる機会があるので、そこで話ししたり。
22 しかし、それは意識の高い市民だけで、その他多くの市民は議員に話ししたことが無かった
り、会ったことすらないのだから、まずはそこから。
議員さんそれぞれに支援者がいるので市民の声が反映されているというのも確かですが、あ
23 くまで一部の意見という場合もあり、あまり一部の声を拡大して言い過ぎるのもバランスを
欠くと思います。
市民にとって、議会は生活の中から程遠いところにあります。ただ、大切なことではあると
24 思ってます。市民の声が届く前に市民が発していなくて、文句ばかり言ってる場合もありま
す。その、程遠いのは、ある意味幸せであることの表れかも知れませんけどね。
25 どこに意見すればよいかわからない。
26 何も伝わって来ない。伝える方法も改善する必要がある！
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27 希望が事業に織り込まれた
28 市民に身近な議題が少ないような気がする
議員さんの中では、市民がどうしていきたいのか積極的に活動に参加して、市民の声を一生
29 懸命聞こうとしようとしている人を知っています。しかし、多くの市民自身が住んでいる街
に対して声を発さないのが現状だと思います。
30

自分たちの立場を維持したいだけで動いているようなことは？やめてほしい。本当に必要な
こと、小さいことを見逃さないでほしい。

31 ！どうせ言っても無駄だと思っています。
個人的に議員と知り合いでない限り伝える術がない。個人が議員一人に要望を伝えても、議
32

員が届いた声を議会で取り上げたとしても、客観的な統計情報やエビデンス、政策優先順位
もないままいくら議論しても、議員の主観を超えて市民に論理的に説明可能な議論は困難と
考える。

33 意見したことがないため
34

議会は各地域の代表の人が議員になっていることが多いと思うから。地域の声は聞いている
と思う。

35 何もわからないから。直接的な関わり、議題もわからないからでしょうか
36
37

市民の考えを反映しない無意味な建物を建てたり、中途半端な施策で赤字をたくさん作って
るから。
議員さんの中でもSNSを活用して、活動を報告していくれている内容から、少なくとも働き
かけをしてくれているのを感じることがある。

38 議員中心の政策になっている
39

要望やお願いをする仕方が分からないし、知り合いに議会の方がいないのでまず、伝わって
ない。

40 直接話してないから。
41 議員さんに聞かれた事無いし....
42 議員が誰だか、分からない
43 ひとり親支援の声をあげても向き合ってもらえない
44 誰がなってもなにも変わらない
45 市内の問題は市民からの声だと思う
46 何をどのように議論しているか聞いたことがない。（一般市民に聞いてから）
47 富士川町の方が反映されていた
48 地域の声を聞いて行政に伝えられている
49 市民との繋がりが薄い
50

そもそも、行政に市民の声がわりと反映されていると思っている。議会に市民の声が入って
いるとして、議会の声が行政に反映されているかが見えないので評価できない。

51 私利私欲を反映させての意見を言う議員も中にはいる様で見苦しい。
52 伝える機会が身近にないから。
53 何年経っても何ら変わりがないから
54 発信の仕方がわからない

手段が少ない
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55 議会と接点がないから
56 先生方は、仲の良いお友達（有権者）の声しか聞いていないのでは？
市議会で何の話し合いをしているのか、いまいち伝わって来ないです。もう少し若い人達に
57 も伝わるような情報発信の仕方も考えた方がいいのでは？！
SNSを使ってみるとか…
58 質問したことに対して、早急に動いてくれたから。
59 まだ足りない。インフラ等の整備などについての情報を、区・組を通じて周知が必要。
60

議会で今現在何が一番問題になっているのか、よく分からない。国の政治がどのように行政
に反映されているのか、もう少しはっきりと理解できればよいと思う。

61 新鏡中條橋実現に向けて声を挙げ続けて欲しい。
62 執行機関のチェック。
63 自分の思っていることと同一の質問が出ていることがあります。
64 市議が何をしているのか、全くわからない。
65 より良い南アルプス市になりますように。
66

議員に地域の要望をしたが、なかなか要求に答えてくれません。もっと地域に対してこまか
い注意を払っていただきたいです。

67 地域の声を議員が受けて、議会に反映されました。
68 少しづつ変化が見られるような気がする。
将来に向けての改善要望及び多くの皆様が期待していることと思いますが、リニアが開通す
69

る事によりわが市は多く変貌することを期待したいと思います。人口増は勿論、県外からの
企業移転もある事と思います。また、交通アクセス等も一層重要視していかなければならな
いと思います。

70
71

派閥の意見も良いが、区長や組長を交えての「意見を聞く会」など（昔は実施していまし
た）
本議会や、委員会の傍聴をもう少し開かれたものにしてほしい。勤めの人は、平日休めない
人が多いので。

72 要望事項等をスムーズに行ってもらっている。
73

やらなければならない事が、すべてあとまわし。どうでも良い事が一大事のようにあつかわ
れている。しっかり考えてほしい。手をつけるべき事を今すぐに！。
過去の議会において完熟農園事業、及び新庁舎建設事業について当選された市長さんが４年
間の公約にはまったく入っていなかったにもかかわらず議会はこの大事業について承認し

74

た。こんなことは市民をばかにしたことであり、また無計画のなか急に決定したから大失敗
をした。
今後、このようなことが二度とないようにお願いしたい。
また、議員さん方の派ばつはないと思います

75

選挙時の公約は各議員さんがうち出していますが、実際にどのように展開しているのかがわ
からない。

76 聴く耳を持っていない！。
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77
78

市議会議員は市民の選挙によって選ばれた市民の代表であるから、議員は市民の声を大切に
して活動していると信じている。
個人の要望だけをうのみにし（規則や条例等、調べぬまま）議員という肩書きで、要望を通
そうとした姿に大変失望した。もちろん断ったが。

79 個人議員との話し合いにおいて
80 議会に伝える「ツール」が無い。
81 女性の議員が男性にない目線で、活動してくれているから
82 意見や要望を出したことがないので。
83 市民の声を知らないので、議会に反映されているか分からない。
84

議会だよりを読んで、不登校問題への討議を読み、市民からの切実な身近な問題と思ったか
ら

85 身近な活動がわからない
86 課題によって反映されているもの、されていないものがある
87

自分に利害がある人のためにはすごく働く。しかし、公平に物を見ているのかはどうかと思
うことがあった。上を見て仕事をするな！！と思う。

88 女性議員数が少なく、女性子どもの立場での論議が少ない。
89

議員が市民の声を聞く機会が少ない。また報告機会も少ない。例えば、職種別・年齢別・男
女別・子育て世帯・障害者世帯・貧困層等別に実情を把握する必要がある。

90 特定の住人（市民）の声のみを取り上げている。
91 近所の方と時々話す折、こんなことを言っている議員さんいいよねなどと話すことあり
92 意見をいう場がなく、思うことがあっても市に届かない。
93 市民の声が反映される場を知らない。
94 議員個人に要望した事項が、改善された事例がある
95 議会に声を伝えようとする人が少ない。議会に伝えるべきことかの判断が難しい。
96 身近なことが取り上げられている時
97 地元の議員に要望事項を伝えると何らかの対応をしてくれる
98

他市町村に比べて活気がない。ポイントとする事業がない。「普通」ではダメである。市は
「発展」しない。企画力などが弱い。

99 選挙の時だけ良いことを言って、実行されていない
100 地域の問題点を議員さんが議会等で質疑を行ったり、委員会で真摯に取り組まれている。
101

・期日前投票がやりやすくなった点
・げんき券の発行

102 議員に相談することで小さなことも前向きに解決してもらえる。
103 議員とあまり話す機会がない。
104 予算の使い方、政策が財政健全の方向。無理に出費をしていない
105 議会だよりを見ても農業重視の質問や回答が多い
106 多方面への質問内容
107 道路の整備が行われている
108 結果報告等がない
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109

議員の方が地域の人たちと気さくに触れ合っていただけるので困っていることや意見を聞き
入れてもらえます

110 議員さんに話を聞いてもらうことができる
111 議員に要望を出した方が結果を報告してくれる
112 議会だより等見る限り

市民の声にたいして答えをしてほしい

よく活動していると思います

アンケートの自由記述意見は、住民の切なる意見なので、しっかりと受け留めて欲しい。
113 （例えば、上記の投票時間の件で、法律が規定しているから変えられないなんて問題意識の
ない受け止め方はしないで欲しい）
114
115

女性議員が近所から選出され、女性自身の立場から意見出ししてもらえることを期待した
い。
行政の追認に甘んじるケースが多いと感じる。完熟農園の失敗に経済的責任をだれも取る人
がいない。

116 金丸市長を中心とされ、地域（市）の進展に務められている。
117 市民の声を聞こうとしているとは思えない。聞いたとしても一部であるのではないか。
118 議員にしかわからない質問が多い。
119 議員と直接話す機会がないため。
120 議員は高い目線からしか発信していないと思われる。
121 市民の声は議会に届きにくい状況にあると思います。
122 お年寄りや子育て世代ばかりで、働き世代へのサポートが少なく感じる。
123 ボコボコ道のことを伝えたら、一年後キレイにしてくれた。
124 自分勝手な意見の議員が多い！
125 議員さんと話す場所がない。
126 実感がないため
127 市民の声を言う場がない
128

個々の意見を紙面で言いたい

近所に議員の方がいますが、一度も何か意見があるととか、こうしてほしい願いがあるとか
という事はありません。近所の人の為にも存在する議員の方ではないかと思います。

129 女性議員さんの方が、あまり働いてないと思う。
130

議員自身が議会報告を実施していない。（住民を対象にして）
定期的に地元住民に、今の市政状況を公表して提言すべきだと思う。

131 各地区から議員が出ているので、各議員ごと要望と議会に出しているから。
132 議員との話し合いをすることがない
133 市民の声を、ほとんど聞いてない?
134 議員に要望したことが一部反映されている
135 議員個々の活動情報が限られている。全員の判断ができない
136
137

実感がわかない
身近に改善された例がない
小さな悩み、問題点でも気軽に話ができるような議員になって欲しい。一部の人はいます
が。
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市民は議員の数が多いことに不満を持っています。直接議員の方には言えません。減らした
138 らいかがでしょうか。一生懸命に仕事をしてくだ去る方がいれば…
税金も減りますし。市の政策として上げてもらいたいです。
139 市側の方針に沿った質問である（やらせではないか、議員に能力が無いのか）
140

100%反映させてほしいとは思っていません。少数意見や地域の人たちの要望や意見をもっと
聞いてもらいたい。

141 議会を信用している
142

市民自身の自覚が足りないことが主だと思いますが、もっと市民に知ってもらいたい。理解
を求む目線で町報、区報、市報などに折にふれて広報してほしい。

143 市民の声を聴く場がない
144 地域に議会を報告してほしい
145 住民の要望等、意見集約できる議員が少数でもおられる
・選出された議員に意見を聞かれたことが１回もない。地区外の議員はもちろん地区内議員
もそうだ。意見交流会なんてまずない。これで市民の声が届くわけがない。
146

・自分たちに身近なことしか質問しない。地域を超えて市全体を良くしようという議員がい
ない。そもそも合併後も地域意識が非常に強く、市長選のときも毎回南北戦争、議会選挙は
他地域の街頭宣伝車拒否もしくは遠慮？配慮？・・・。こんな状況であれば地区ごとに選挙
区設定の上で議会選挙をやればいい。情けない。

147 議会だより、会派だよりを読んで頑張っているように感じている。
148 選挙の時ばかりいろいろやりますというが当選後の報告はない。4地域で顔を見ることがない
149 要望や議会答弁に対する進捗が見えにくい
一般市民にとって議員への要望、意見が出しにくいと思われる。議会、議員より市民に溶け
150 込む必要がある。
以前にも行った各地域へ議員が回った各地区説明、相談会、意見交換会などが必要と思う。
151

議会放送を見る限り、多方面から質問しているが、もう少し執行部からの答弁に期待した
い。（誠意が感じられない）

152 議員が議会でも取り上げてくれた。
153 議会だよりを読みますが、会議の質疑応答内容に具体性があります
市民の声は多くの幅があり、それぞれの窓口があるので、そっちを育ててください。
154

委員会での議論（録）を知りたいです。議会日数から考えると時間が少ないと思います。議
会で話している内容は自治会での問題とは別物です。議員は明日の南アルプス市のために市
政と共に方向性を議論してください。
予算の問題もあると思いますが、子供の学ぶ権利（不登校児の対応）教育を受けさせる義務

155 が大人にはあります。高校・大学生への支援を取り入れてほしい。奨学金は、利息付きの借
金です。社会に出た時すでに３００万以上の借金をみんな抱えているのです。
156 まあ、何となく議員の意見が反映されているのかなと思うから
157

地元議員の顔も見たことはない。声も聞いたことも無い。地域の会議や集まりでも存在が話
題にも上がらない。

158 いつも同じ質問している議員がいる
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159
160

市民の声をどの様に伝えるのか？

（議員さんが積極的に声を聞く姿が見えない、機会がな

い）
直接議員に要望した案件については、可・否を含め返答がされ、住民の意見や要望が検討さ
れていると感じます。

161 議会たるんでる
162 議員さんの活動が見えない
163

もう少し市民の立場になり、日常から門戸を開いて欲しい．
選挙が終わると事務的に感じます。

164 質問もされない
知人が困っている事を議員に相談した所
165 すぐに対応していただき、市に対して申し入れを
行い解決していただいた。
166 色々な動きが少しずつあるような気がします。
167 議員の質が悪すぎる
168 議員の勉強が足りない者が多い
169 議員が市政に対し勉強が不足している。
170 議員が無知
171 要望事項等、対応してくれた。
172 市民の声がどのように議員に伝わり、声の内容が実行されたかがわかりづらい。
173 「議会だより」は議員全員の活動内容を報告していない
174 市議会議員と地区市民との話し合いの場所づくりをお願いします
175 議会だよりを見て
176 個人として議員の奥様と会う機会があるので、その時に伝えている
177 議員が声を収集している活動をしているとは思えない
178 議会の質疑が、市民の声、市の課題だと思うから
179 地元地域の担当議員が定例的に会合を開き、活動報告を実施している
180

議員が地域の要望事項等を聞き取り、一般質問、代表質問で行政に確認している姿勢が見ら
れる

181 各議員が市民からの聞く機会をつくっていないため
182

議員に市政等について何度かお願いしたことがありましたが、そのうち何回かは議会で議論
されました。

183 結果発表がわかりずらい
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NO.
1

問１３

問１２（あなたは現在の南アルプス市議会を評価しますか。）で答えた理由をお聞

かせください。（＊自由記述）
市をよくしようする思いが強いから。
旧完熟農園について一般質問に毎回あがっているが、市民目線で考えても経営方針には無理

2

があり、すぐに立ち行かないことは目に見えていた。運営をやめた現市長よりも、建設に賛
成していた当時の市長と議員の責任について追及するべき。

3

完熟農園の件で感じた。
問11でも答えましたが、市側の回答が検討します、何何したいと考えています、などとの答

4

えが多い、答弁としては致し方ない面もあるが、私達市民は答弁の後の結果が知りたいので
す、どうしたら結果がわかるのでしょうか？、議員さんも聞きっぱなしの様でとても不満で
す。

5

議会だよりがわかりやすくなってきており、活動内容つかみやすくなっている。

6

ずれてる質問が多い。

7

市民が参加したいと思うような魅力ある場を設けて。

8

夢かあるような市にしてもらいたい。

9

市民の考えに沿って議会活動が行われている部分もあるから。

10 頑張ってる人もいるのを知っているから
それぞれの議員さんによってのさまざまな力量の差はあるように感じるところもあるが、全
11 体として市民の声を聴こうとする姿が感じられるし繋がりを持って新たな議会になっていこ
うとする姿を感じるから。
12 多数派工作が露骨で議論がなされていない
13 自ら動く議員さんが多いと思う。この点は高く評価しております。
14 特段に評価するような理由が無いからです。
15 評価のしようがない。
我々のような若い世代は問11に書いたように、気軽に声を届ける機会が（設けているかもし
16

れないが）はっきり言って無い。
ご年配の意見を聞くばかりで、若い世代の声など聞く気が無いのでは？と感じてしまうのが
本音です。

17 あまり感心を持っていないから。
18 市民の声を聞きに来る議員がいるから
19 市民全体のために働いてくださっている方と、自分のためだけに働いてる方がいるから。
20

市民の声が反映されてる部分もある。
一部だが。
改革しようという気概は感じます。議員の方々と接する機会もあり、身近に感じられるよう

21

になると以前より興味を持てるようになりました。より多くの人に関心を持ってもらうこと
がやはり大事だと思います。支援者の人だけが市民ではありませんので、広く活動を知って
もらうよう頑張っていただきたいです。
頑張っている方は、素直に応援できますが、何やら市長を責め立てるだけの方が、気になり

22 ます。大人の対応をお願いしたいです。また、持論が難しく、市民に伝える気持ちがあるの
か、市民の代弁者なのか不安な方もいらっしゃいますね。
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23 どこかと比べる対象がなければ良いか悪いかすらわからない。
24 何をやっているのかが、分からないから。
25 話しやすい議員がいる
26 可もなく不可もないから
27

申し訳ないのですが、議会を傍聴したことがなく、評価どころか、何がどうなっているのか
知らないです。

28 少しずつ若い議員さんが入ってきて、新しいことにチャレンジする姿がみられたから。
29

判断材料がない。ただ、完熟農園の例などを見るにつけ、うまく機能しているとは思えな
い。

30 あまり関わりがない
31 特に大きな問題はないと思うから。ただ議員定数はもう少し少なくてもいいと思う。
32 事なかれ主義、もしくは私欲優先が多いから
33

現在の高齢化を見る限り、目の前にある従来からの問題に対する知見は深い一方で、将来を
見据えた判断材料として、現代的な情報収集等に対応していけているのか疑問。

34 意見が的を得てない
35 皆さん頑張っていらっしゃるので。
36 前よりはまともな人が増えた感じ。IC前の施設がやってた時はダメだったと
37 存在が感じられない
38

録画等みていると寝てる議員が腹立たしい
選挙の時だけ挨拶等きたりその場凌ぎ感が酷い

39 目に見えた事柄がわからない為
40

ほかの市の事は分かりませんが、各議員の活動や審議の内容から評価したい。個々の議員に
より活動に温度差がある。

41 富士川町の方が子育てに関して色々なことが反映されたため
42 議会だよりを読んでそう思う。
43 何をしているか不透明
44

行政のチェックの役割は果たしていると思う。議会、議員が行政に何を提案し、行政の内容
が変わったり、追加されたりしているかが見えないので全面的な評価はできない。

45 市政を考えた議会運営をお願いします。
46 市が活気に満ちて活性化していない！議会の様子を見る限り眠そうにしている議員ばかり！
47

議会はデイサービスですか？議員の若返りが求められているのでは？
また、議論されている内容が少し稚拙すぎるのではないかと感じる時がある。
市民の為に色々話し合いをしていただいているのは分かりますが、いまいち伝わって来ない

48 のが残念です。
知ろうとしない私達も悪いですが…
49

百条委員会設置等、単に反対ではなく、設置し議すれば良いと思うが、何かまずい事でもあ
るのかと思ってしまう。

50 検証、批判（正確な意味で）ができる議員が存在する。広河原山荘の件が顕著。
51

市議の皆さまが頑張っていると思っています。ただ、欲を言えば議員の皆さまが市政に対し
もう少しはっきりと意見を言っていただきたいし、熱い政治をお願いしたい。
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52 平穏無事に観る。
53 行政システムのチェック。
54 表に出て活動している姿を見たことがない。
55

市民に対し、議員の活動の報告がないし、少ないと思います。もっと議員活動を市民に報告
してほしいです。

56 活動が見えない。
57
58

地域の声が常任委員会審査で採択され、定例会の採択を得て、南アルプス市議会の総意とし
て、山梨県知事に届けることができました。
議会の様子など、中継や「だより」で知る限り、住民の要望等の実現に向けて努力している
様子がうかがえる。

59 若い議員さんが活動している。
議員の皆様それぞれ一生懸命やっているのではないかと思います。これからも5年、10年、
60 20年、長いスパンを視野に入れて目先は勿論、農・商・工の南アルプス観光のバランスを考
慮に入れて長いビジョンを考え続けて頂ければと思います。
国会と同じ、事前に質問書を提出し答えるのも良いが、
61 自由に意見を述べ、次回に良い方法を見つける。
市は、与党、野党ではない。全て市民の為の与党で。
コロナ禍、夏の飲みもの券助かりました
62 デマンドバスや、タクシー券やってない他町村にうらやましがられています。
１８才以下と言わず、１０万円給付一律にして下さい。
63 真剣に議論している点
64

市民も議会について関心を持たなければいけないと思いますが、ＣＡＴＶ中継を見ている
が、もう少し活発な意見交換がほしい。

65 市民の声を広く聴くことから始めるべき
66
67

・議会の活動や情報を市民に広く公開している点
・1人ひとりの議員が市の課題に日々確実に取り組んでいる点。
各地区の代表者なので、もっと住民のさまざまな声を吸い上げ、検討して欲しい。
めまぐるしい時代の変化に対応すべく勉強してほしい。

68 個人的に知り合いの２～３の議員の活動内容を評価している。
69 設問が曖昧で（何をもって評価するのか？）わからない
70 自由時間がなく市政に目を向けることができないから
71 市議会の活動をあまり把握していないので評価もできない。
72 居眠りしている人がいる。議員として（お金をもらっているのに）どうかと思う。
73 市民との接点が少ない。
当局の計画、実行にするチェック責任が不十分と感じる。
74 行政には常に問題がある（国・県・市・町の不正の報道を見てもわかる）との意識が必
要・・・市川三郷の例もある。
75 身近な議員さんの人柄
76 一部に農業のことだけを取り上げている人もいるので、少し残念
77 市民の声が届いていないと思う
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78 映像の議会の様子、議会だよりの質疑などを見聞して、一生懸命やっていると思う。
79 実感することが少ない
80 市議会レベルだと、住民の御用聞きくらいの感覚で良い。会派が多すぎる。政党色は不要。
81 CATVで見ることができる
82 みなさん、よくやってくれていると思います。
83 急ぐのか立ち止まってくれない
84 他の市町村に比べると福祉や子育て支援が充実していると感じる。
85 委員会が何をしているのかよくわからない
86 身近に議員がいないのでよくわからない
87 市議会だよりや地元の議員が成果を報告してくれる
88 市民の困りごとに耳をかたむけてくれるから
89
90

議会の様子をCATVや報告を見て選んだ議員が代弁してくれていると感じるが

より期待して

いる
何か問題が起きた場合などに

熱心に取り組んで前向きに対処しようと努力していただき

感謝しています

91 身内にぎいんがいるから
92
93

多くの議員が活発でない
が

一部の議員は個人報告など新聞に折り込みを入れて報告している

ほとんどの議員は活動報告をしていない

テレビ中継等で議会を見たことはあるが

実際に議場に足を運び議会を一度見てみたい（コ

ロナについては注意をしたうえで）

94 地元住民が、議員にお願いした案件を市行政が受け止めて要望事項の改善がなされている。
95 議員報酬は給与ではなく、出席日数に対応した報酬にすべきではないか
96 一部議員の偉そうな態度に、納税者として違和感を覚える。
97 議員がどんな事をしているか分からない。
98 完熟農園問題など、協調姿勢が不足している。いいかげんにして欲しい。
声の大きい議員、当選回数の多い議員、沢山選出されている地域の議員、の意見ばかりが優
遇され、選出されていない地域や力のない議員の地域は、いくら言っても予算すらつけても
99

らえず、いろいろな場所でボロボロになったものをだましだまし使用、南アルプス市として
大きな市になったのに、やっていることは今まで通りの地区地区。こんなに温度差があって
良いのでしょうか。市内全体が良くなって他の地域から南アルプス市に移りたい、と思える
ように考えるのが議会だと思うのですが、間違ってますか。

100 議会を傍聴したことがないため。
101

給料は高いし、質問したらそのまま、住民にわかりやすい懇談会（報告会）等の説明会の開
催。

102 議会運営のための議員質問になっている。
103 議会の内容とその他が聞こえない
104 経済の活性化が感じられない。若者に向けた活動が少ない。
105 議員の数で力関係がつくられる?
106 各議員の活動状況がよく分からない
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107

皆様の努力に感謝しております。
各地区自治会に議員の方々が来て、細かく話をきいてほしいと思います。

108 議員の数が多すぎる。
109

1人あたりの給料が多いと思う。

日割にしたらどうか？

・もう少し元気で新しい事や活発に質問してほしい
・若い人を入れてほしい

110 議員定数が多いため、質問が多すぎて市民に伝わっていない。
111 最近は無駄な出費がないから。
112 年１回くらい地区と議員との話し合いがあってもいいと思う。
113 行政のなすがままで、議会の存在がうすい?
114 聴いてくれる議員もいない

話しても取り上げる感じがしない

115 完熟農園を主体に質問している議員がいます。前向きな議論が欲しい
116 議会だより位では評価ができない
117

市民の声を反映する手段が少ない（ない）
選挙の時だけ活発

118 それぞれの地区の欲張りのように見える。もっと市全体を考えてもらいたい
119 イエスマン。事なかれ主義ではいらない！
120 市議会議員が普段でも、もっと市民の中に入っていくことが欠けている
121 一般質問の内容等で普段の活動の状況が伺える
122
123

質問者も答弁する側もどちらも真摯に応答しているように思われます。ただ、突っ込んだ質
問になると、何となく中途半端に終わってしまう様で、ちょっと残念です。
仕事に誠実に対応していることは評価しています。ただ、議会の議事発動や決定等の文章が
硬くてわかりにくいので、もっと平易な言葉でお願いします。

124 議会では市長の言いなりになっている議員が多い。
125 直近の元気券もそうだが議会が発言しないと動かない活動だったと思う。
126 住民の意見要望が実現可能な議員の増加を望む
議会だより頼みでは活動の知りようもない。提出議案はほぼ全会一致。機能していない。反
対意見とか、付帯決議とかはないのか？
127

議会としての行政のチェック機能もない。市川ほどでもなくても々地域の職員をチェックす
ることが困難なのはわかるが、議員の知識不足に原因が多い4．各部署の職員の能力がない。
例えば、見本の条例案文（⇒国や県で示されたもの）そのままに議会に提出し、それが
チェックできない議員。もっと勉強してください。
予算審議は議案に対してすべて可決の賛成票を全議員が出しているのを見ると行政の監視役

128 ができているのが疑問である。
請願３，５は不採択を見ると全員一致が可決のようけんかと判明した。
129 評価に値しない。
130

皆一同にカタカナ語で話し、老人にはわかりにくい
だからこそ身近な議員は近くで声を聴く必要があると思う。（いつも思っている）

131 他市町村との比較材料がない
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選挙の時だけ通知でお願いします、音は知らん顔これでは選挙に行く気分になれません。も
132 う少し暇なときに車でなくて足で市内をみて歩くと何か参考になるのでは、市民をよく見る
こと
133 議会だよりおよび各議員がそれぞれの議会だよりを定期的に配布している。
134 広報を見る限り
135
136
137

質問の数が多すぎるような気がします。時間制限があるため、議論が深まらない印象を受け
ます。
地元の自治会長、自治会連合会理事、防災ボランティア、消防団副分団長等の活動経験を通
じ、議員との交流もあり、誠実な発言に信頼している。
市職員（公務員）が働きやすい議会にしてください。批判ばかりしないで、職員を励まして
ください。
議員の皆様、本当に大変な仕事でご苦労様です。課題は多いとお思いますが、次世代を担う

138 子供達にもっと投資して良いのではないでしょうか。コロナで大学を休学退学する人が増え
ました。優秀な人材を捨てているのと同じです。
かつて金丸信は「政治は国民のためにある」と言った。ならば市の政治は市民のためにあれ
139

ば良いはずだ！議会でバチバチやる前にもっと地域を歩け。もっと市役所の各課を歩き、改
善すべきシステムを見つけてアドバイスすべきである。何もないわけはない。日々努力！

140 給料取りのつもりでいる議員がいる
141 なにひとつ解決しようとしない

ひきのばすだけ真善美の追求がない文化果つる所

一年間の議会活動を見てみると、各議員が、それぞれの立場で、それぞれの問題点について
142 積極的に発言「何一つ質問もなく傍観し居眠りしている議員」の姿もなく積極的に議論され
ている様子がうかがえます。
143 もう少し本気で仕事をしてほしい
144 政策議論が行われている
145
146

選挙中は色々と良い事は言うが、当選すると、何んにも出来ない、やらない。
住民の声をよく聞く。実践する。
様々な事柄を検討していただいているが状況が改善されていると感じられない、時間がかか
りすぎ

147 議員の皆さんが一丸となり南アルプス市を住みよい市にする事にまいしんしている。
148 市民の代表として市内の事を考えてくれていると思われるから
149 活発に質問がなされ初期の頃に比べすばらしく深まっている
150 議員の質問内容のレベルが低い
151 内容のとぼしい質問ばかりである。
152
153

例えば遊休農地や荒廃農地解消の取り組み状況などの確認だけでなく、その成果についての
確認。又、問題解決の具体的な提案など、実効性のある対応求めたい。
議会だよりを見て、議員はいろいろな点から感じたこと、改良しなければいけない点を指摘
していると感じる。

154 議会だよりの内容で判断できる。
155 何年も何年も同じ質問をかさね揚げ足取りをしているようにしか見えない。

19

156 議員の方々がどのように行動されているかがわかりづらい。
157

・各会派の活動状況も報告してはどうか
・議案に対する各議員の可決状況を毎回「議会だより」で報告していない

158 あまり関心がないので
159 市民目線での討議がされているから
160 げんき券の導入など庶民目線での生活支援策などを実践しているから
161
162

特定の問題だけを永年質問事項としており、内容的には前向きな姿勢は見られない。議会運
営委員会で質問内容について議論しているのか。
CATV、議会だより、新聞等で議会内容を拝見していますが、議員もよく勉強されていると思
います。

163 提案した項目がどう解決されたかわからない

20

NO. 問１５

議会に対するご意見やご要望をお聞かせください。（＊自由記述）

1

必須項目を多くすると、面倒くさくなる人があるのでは？

2

議員の高齢化が目立ちます。議員の定年制を導入してもらいたい。

3

頑張ってください

4

議員さん各自がもっと責任ある市政へのチェックが、そして結果報告をしてください。

5

市民から、具体的な要望を聞き取って欲しい。

6

前市長見たいに、市民に夢を与えて欲しい。

7

首長の言動をチェックして是々非々でお願いします。また議員自らを律し厳格に行動して下
さい。全ては市民のために！

8

私は南アルプス市に住んでまだ5年程ですが、住んでみて良い環境の街だと思っています。議
員の皆様も南アルプス市を良くする為に、日々頑張っていらっしゃる事と思います。これか
らも一個人の意見も少数派として聞き入れて頂ければ幸いです。

9

若い世代、女性、子どもたちが参加しやすい開かれた議会

10 議会が自ら研修会を開き、学ぼうとすることはとても良い。
高齢化が著しいので、若い世代の後継者育成も意識して欲しい。
若い世代も出られるように議員定数を減らし、歳費を確保するなど、具体的な行動を期待し
ます。
定数削減は、現在の地域代表争いのような選挙から、候補者をみて投票する選挙に変わる可
能性があるので、検討して欲しいです。
11 くどいようですが未来を変えられるのは若者です。議員の平均年齢は何歳ですか？男女比率
は？そういうところからじゃないでしょうか。有用なコンテンツを模索する前に、在り方の
問題です。
12 国や都道府県の方針を伝えるだけじゃなく、具体的に噛み砕いた政策を話し合って欲しいと
思います。
13 これは政治全体に言えることだが、若者の投票率や政治への関心の低さを嘆く前に、もっと
若者の意見を聞く場を設けてほしい。
それとこれは学生時代から思っていたが、授業中に選挙カー等の大音量での活動は控えるべ
きではないか。
そういうちょっとした行動でも若者が議員や政治に対する不信感が芽生えるきっかけに成り
得るのでは。
14 今まで感心を持っていなかったが、議員さんと出会うことで考えるきっかけになりました。
15 若い方達の意見が反映されるよう、議員さんの世代交代もしくは若い方達の考えを取り入れ
てくれる議員さんの活動を望みます。
16 市民の代表として更に頑張って下さい。
17 考えの違い等があるから議会なのですが、考えの対立を超えて協力すべきところは協力す
る、そういうことも議会が市民の信頼を得るのに必要ではないかと思います。
18 いつも、市民の代表として頑張って頂いていることに感謝しております。市民に近く、いつ
でも優しい笑顔で私たちの考えを受け止めてくださいね。
また、小さい声を拾って聴いてくださいね。
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19 山梨県にやって来る観光客の僅か1.5%しかやって来ていないのです。年間通じて、観光客が
やって来るようにすることが必要でしょう！その為には、夜叉神峠と櫛形山の２方面にロー
プウェイを架設することです。南アルプス市には、観光客や移住人口を惹き付ける為には、
一番の観光資源は私達が毎日生活して居ながらにして、殆どその全貌が観られない南アルプ
ス山脈です！この南アルプス山脈を簡単に観られるようにすることが一番良い方法でしょ
う！それから、日本三大堰の一つであり、歴史的建造物でもある徳島堰を造るにあたって、
功績を残した矢崎又右衛門の生家を子孫の方達とも協議して、修復して、安藤家住宅と同じ
ように、観光資源にすることです！夜叉神峠、櫛形山、徳島堰、矢崎又右衛門住宅、こうい
う地元の山と史跡を観光資源に活かすことです！南アルプス市には、果樹農家も多いです
が、果樹観光だけを観ても、勝沼町や御坂町など東郡には敵わないです！白根地区のサクラ
ンボ??狩り観光以外に何も無いのが、現実です！
20 不登校が増え続けるいま、それに対する罪悪感や自己否定が子どもたちを生きづらくしてい
ます。
学校に行かない選択をしている子どもたちやその家族にとっても安心して暮らせる市にして
ほしいです。
そのためには昭和時代から変わることなく続いている学校というものへの凝り固まった大人
の価値観を変えていかなくてはいけません。
先日、議会を傍聴させていただきました。
現場を知らなすぎる人たちで話をしても何も意味がない。
悲しくて涙が出そうになったり、
怒りで立ち上がりそうになったり、いろいろな思いが湧き上がりました。
子どもを変えるのではなく、今の時代を生きる子どもの心に本当に寄り添う議会であってほ
しいです。
21 会議だけ出席する議員はいらない
22 今回のように意見を聞くのはとても良かったと思います。
23 長年いらっしゃる議員さんの圧力があり、若い議員さんたちは思うように発言できたり行動
できていないような気がします。これはどこの行政や活動においてあることですが、もっと
みんなで力を合わせて市民の為にっと、行動・言動してほしいです。
24 もっと子育て世代に手厚く！ひとり親ひとり親って言ってますが、ちゃんとチェックしても
らいたいです。本当は親と同居してるのに団地を借りて住んでない！こんなのありえませ
ん！本当に困ってるひとり親の方も沢山います。
チェックの甘さだと思います。もっと市民の若い世代の声を聞き入れなければ何も変わらな
いと思います。議会の動画を見てても全く話に興味のないおじ様方はあくびしてるし見てる
こっちが嫌になります。あくびは家でもできますよ！頑張りますって言って議員さんになっ
たなら全力で頑張ってほしいです。なぜあなた達はその場にいるのか聞きたい！選挙になれ
ばこれからの南アルプス市を変えたいですとか一生懸命頑張りますとか言ってますが正直何
を一生懸命頑張って何が変わったのか全くわかりません。もっと市民が生活しやすく、市民
の声に耳を傾け議会では真剣に討論したもらいたいです。それが議員さんの仕事では？若い
世代の声の大切さにぜひ気づいてほしいです。
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25 行政改革。特に予算の効率的、効果的な執行、DX、職員のやる気を引き出す、また専門性を
上げる人事制度など。今のままでは、職員はアルバイトに代わっても問題ないほどスキルも
マインドも低レベル。
26 感染症対策についてです。学校や保育園等のマスク着用に関して、義務ではなく、保護者の
意向にしていただきたいです。子供の成長過程でのマスク着用による酸素不足や、表情をよ
り取る力の低下が心配です。また、現在感染者がゼロに近い中で、子どもたちの給食も黙食
も今はなしにするなど、対応を弱めてもらいたいです。学校に問い合わせても市の決定が?と
なるので、市の方で子どもたちがしっかり成長できるような感染症対策を考えていただきた
いです。
27 議会の活動を知る機会はあまりない上に、議会だよりなども見ていないという人も多いと思
うので、まずは知ってもらうことと興味を持ってもらうことだと思います。議会だよりなど
に目安箱のようなコーナーを設けて、市政の質問などを受け付けて、次号で回答するといっ
たようなものや、表紙以外にも写真を募集して掲載するといったものがあるいいかもしれな
いです。
28 市のイメージとして、活発さ・積極性などを感じる施策が少なく停滞感を感じます。よ
中部横断道の開通で本来は南アルプス市へ交流人口増加につながる時期かと思いますが、南
アルプスICの目の前には閉鎖されたままの旧完熟農園跡地。公募パンフレットを見る限り、
結局はどこかの企業からの救いの手を待つだけの状況。寂しさを感じます。
前向きな雰囲気を感じられる、スピード感のある市政に向かっていくことを期待します。
29 市民の意見を聞いて住みやすい市を創る
30 現在、不妊治療中の30代です。
不妊治療の検査中に判明したのが、【子宮頸部ガン】と【amh（卵子の在庫数）の年齢より
少ない】ということでした。
女性がこれから活躍していく為にも
①子宮頸部のワクチンの普及はもちろんとして、そのなってしまう仕組み（ウイルスは男性
から女性に移る）や、若者だけでなく保護者にも教育して行って欲しいです。
②amh（卵子の在庫数）を血液検査で数値化出来ます。晩婚化が進んでいく中で、キャリア
を取るか結婚、妊娠をという目安になっていくので、そういう検査がある事だけでも若い方
に知って貰い、保険適用外なので一万円ほどかかるので今後、補助金や希望される若者には
無料で検査をして貰いたい。
未来ある若者に後悔のない人生を歩む、知識とワクチンなどが手助けになって欲しいと考え
てます。
31 市民の意見を反映していける議会を期待します。
32 市民の事を考えて行動して欲しい
33 多分、選挙支援者には、濃厚に接するんだろうが、一般には疎遠な存在だ
34 寝れる人多すぎる
35 もっと掘り下げた市に対する質問を議員に期待したい。
36 議員の年齢層が高すぎる。定年制を導入すべきだと思う。
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37 「富士川の道の駅」繁盛の極みである。アルプス市では何をしているのか？「バイ！富士の
国」と称し新自動車道沿線の市町村はいろいろな取り組みをしているようである（と聞く）
本市では静岡の伊勢丹に出向いて桃を売った！シャインを売った！と一部の人の農産物を売
買して広報等に掲載しているが市の中は全く盛り上がっていない（ように感じる）。市長の
顔も全く見えてこないし議会の顔も見えてこない。市民の代弁者と言いながら何を進めてい
るのでしょうか。市に何を要求しているのでしょうか？国政選挙などの時に出席し前に立っ
ているようでは何も始まらない。商工会や農協もあるし事ここに至って市が何もしないので
あれば、率先して議会人が先導するべきではないでしょうか？問14の行政や予算のチェック
も大事でしょうが、?栄する南アルプス市を議会から推し進めてみてはいかがでしょう。
38 暮らしやすい市政を、子育てしやすい環境作りをお願いします。
39 住みやすい町になるように、活動をお願いしたい
40 今後も市政の向上に努力して欲しい。
41 世代交代、若者中心の議会運営
42 代表、一般質問で得た行政の回答の文面だけでなく、具体的にどう反映されたか、予算がつ
いた、具体的な計画、日程が決まった、等の結果まで見えると議会の働きが見えると思う。
43 完熟農園跡地にコストコ誘致や三井アウトレットなどを要望します。
44 旧完熟農園跡地にコストコを誘致してほしい。中条橋を新しくしてほしい。
45 片手間に議員活動をしているのではなく、もっと議員活動に力を注いで頂きたい。
46 他町ではなにかと騒がれていますが、本市では公平公正な取り組みが行われていることを
願っています。
47 まともに政策提言ができるように努力すべきでは？
限られた議員報酬の中での自己研鑽には限界があるかもしれないが、学ぶ方法はたくさんあ
る。学ぶ意欲があるかないか、である。
48 議事、質問者の内容などをできるだけ速やかに知らせること。
49 アルプス市議会が県を動かしたり、国を動かしたりするようなエキサイティングな議会運営
をしていただきたい。◎コロナワクチン接種をお願いします！
50 議員定数を削減し、報酬を上げる。現役世代が立候補し易くなるのでは。
51 官製談合防止対策。比較的に公正な編集がされていると思う。議会内でリニア建設に対して
の議論はされていないのか、議員各氏の見識を疑う。
52 人口減少、少子超高齢化ならびに耕作放棄地問題についての議論を活発におこなってもらい
たい。
53 缶拾いですが、手ぶらで回っている事が多い現状が実態です。又、河川清掃も意味のない事
だと強く思っています。実態を把握してください。結論を言いますと、廃止の方向で検討し
てください。強く要望します。
54 行政に対してチェック機能がはたらいていないと思います。富士川町や市川三郷町の問題が
あり、南アルプス市でも同じようなことがあるかチェックをお願いします。
55 地域の役の負担が多すぎて、若い人たちが組に入らなくなっている。仕事や家庭（子育て）
の生活に支障がでている。このままだと若い世帯が外にでていってしまう。市において見直
しをしていただきたい。
56 各議員さんは地域の人との交流の場を設けるようにしたら良い。
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57 ＜市政の方向を決める意思決定や政策立案について＞
特にまちづくりビジョン「新しい観光都市構想」を議会と市民協働で先進的なビジョン
を立案したい。
58 旧完熟農園の再利用について、多くの市民より意見、提案などを募集し、議会で検討してい
ただきたい。中部横断自動車道山梨静岡全線開通により地の利を生かした活用が期待される
が、企業誘致がなかなか進まない中で新たな視点に立った意見が必要だと思う。
59 市民との対話の場を多くもうけてほしい。住民の意見、要望がすいあげられ、その実現に向
けて努力する議会であってほしい。
60 各議員の「Q」に対し「A」の中で、検討する、協議する等、数多くの「A」があるが、その
後の進捗はどうなっているのかを議会だより等にて知らせてほしい。又、各議員さんは
「Q」に対して「A」で理解されているのか？知りたいです。
61 金丸市長をはじめ、議会活動及び議員活動は精神かけて行動している事と思います。地域に
在住している一人として小笠原商店街の衰退は寂しい限りですが、これからの活性起爆剤と
して小笠原橋の架け替えを早期にやってほしいと思います。過去、故

石川豊町長様の時に

計画があって、多くの方々が喜んだことと思いますが、中止になった経緯があります。小笠
原長清公のイメージを入れた小笠原橋の早期着工を切に要望いたします。
62 小笠原橋架け替え工事、念願の夢が実現するということで、コロナ禍心晴えない日々にうれ
しいニュースです。議員の皆さまのご努力に感謝しつつ、又ご努力に期待し小笠原商店街の
活性化にぜひともつなぎたく思います。モニュメントの設置も強く要望します。
63 １．小さな市民の声を議員まで（市に寄せられた声は、市役所内で終わっている）
２．道路整備も大切ですが、市の職員の教育も大切に。意見を言っても通らない）
私は以前区の役員を。その時、区民の声を写真と文書で市に・・・半年経過してもダメ。
区の人から「区の役員はダメ、市の議員に言うから」、次の日、市から「立ち会って見てく
れ」・・改善した。

・・・市の職員の教育を！！。

64 地域が抱える諸問題を拾って議会で協議し、政策立案をお願いしたい。見てくれのパフォー
マンスは辟易するが、地域住民の抱える問題を泥臭く取組んで頂き解決の方向に導いて行く
事が議員の宿命だと思う。生意気ですみません！！。
65 ・会派ごとの報告はみたことない。
・審議の賛否は個人個人のを公表してほしい。
・共産党市議団の議会報告しか見たことがありません。評価しつつ、より良い町づくりに御
奮闘下さい。
66 これからも市全体無駄を省き素晴らしい市にしてもらいたい。
67 いつもいつも、一人として乗っていないコミュニティバスの運行をどう思っているのです
か？。ガソリンがもったいなくて切ない。一考を要する事案です。
68 市川三郷談合のようなことが南アルプス市でおこらないことが、南アルプス議会の最大な喜
びです。
69 今の議員定数でよいのか、他の市町村でも定数見直しがあるが、本市でも検討してほしい。
選挙公約にも何人かの方は挙げていたが、この話題がない？。
70 議員自身で考えるべきである。
もっと市民の目線で議員活動に努力すべきとあると思います。
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71 市職員が多すぎる。南アルプス市道の草取り等、暇な課の職員がすべきである。
72 ・本アンケートの目的が曖昧であり、もっと踏み込むべき！
郵送料・集計・分析で税金をかける割にＡｎｓに期待できない。
・集計・分析結果について、触れてないが、公開すべき。
73 生活弱者が少しでも安心して生きていけるように、活動してください。
74 ①答弁者の役職名と苗字だけでも入れる方が良い。そうすることに依って事案についての担
当部課や答弁者も解り、市民の理解も深まり、議会だよりも身近に感ずる。
②議員の質問に対し、市長答弁は「発言はしていない」となっているが、議事録等で確認の
上で行うべきである。もし、あったであればもっと追求すべきである。
75 南アルプス市のためにいつもありがとうございます。政治的な事に全く関心がなく大変失礼
なアンケート結果になってしまい申し訳ありませんでした。自分の住む国の事、街の事、人
まかせにせず関心をもって関わらなければいけないと分かっているのにダメだなぁとつくづ
く感じました。
76 当地区は議員がいない。だから市行政は遠いものになっている。たとえば、上八田地区では
公民館の立て直し（建築）を考えている。重い住民負担で市からの補助はどのくらいあるの
か…
77 市民のために、利害関係なしで働いて欲しい
78 女性議員の割合を増やす目標を示していただきたい。
79 今の議員は選挙が近づく頃に4年間の実績を市民に訴え、あたかも私は市民の代表で市政を
担っていると言いますが、選挙の為の政策ではなく、常日頃市民の生活に密着し市民の為の
政策をするべきと感じる。特の某議員が何年も前に結論が出ている市の建築物の設計業務に
いちゃもんをつけ、自分たちが議会で採決した事案を永遠と文句を言うことが私には理解で
きない。又、議員定数の削減をお願いしたい、定員を16名ぐらいに減らす中で若い世代の議
員が育つ仕組みにしてもらいたい。議員の報酬で十分生活が出来、市民目線で政策を考えて
いただきたいと思います。
80 議員の団体（会派）の主張がわからない。（共産党は別として）
81 立派な装丁の会派の議会報告が時としてありますが、普通の議会報告の方が好感が持てま
す。
82 旧完熟農園はコロナも治まってきたので、早急に対応して欲しい。いつもでたってもそのま
んまの状態で、難しいのはわかるが、経費がかかっているのだから専門家等が動くべきと思
います。
83 住民の思いや考えを市政に吸い上げて欲しい。他の市から引っ越してきて不便だと思うこと
もあるので考えて欲しい。
84 議会だよりを見なければ、アンケートにも答えられなかった。一部アンケートで意味がある
のか。
85 【要望】
荒廃地の問題・・・荒廃地の現状は目を覆うものばかりである。隣接する園もだんだん侵食
されて拡大していく。
議会だよりの質問の荒廃地検討委員会の早急の設置と、即対応としては、地権者に直接働き
かけて善処を要請すること。
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86 議会の質問はどのようにして作成されているものか。例えば会派で検討され作られているの
か、個人的に作られているものか等。
87 完熟農園の解決に時間がかかりすぎている。補助金の縛りがあり、農業関連でないとダメな
のか、もしそうなら別の方法でやることを考えないと、税金の無駄遣い。責任の所在も曖
昧。市の大きな負債であり、早急な解決（責任んも含め）を求めたい。今行っている募集
も？
88 南アルプス市の良さを動画コンテンツで発信して欲しい。山梨県のどこにあるのかわか皆ん
な知らないので。
89 地元の議員は「報告会」等を開催してもらえると良いと思います
90 完熟農園の早期（指定参入者）による扶助
91 何か特色を持った市にして欲しい（住みやすい市・住みたくなる市に）
92 市の中心部においては、住民の高齢化が進んでおり、町内会組織（役員）の構成が困難に
なっております。（特に自治会長の人選）市当局のテコ入れと、議会のご指導をお願いいま
す。
93 市の良い所をもっともっと（人でも物でも場所でも）外に向けてアピールしてもらいたい
94 過去の議会において、議員の質問に対して答弁した部長が、この答弁は私の考えです。と胸
を張って答弁し、議員が何度も、答弁は部長の考えですか？と再確認をしていましたが、そ
うですと答えたのをCATVで見ました。議会の答弁は、市長の方針に基づいて代理で答弁する
のが本当ですが、それが分かっていなう部長もいました。今の金丸市長だったらきっと部長
を注意したと思いますが、過去には基本的なことが分かっていない、程度の低い部長もい
た。現在の部長は優秀だと思います。テレビを見ていると議員の質問は正確に質問するため
に質問事項を書いたものを読むのは良いと思うし、市長も広範囲にわたる質問に対して答弁
するために良いと思いますが、専門家である部長の一部には、ただ答弁書を朗読するようす
が映し出され、多くの市民も答え合わせが済んでいるではないかと不自然に感じていると思
います。
95 一人の議員が意見を言っても通らない。（多数決ですよね）
完熟農園やループ橋など無駄遣いをしている。
96 市議会ばかりではないと思いますが、市役所の職員にTELしたところ、地区に来てくださ
り、皆様下水のことで困っています、道路のお金も払っていると思いますが、もう何年今の
ところに住んでられるか不安です。
97 高齢者タクシー券ありがたいですが一枚しか使用できないので通院する場合一枚ですと現金
を出すことが多くなり大変です。ぜひ、二枚一度に使用できるようお願いします。
98 市民の立場でひとつひとつ丁寧に審議してほしい。議会だよりの審議結果など参考にしてい
る。
99 ・完熟農園跡地が市民にとって有効活用されることを望みます。
・南アルプスinfoを活用していますが、閲覧した後も「NEW」が残っていて、同じものを何
度もみることになる。
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100 いつの世でも市民の一番の関心事は、首長でありその職員なのです。市の発展は、この２者
の資質により左右されるのです。決して議員ではないのです。議員の役割は、市民の目線で
市政や行政のチェック機能を果たすことなのです。今回の市民アンケート調査はむしろ逆
で、市民側から議員緒兄にアンケート調査をすべきだと考えますが、ご意見伺います。
101 議会だよりだけでなく、機会あるごとに情報発信を
102 予算健全化をルーチンにしてほしい
103 コロナ禍で毎日の暮らしに大きな問題を感じることも無く生活できていることに感謝してい
ます。市民のパイプ役として、市民生活の安心・安全を守るためにこれからもがんばってほ
しいです。
104 子育て支援についてもっと議論してもらいたい
105 完熟農園の後処理がどのような経過になっているか
106 世間には議長のたらい回しが良く言われます。南アルプス市の議長で、過去に素晴らしい議
長は居たのでしょうか。また、選出方法、ルール等を紙面で紹介してはいかがでしょうか。
107 完熟農園問題はもっと早期に解決すべきである
市庁舎をなぜ南ア警察署及び南ア消防署のある、沢登地区へ移転しないのか？災害時を考慮
して市庁舎移転を考慮を願う
108 議会が市政のチェックをしっかりしているのかどうか
特に感じる
109 空き家
110 子供

過去の消防本部のパワハラ

他の市町村の汚職問題があったので

観光課の使途不明金？

耕作放棄の対策
お年寄り

若者が身近に、気楽に入り込めるようの親しみやすい議会であってほしい

です
111 親しみやすくわかりやすい議会を望みます
112 市川三郷町の不正事件を見て
署の問題等

当市でもそのようなことがないかチェックしてほしい

マスメディアでしることしかないのでもっと

消防

議会で問題等を取り上げてほし

い
113 コロナの予防接種を毎週、毎週本当に熱心に取り組んでいただき多勢の市民の方々が感謝し
ている事と感じています、2回目の予防接種が11月13日に無事終了すると聞いて金丸市長を
初め市議会議員の皆様、市役所職員のコロナ対策に携わって頂いた全員の皆様に感謝申し上
げます。

本当に長い間お疲れさまでした

114 市政の方向性について

又ありがとうございました

一般質問等で市長に問うているが担当者（部）が答えているので、

本来市長が答えるべきではないか、議員が満足しているのはおかしいと思う
115 自治会連合会専門委員会で行った市に対する「政策提言」例えば、今春（３年度）の「消防
団のあり方に関する政策提言」等について、市では単に聞き置く程度しか関心がないので、
消防団の負担軽減のため政策提言の意見も拾ってください。
116 南アルプス市の議員の数は、他の市と比べると多すぎる。
南アルプス市の道路整備は、他の市と比べると遅れている。もっと議員は頑張ってもらいた
い。
117 例えば消防本部のパワハラ、市民の税金のむだ使いになっている様な事に対して、もっと積
極的になって欲しい。
118 完熟農園の有効活用で、南アルプス市活性化に取り組んで欲しいです。
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119 住みよいまちづくりをお願いします。市議会議員の定数を１６～１８人でお願いします。
120 単純に税金をばらまく政策は止めたほうが良い。テレビで話題になった生理の貧困に関連し
南アルプス市内の中学校に生理用品設定を提案した女性議員がいたが、話題性だけですぐ飛
び付くのはいかがなものか、大切なみんなの税金の使い道は良く考えて決めて欲しい、本当
に必要な所に使うべきである。話題になるからと飛び着くべきでない。
121 議会の人達も観光地を見学してほしい。市長も議会も市有林をよく見てください。
122 将来の子供達に、負担を少なくする努力を望む。
123 議員は見識をもち、研鑽をつんでほしい。
124 市議会での各議員さんの質問内容は、一部議会の為の質問で平素の活動の中で生じたものと
思えない質問がある。厳しい状況の中一層のご健闘を期待します。
125 普段の挨拶
126 アルプス市の議員らしい発言態度を取ってもらいたい人がいる！
127 コミュニティバスの件です。あんな大型バスが毎日走っていますが、乗客は０か１?２名で
す。経費は年間いくらかかりますか。また、マイクロバス・ワゴン車ではダメですか。12月
の広報に回答願いたいです。バスの問題は、市民の多数の言葉だと思います。自治会役員よ
り
128 各地区ごともっと議員さん達と座談会が必要
129 活気ある市政・行政の推進
130 バスの問題は、市民の多数の言葉だと思います。自治会一役員より（123）
131 地域の小さな悩みも「お金がない」の理由でスルーしないで?
132 ７５歳以上の福祉について、特に医療？今は１割ですが２割になると聞いていますが、生活
が楽ではないので、ずっと１割でお願いします。
133 もう少し地に足をつけたドロくさい議員がほしい。
追伸

①合併時に１０年後という事で手紙を書いたかその地域は？

②なぜ市職員は消防団活動に参加しない、日中地域にいるには市職員ではないか。
③市職員が空き缶拾いやゴミ集めをしているところを見たことがない、甲府市では行ってい
る。
④財政が黒字とあるが、イベントが行っていないとあるが笑わせるな！イベントが行政では
ない。そんな金があるのなら農水路を補修すべきだ。何故追及しないのかな。
⑤高齢化の中で免許の返納を進めている、運転ができない者が増える中で粗大ゴミは、なぜ
市内３か所なのか、各地域に出せないのかおかしい。
⑥地域の組にまかせきり行政である。たくさんの回覧はおかしいのではないか。
職員が地域にはりつくべきだ、組の役員を行った方がよい。
134 議員の方々の年齢が、もっと若くなってほしいと思います。

その為に知恵を出して

若い方々の能力を引き出せるようにして下さい。
135 どんな会社にも定年があります。
又

定年制を行う考えはありますか？

市議会議員には定年はありますか？
検討をした事はありますか？

136 ①議員定数を削減して下さい
②削減した分は、議員の給料UPに使用しても良いと思う
③甲斐市・笛吹市は、すでに実施しているのに、なぜ実施出来ないのか公に発表してほしい
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137 議員の方と市民の交流の場は、特に多くして下さい・
138 CATV中継中居眠りをしている議員がいます

不誠実です

それも常に同じ人物です

139 10~20年後の南アルプス市がどうあるべきかビジョン案がききたいです
140 今回のアンケートの実施は良いと思います
141 昔は議員は近くに感じたが、今は違うようだ。時として各地区での議員との話し合いなどを
して意見を聞いてもらいたい
142 本会議の様子をテレビで観ていると、質問する議員が一度も顔をあげることもなく、ただ質
問用紙をひたすら棒読みする姿勢が見受けられます。これでは、誰が見ても市民の声を反映
して（代表して）質問しているとは思えません。もう少し自分の声で発言した方が市民に訴
えるものがあると思いました。
143 町を二分するような問題があったら、もっと問題について知りたいので、情報を発信してほ
しいと思う。
144 市議会だよりを楽しみに読ませていただいております。市の課題をしっかりととらえていた
だいて、今後ともご活躍いただきたくお願いします。
145 議員が逮捕され、議会に出席できないときの日当、手当が支払われていると聞くが（韮崎市
議会）南アルプス市ではどうなっているのか？
146 俸給どおり毎日を見える活動をしてほしい
147 ネットでも市議会だより、活動報告って検索できるの？数年先のことを考えれば市内小中学
校生の傍聴も検討してみてはいかがでしょう。
148 定員の削減をお願いしたい。
149 高齢のため毎日やまなみ公園を散歩しています。最近目に付くのは子供たちのサッカー、ラ
クビー、バスケなどに本格的また友達との運動のためによく頑張っています。
バスケのポールが2本あるが隣にも2本立てたらどうですか？サッカーネットの破損がみすぼ
らしいよ。
150 lineやFB等を利用して広く知られるようにしてもらいたい。
151 意見や要望もできるのですか、それだったら今後市議会選挙にはいく予定です。
152 もっと身近に寄り添うことを願う。今回コロナ接種の時、どうしてよいかわからない老人も
いたと思う。こんな時だからこそ力になるのが仕事ではないか・・常に思っていたことで
す。議員になろうとしたときの気持ちを大切に、もっと身近に人の話を聞き力になる。それ
が始まりだと思います。そして議員は先生ではなく、○○さんです。決しておごらず、やさ
しさを忘れない、私はそのことを望みます。今後も見守ります。
153 議員は市当局からの具体的な答弁をもっと引き出す努力をしてほしい。
154 選挙の時だけ通知でお願いします、あとは知らん顔これでは選挙に行く気分になれません。
もう少し暇なときに車でなくて足で市内をみて歩くと何か参考になるのでは、市民をよく見
ること
155 市民の声が反映され、それに答える議会
156 コロナ禍のもと議員の活躍に敬意を表し、深く感謝している。今後も次代を担う若者達のた
めにご尽力いただけますようお願い申し上げます。
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157 「洪水時避難施設の浅原区新設について」
浅原区自治会としてR3年9月に、地区民381世帯に「防災・減災に関するアンケート」を実
施。地区防災計画づくりのためですが、意見として「全域水没地域ではどうしてよいかわか
らない」「避難所が遠い」との意見多数。浅原には高台が無い。江戸時代に釜無川土手に
「避水台」が作られた。「令和の浅原避水台」を作りたい。浅原区自治会として、集落セン
ターの建て替え計画を持っています。県や市の協力を得て、リニア残土で盛り土をし、高台
を作って「洪水時避難所建設」（１Fを集落センター、２Fを避難所）自治会として建設資金
積み立て中。（防災リーダー）
158 １期４年で議員活動の時間を考えると大変な職場と思います。限られた中での活動ですか
ら、行政は共に学びながら進めてください。市のビジョンが見えません。作っていただきた
いです。議会に対する意見、市長への手紙等頑張ってください、大切です。私たち市民から
見るとどちらも公務（税金）で地域住民のために頑張っている議員さん公務員さん共に託し
ますので改革努力をしてください。固定資産税も本市は高すぎますよ。私は４０万円です。
159 ジェンダーフリー教育を、幼児期から始めて一生を通して男女が平等であるという意識の変
革が必要。いじめや、性暴力（DVも）をなくしていかなければ、まずは大人が変わることが
大事。
160 議員の笑顔いっぱいの県外研修写真を見ると腹が立つ。いつも議員にも言うのですが、研修
は職員にさせて、議員の研修は必要ないと思う。（資料の送付、リモートで何でもできるか
ら）
161 甲斐市、他の市と比べ議員数が多すぎる。15名くらいで充分です。
162 意見を言っても無駄である。かつてのように直接会う機会を与えよ。雑草に金をかけて水を
かけ続けている。etc
163 南アルプス市の玄関「南アルプスIC」前の県道の街路樹の手入れが全くなされておらず、
景観が損なわれている。改めて市内の道路（国道・県道・市道）状況を確認してみると、ほ
とんどの道路で草木が生い茂り、他県から観光客を誘致しようとする「おもてなし」の姿は
見られません。観光客誘致を言うならばせめて市の入口くらいはきれいにしましょう。
164 もう少し本気で仕事をしてほしい
議会の態度が悪い
165 CATVで観ているので、座席の人もきちんと座って
（居眠りなぞしないで下さい。）
166 目安箱的な市民が困り事まど、気軽に質問等が出来る
システムを開始して欲しい。
167 議会傍聴して
168 市民から困っている事を相談された場合速やかに行動していただきたい。
裏のアンケート「議会だより」と「今回のアンケート」を直接市民とのつながりが出来るも
のです。今後ともこの様なアンケートを年2回位実施して下さい。
169 議員歳費（税金受給議員）月額３５万ボーナス（８０万）
すべてわれわれの血税だよ、一期だけで総額２０００万
議員なんかボランティアで充分もしくは半額カットだよ
170 旧完熟農園が説明ぶそくとおそすぎる
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171 与党、野党とあるが事が望ましくない。南アルプス市を良くする事を議員全員で考えるべき
で人の穴を探すより自分の襟を正して元行政人の様だが議員としてふさわしくない人が多
い、
172 議場でしなくても良い質問をしている人が多すぎる。
173 議員も勉強し（自治法)みなさんが、リーダーになれるような議会活動をしてほしい市民の中
にも、間違いを指摘しない住民が多数いることを自覚してほしい。
174 何を質問しているかを良くわからない人が多い
175 議員個人と面識が無い為話す機会が全くない。たまに顔を見て会釈しても、うさんくさいよ
うな顔をされるのみ。
176 小笠原橋の建替え
空き家の問題

空き家市で買い取り

アパートとして市民に貸してもらいたい

177 市町村の長となれば、事業に対して業者からいろいろと誘惑があると思いますが、絶対にそ
の手には乗らないでください。市の名前に汚点が付きます。
178 批判型議会ではなく提案型議会にしてほしい。
ペーパーレス議会への移行。
完熟農園跡地へのコストコ、アウトレットモールの誘致。
179 市民が暮らしやすい市を作ろうとなさっているだと思うのですが、一部の市民のためになっ
ているように感じる。何も声を出せない人のことも考えて欲しいと思います。
180 ・年に二回ぐらいはCATVで全議員の活動報告をさせること
・選挙の時に発言していることをどれだけ実行しているか、市民に報告していない
・今回のアンケート結果と、その後の議会改革がどの程度行われたか報告してもらいたい
181 地区・自治会との話し合いからの意見の吸い上げをお願いします
182 議員の敷居を高くしないでもっと低くしてください
183 縦社会の弊害、縦割り行政を何とかしてもらいたい。行政（市役所）の敷居を低くして欲し
い。（・横のつながりがない。・法令を柔軟に解釈できない。★別に用は無いけど市役所で
も言って世間話でもするか）
184 もっと街中を歩いて、自分の目でチェックを！！川や道の占拠、ゴミ・破棄物で
185 市民の声を聞いて議会での政策提案に活かしていただきたい。これからも市民のための市政
運営を推進していただきたい。
186 議員定数削減に取り組んでほしい。定員削減した分の議員報酬額を若い人が立候補に意欲が
出るよう、議員報酬額を引き上げ、中長期的に取り組んでほしい。
187 仕事をしない職員の排除
188 １．通学路の安全対策・・・果樹、草木の伐採と交通標識（徐行、止まれ等）の設置、及び
道路上の白線の塗り替え
２．犬の放し飼いと野良猫への餌・・・迷惑防止条例の対策
189 明るいまちづくり、住みよいまちづくり、市政への日々の取り組みご苦労様です。
190 自作農地周辺の遊休農地の雑草がひどく、1.5ｍ以上にも伸びている所も多いため大変に迷惑
をしています。行政で何とかなりませんか？道路側の雑草が多く、通行の妨げになっていま
す。早期の草刈りを希望します。
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191 市議会議員の皆さまには、日夜における議員活動ご苦労様です。さて、市の施設でその管
理、運営を第三者に任せている箇所がいくつかあります。主には指定管理という形式であり
ます。しかし、この制度はいいようですが、市はある団体へこの方法で管理、運営を任すと
５年位はその任を丸投げ、後はほとんど関与していないのが実態です。ところが内部を見る
と、その弊害たるや尋常ではないとの指摘が多くの市民から聞こえてきている。これら施設
の管理、運営団体の職員は市の職員ではないので、先ず、行政事務の経験がない。こういう
団体職員が、市の重要な協会、施設の管理、運営を行うということが大きな問題でありま
す。
体育協会や桃源文化振興協会などは指定管理に指名されるも、公募ではなく特別指定などと
いう理解できない方法をもってその職に関わらせていることに、多くの市民が疑念を抱いて
いることは事実です。施設管理、運営の委託は、正々堂々と広く一般から公募し競争させる
ことにより、疑惑のない正常な管理、運営ができるものであると思います。どこにおいても
特殊な業務などはあり得ないし、どの団体が携わってもできる仕事であります。議員の方々
は、こういう隠れた実態を注視し、健全な施設の管理、運営を行うよう目を向けるべきであ
ります。
192 寝てる人がいました
193 時々議員と話をして少しは知っているが、議会活動は市長につくではなく、議会人として議
会で意見等出すことと、何かの事案等で反対者の意見も聞き、議会運営を正しく行ってほし
い。今のままでは決して正しくない事も多々ある。
194

市民一人一人というよりは議員一人一人のかかえるべき事業だと思います。議員としての
意識をしっかり持って市民を考えた時、おのずとわきでてくるものと思います。

195

改善すべき点というより、議会の活動が不透明であり議員勉強会をもっと活用して（基礎
学習が必要と思います）、各自の自覚がほしい。

196 ５０歳以下の議員が少ないので、もっと若い議員が増えるようにするための、議員による若
者への研修会を行い、若い人の意見が議会に反映されるようになるといいなと思う。
197 いつの世でも市民の関心ごとは首長であり、職員なのです。市の発展はその二者の資質に
よって左右されるのです。決して議員ではないのです。議員の役割は、市民の目線で市政や
行政のチェック機能を果たすことなのです。
今回の市民アンケート調査は、むしろ逆で、市民側から議員諸氏にアンケート調査をすべき
だと考えますが、ご意見を伺います。
198 農業関係が多すぎる。会社などへの提言など。誘致してほしい。
199 CATV中継を聞いていると何回も同じ質問ばかりしている議員がいるが解決しているのでは？
他に地域のことに熱心になってほしいです
200 質疑応答で市の回答後、現状（問題点）の結果を知りたい。→でなければ、形だけの議会に
なってしまう。
201 観光の方に力を入れてほしい。
202 市議会議員の定数を減らすこと
203 居眠りはもってのほかであるが、いつも参加している意識を持つ。
質問を棒読みではなく、よく理解したうえで行う。
また、市役所側の返答も原稿を見なくてもできるように。
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204 議員が自分の地域ばかり考えず市全体を見て欲しい
205 議員がもっと勉強してもらいたい、資料ばかり見ており真剣みが無い．
富士川町議の方が態度が良く見えた．（

席議員全員）

206 夜議会開く
207 1人の議員さんは議会報告を良く出している
208 住んでいる地域は、住民も減少しており高齢化と過疎化が進んでいる。空き家も多く雑草や
庭木も伸び放題で道路にも覆い被り、又耕作放棄地も雑草が雑然と周りの農地にも浸食した
り耕作放棄地が点在している。農地は高齢で耕作できず、草刈や除草剤散布も年々厳しくな
り管理できない状況になっている、この農地を今後どうしたら良いのか？、処分してもいい
が！！。他所に迷惑をかけない為に何とかしたいと思うのだが、妙薬が無く助けて頂きた
い。
209 日常の生活密着道路等の改修改善等にもっと目を向けて欲しい。車で通行するだけの道路の
拡幅より先だと思う。
210 先人が開発された本県は、峡東地方の勝沼を中心として拡がったぶどう、一宮を経ての桃、
そして、我が峡西地方からスモモ、白根八田方面の桜桃、また、桃とそれぞれの品種が改善
され今や全国で生産量が３分の１をしめる落合で開発された貴陽・皇寿、又ぶどうではシャ
インマスカットと海外までも人気需要が広がっているという。こんな素晴らしい自然の恵み
があるというのに、後継者がいないという、政治の変化が社会の変化が事情は様にあろう
が、離農者は年々増加し新規就農者は知れている。現在まで、我が国のため、農家が後継の
若者も、多くが他の道を求めて都会へ出、また地元に住んでいてもあまり手を出さない。し
たがって、農業従事者は平均６０代。すでに、高齢化していくという、ただ事ではない。米
作りその他でも、農の先行者暗い。自然に恵まれた農地は希薄になってやがて日本は沈没
だ。緊急な抜本的な対策、大鉈を振るって欲しい。
211 インフラの整備について
212 若草の市道がでこぼこです。また、道路と歩道が草で狭くなっている所があります。
213 国民健康保険税は減税されてありがたいけど、介護保険は高すぎると思います。
214 草がぼうぼうだったり、街灯がなく真っ暗だったり、車がビユービユー走るそばを自転車や
歩行者がいたり、安全治安が置き去りにされていると思います。
215 市会議員の定数を１８人～１６人で構成してもらいたい。
216 今の議員さんたちには、魅力がありません。
217 市民の一番身近かであるべき議会が身近な問題に取り組んでいない。たとえば、①無医村状
態である八田・源・芦安などなど、どう解決するのか
んど行われていない

②水路の水漏れ対策が市としてほと

③市職員が、なぜ消防団活動に参加していない

④ゴミ問題

車がな

いかていもあるが取り組みがない、地域の収集場所で粗大ゴミが出せないのはおかしい。
218 いつだったか忘れたが、議会場にて独演会が催された。（生の演奏）事は一般市民には知ら
されないし特権を利用しているのは不公平である。
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219 子育て世代の力には全くなってない！学校教育の事にも無関心！子供達はみんなが同じよう
に勉強できるわけがない！世の中には学習障害で苦しんでる子供達は沢山！学校でも行き場
がない！なぜなら、情緒でもなんでもない、ただ教室の授業のスピードについていけないだ
けだから！勉強できない子供が悪いと言ってる人がいたようですが子供が悪い訳では決して
ない！わかりたくても分からない子供の気持ちわかりますか？
220 旧完熟農園を早くうまく使わないともったいない。
221 コミュニティバスも、バスをマイクロ等取り入れていただき、もっと狭い道も運行してほし
いです。
222 回答を広報でお願いします。令和４年の3月号頃まででお願いします。市議会だよりでも。
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