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問 10 議会に対する意見がありましたらご記入ください。 

 

NO  性別 年齢 居住地 

市政（市議会） 

・市議会の評価（良い評価・激励） 

60  時々議会だよりを、いただいております。 女性 70～79 歳 勝間田 

89  

誰が議員をしているのさえ、名前も分かりません。議会だよりを見ても、

マンネリ化していつも一緒のように思います。ただ、人の話を聞くと知

り合いの議員に色々困ったことがあると良くしてもらったと言う話をよ

く耳にします。誰でも話して良くしてもらう方法はないですかね。 

女性 60～69 歳 静波 

133  

議員さんの中でも自分の報告書を作成して下さっている方もおり、分か

りやすいと思います。そんな議員さんが多くなるともっと身近に議会を

感じることもできると思います。 

女性 70～79 歳 萩間 

・市議会の評価（悪い評価） 

97  何もしない議員がいると聞いたことがある。 男性 50～59 歳 大沢・菅山

378  
議員の勉強不足、何も意見が出ないではないか。議員の努力の姿が見え

ない。議員の資格なし、無駄が多すぎる。 
男性 70～79 歳 相良・福岡

416  

市民の代弁者として、市に物を申すのが、議員の仕事ではないか？おか

しなことに、市の代弁者として市民に物申す議員がいる。全ての案件で

はなく、ある特定の事に関してであるが…？いらないねぇ…こんな議員

は！！ 

男性 60～69 歳 坂部 

440  

議員の立場を利用して自分の仕事を利用している人もいると聞きます

が？議員の報収はボランティア位にして、あまりに高給すぎると思うの

は私だけでしょうか？ 

女性 60～69 歳 相良・福岡

585  議会改革の具体的な目標が見えてこない。市民からの信頼の回復等。 男性 70～79 歳 勝間田 

686  眠っている方がいると聞きましたが・・・。 男性 40～49 歳 大沢・菅山

701  
「市議会」と聞いただけで、固いイメージがある。もっと、ざっくばら

んに話のできるようなイメージでもよいので作ってほしい。 
女性 30～39 歳 坂部 

・新聞記事について 

73  

静岡新聞に、牧之原市議会が情けない、ひどいと書かれていました。し

っかりとした議論をして頂き、しっかりと自分のためではなく市民のた

めに議員さんには働いて頂きたいです。 

女性 30～39 歳 静波 

105  

7 月 6 日(土)静岡新聞「牧之原市議会、定数削減」「問われる、議員の資

質」に関して、17 から１６に削減されたようですが、今の地方議会無用

論の有る中“少数精鋭”でいった方が良いと思う。予算案、決算の数字

を見る位 10 名程度の人達で良いと思う。 

女性 60～69 歳 波津・須々木

256  
牧之原は人材がいない。給料目当ての議員があって役に立っていない。

先日の静岡新聞のコラム通りである。 
男性 70～79 歳 牧之原 

284  

静岡新聞の記事がなければ（堀内りょう記者）このようなアンケートは

なかったのでは？もっと早くなれあい議会を改善しなければいけなかっ

たのではないか。この費用もかかっているし、もっともっと足らざるを

知る市政を考えてテーマを持って目標を立てて進めて下さい。 

男性 60～69 歳 細江 

302  

静岡新聞 7月 6 日『問われている牧之原市議会議員の資質』牧之原市の

向上にしっかりしたビジョンを立て、市民の生活が少しでも安定し、楽

になるよう頑張ってほしいと思います。 

女性 60～69 歳 大沢・菅山

377  新聞報道のような議会では困ります。 男性 70～79 歳 波津・須々木

492  
先日の静岡新聞の牧之原市議会、市政の記事を読んで失望。議員さんも

っと頑張れ。 
男性 60～69 歳 勝間田 
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NO  性別 年齢 居住地 

529  

議員の仕事ぶりが見えない。定年制必要だと思う（70 才迄）（活気ある

市づくりのため、若返りが是非とも必要では。）定員１名減というがそれ

で良いのか？１区１名法は時代に合わないのでは。私達が委ねていた市

議会の様子等、傍聴した新聞記事を見た。10 月には選挙です。議員の自

覚を促したいと思います。 

女性 60～69 歳 大沢・菅山

561  
静岡新聞に載ってしまい、牧之原の議員さんの資質が問われている気が

しました。あまりにも情けない事だと感じています。 
男性 50～59 歳 萩間 

585  
新聞紙上に掲載された記者の目に対して、議会はどう反論や行動を考え

ておられるか。 
男性 70～79 歳 勝間田 

634  

過日 7 月 6 日付の静岡新聞の記事を読んで、議員の資質の無さに改めて

ガッカリしました。市民が選んだ議員がこの様な見苦しさで報道された

事に何と思っているのか。任期の終る直前にこんな記事が載るとは思っ

てもいなかったと思う（選んだ市民はバカだったのか残念です）。自分の

利益のために何もなく終ればと・・・全議員がこの様な目で見られてい

るのは真面目に仕事をしている議員が可愛想です。今秋に選挙が予定さ

れていますので、財政難の市を本当に良くしようと思う議員の出る事を

期待しますが無理かな。人数合せの出馬では税金の無駄使い。選挙も行

きません。市長、副市長、議長、議員も良く考えて下さい。 

男性 60～69 歳 萩間 

664  
先日の静岡新聞の記事はあまりにも残念。全議員だとは思いませんが、

記者から情報をもらって低レベル議員は知らせるべき。 
男性 60～69 歳 相良・福岡

672  

7/6(土)静岡新聞にあのような記事が掲載されたが、それに対する反応が

鈍い。これが危機感の無さということ。本来なら 2～3日以内に議会とし

ての意見を市民に対して表明すべきである。 

男性 60～69 歳 相良・福岡

752  

先日の静岡新聞に議会を傍聴した人の記事が載っていましたが、とても

低調な様子が載っていましたので、議員の皆さんにはそんな事を云われ

ないよう頑張って下さい。 

女性 60～69 歳 波津・須々木

852  
新聞の記事についての議員のコメントがおかしい。コメントするくらい

なら議会で納得するまで話し合ってほしい。 
男性 19 歳以下 相良・福岡

・議員定数について 

47  

先日の市議会報告会で、つるし上げをくっていた議員が 2人いたけど、

見ていて情けなさを感じた。市民の方が勉強している！議員の数、多す

ぎる。頭の良いのが 10 人もいればいいとの事。（10 人の報酬高くても）

決まっている事だからと、何んでも国や県に従うべきか？ 

男性 60～69 歳 地頭方 

58  議員削減し、年金を増やす。 男性 60～69 歳 勝間田 

77  

議員定数削減及び報酬削減については、自身の保身だけを考えている。

そのため意見討議を全くしようとしない。議員の資質が低く、市民の目

線に立った活動が皆無である。 

男性 60～69 歳 川崎 

109  マンネリ議会の削減 男性 30～39 歳 勝間田 

281  適正な議員定数 男性 60～69 歳 川崎 

316  人数が多すぎるのでは・・・と思います。 女性 40～49 歳 波津・須々木

536  議員の人数が多すぎる。報酬が高すぎる。 女性 40～49 歳 波津・須々木

569  市議の人数が多くはないか？議会の中、見えない部分が多くないか？ 男性 60～69 歳 萩間 

631  

そんなに大勢、議員が必要なのか？給与が欲しく、議員になりたい人が

多いと聞いたことがある。議会で話し合いをして、議会だよりに載せて

あるが、実行したことがいくつあるのか不思議に思う。 

女性 40～49 歳 細江 

768  議員人数の削減 女性 50～59 歳 坂部 

793  
議員の数を減らして下さい。市政のために働ける議員であってほしいと

思う。 
女性 60～69 歳 川崎 

837  議員を 12 名位で良いと思います。 女性 70～79 歳 相良・福岡
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NO  性別 年齢 居住地 

848  議員の報酬（議員年金も含む）を大幅にカットしてほしい。 男性 40～49 歳 細江 

・市議会への要望（情報公開） 

21  
話し合っても結果が市民の元へ届いてない感じ。これを実行しましたと

いうアピールがほしい。難しい話ばかりで何もやってないイメージです。
男性 30～39 歳 勝間田 

114  
議会が終わったら（年４回だと思う）地区毎に議会報告をしてほしい。

（議会傍聴か、議会だよりしかない）議員の生の声を聞きたい。 
男性 60～69 歳 波津・須々木

309  選挙の時には必至で、その後の仕事ぶりはよく分かりません。 女性 40～49 歳 大江・片浜

359  

一部の議員さんの議会報告は見たことがありますが、他の議員さんがど

のような活動しているか全然分かりません。選挙の時だけ名前の連呼だ

けでなく報告会等、頻繁に行ってほしい。 

男性 60～69 歳 大沢・菅山

361  
会議の傍聴のお知らせをもっと知らせる様に、市民に伝えても良いので

はないでしょうか。 
女性 40～49 歳 大江・片浜

379  何をやっているか全く見えてこない。情報発信が弱い。 男性 30～39 歳 川崎 

380  議会を一般市民は傍聴、見学等できるのでしょうか？ 女性 70～79 歳 静波 

469  市民参加情報公開をより丁寧に！！ 男性 60～69 歳 相良・福岡

482  もっと色々な人々に知ってもらったら良いと思う。 男性 20～29 歳 牧之原 

483  情報公開とアピール 男性 50～59 歳 静波 

526  情報公開推進して下さい 女性 80 歳以上 静波 

555  
自分とは縁があまりないという認識が高く、情報が分からない。あまり

知ろうともしていない。 
男性 30～39 歳 波津・須々木

745  
議員の一人ひとりがもっと議会の状況を各地回って情報発信をしていた

だきたい。 
男性 60～69 歳 萩間 

773  
どんな問題や課題があって、それに対してどのように対応していってど

うなったかなど、議会が行っていることが今の生活の中で見えてこない。
女性 30～39 歳 牧之原 

・市民の声の反映 

127  
市民要望を掘りおこし、政策提言ができる、議会改革を望みます。二元

代表制のもと民主的な議会運営をお願いする。 
男性 70～79 歳 細江 

315  
問８に市民の声が市議会に反映されているかについて、市民の声をどこ

でどのように聞いて下さいますか？教えて下さい。 
女性 60～69 歳 川崎 

488  「市民の声」と言うが、ごく一部の声しか反映されていないと思う。 男性 20～29 歳 細江 

688  

市民参加は諸々の件をきめ細かくしていくために必要と思いますが（頭

から無理と決めつけない等）、即、意見が通らないとしても汲み取る姿勢

が無いと形だけの市民参加になってしまいます。本当の市民参加の市に

なることを望みます。市政への意識が薄い私にもこのような調査で何ら

かでも参加させて頂きましたことありがとうございました。 

女性 60～69 歳 地頭方 

・市議会への要望 

2  

議員さん自体と接触がないので、いったい何をしているのか分かりませ

んが、私の近くでも議員さんを頼りにしている方もいます。職権乱用に

ならないよう、市民の方々の安心、安全にご尽力下さる様切にお願い致

します。 

女性 40～49 歳 静波 

36  

単なる統計的な数字を並び立てる質問や、批判だけの質問ばかりで、ど

うしたいか、どういう方法で等の建設的な意見を述べて欲しい。現状を

並び立て批判だけでは、話は進まず、市の役に立たない。 

女性 60～69 歳 牧之原 

70  

市長、議員、上から目線でなく、市民と向い合いディスカッションしま

しょう。私達はよそ者でしたが、この相良が好きでしっかり住みついて

います。娘達や孫達には、本当に相良は故郷です。それぞれの娘達の子

（孫）は、東京にて現在勉学中資格取得後当地で薬剤師として頑張るそ

うです。私から若い人に好かれている、相良町だと伝えたいです。 

女性 70～79 歳 波津・須々木
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NO  性別 年齢 居住地 

71  
視察旅行が多すぎる。県外以上はせめて年 2回にしてほしい。海外は、2

年で 1回にして下さい。市長も含めて！ 
男性 40～49 歳 居住地不明

75  
10 年後、20 年後、牧之原市に住む人を考えていって欲しいです。老人ば

かり増えても得はない。若い人が減り破綻すると思います。 
男性 30～39 歳 細江 

95  
市をもっと良くしていこうと思う気持ちで取り組んでほしい。もっと行

動力にうつしてほしい。 
女性 50～59 歳 牧之原 

112  市議会を傍聴してみたいと思います。 女性 60～69 歳 静波 

142  
旧棒原、相良町の地元意識が強く感じられる。それはそれで悪くはない

と思いますが、市全体の事を考えてもらいたい。 
女性 60～69 歳 細江 

149  

議員は政治に対する勉強が必要だと思う。個々の質に期待している訳で

古い世襲等、田舎丸出しの政治は 3年前の自民党が惨敗した理由。それ

を忘れている。議会質問をネットで流せばいい加減な質問等はなくなる

のではないか。 

男性 60～69 歳 細江 

194  議会を身近に感じない。 男性 40～49 歳 川崎 

202  地元組織の事だけを考えている議員が多い。市全体の事を考えてほしい。 男性 50～59 歳 坂部 

208  外に目を向けず、足元を見て。 男性 60～69 歳 川崎 

235  牧之原市が発展するようお願いします。ありがとうございました。 男性 50～59 歳 居住地不明

244  
議員の方がどの位お給料をもらっているか知りませんが、月給制と聞き

ました。月数回しか仕事がなくても月給？日給月給でも良いのでは？ 
女性 30～39 歳 勝間田 

249  選挙の前だけニコニコ挨拶しないでほしい。 性別不明 年齢不明 居住地不明

296  
身近な議会は県や国の様にねじれなどと自分達の利権だけを目的にした

行動をしない事、政党などと利権団体は作らないように。 
男性 50～59 歳 大沢・菅山

298  各市議の能力向上を！！ 女性 70～79 歳 居住地不明

311  市民の意見が通るように頑張って下さい。 女性 30～39 歳 大沢・菅山

381  自分自身が議会に興味を持たないといけないですね。 女性 50～59 歳 細江 

437  

内容的に、さほどでない様な意見や挑発的な意見を議会という場できれ

いな言葉で質問や発表をしているが、帰る道々考えると…型としての議

会でなく賛成反対意見共“たぎる”発言を欲しいと思います。いつこの

生活が無くなってしまうかという不安と暮らしてだいぶ経ちます。大津

波や原発事故は、福島の人達の悲しみ苦しみを無にせず、これからの私

達の生き方に生かさせていただく事の大切さをひしひしと感じます。 

女性 60～69 歳 相良・福岡

452  
女性の議員が少ないと思います。もっと女性の意見が議会に届くように

してほしい。 
女性 20～29 歳 地頭方 

454  
些細な意見であっても真剣にそして大切に考えてより良い牧之原にして

いきましょう。私も頑張ります。 
男性 20～29 歳 大沢・菅山

484  地域を見て回ってもらいた裏道など。 男性 70～79 歳 静波 

507  
年配ばかりの昔の偏った意見はやめて下さい。“変える力”をお願いしま

す。 
女性 30～39 歳 居住地不明

509  
選挙の時だけの公約、スローガン。議員になってもご自分の意思、市民

のために…という心の持ち主が多くある事を期待しています。 
女性 50～59 歳 細江 

533  

市のために、やる気がある若い人が必要。未だに昔の地区等のみで対立

している様子がある。それ以上言わせていただくともっと能力のある議

員が出る事を望む。それで議員数も少なくてすむ。 

男性 60～69 歳 坂部 

537  
市議員のレベルを上げて下さい。自分の事ばかり考えないで積極的にど

んどん意見を発言して下さい。 
女性 50～59 歳 波津・須々木

546  市民に「議会に期待する」と言われる議会であってほしい。 女性 70～79 歳 大沢・菅山

549  
議会の存在する意味が分からない。議会を構成している人員で（年齢等）

若い人が住みたい町になるとは思えない。 
男性 30～39 歳 静波 
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NO  性別 年齢 居住地 

590  
今、急ぎ何をやらなければならないのか、市民の意見をもっと聞いて、

取り入れてほしい。 
女性 20～29 歳 相良・福岡

604  市民の中でも一番弱者の立場に立ってもらいたい。 男性 50～59 歳 波津・須々木

614  もっと高齢者にも分かりやすくお願いします。 女性 80 歳以上 牧之原 

636  議会見学のできる議会にしてほしい。 男性 70～79 歳 勝間田 

693  
ある部分的な意見がまかり通り、全体を考えている事がない。偏りがひ

どすぎる。 
男性 60～69 歳 牧之原 

705  現実を見てほしい。 女性 80 歳以上 波津・須々木

798  
議会だよりを見る人が少ないと思います。回覧板で回すようにして、部

数を減らしてコストを削減した方が良いと思います。 
女性 20～29 歳 細江 

811  住み良く活性化ある市になれるようまだしています。 男性 30～39 歳 地頭方 

845  代表者としてバッチに恥じない態度で働いてほしいです。 男性 70～79 歳 牧之原 

853  

とにかく本気で取り組んでほしい。企業だって知恵を出し合い利益を出

している毎日なのだ。市の利益、市の繁栄は、市民にダイレクトに反映

される。市民のために尽くしてほしい。 

男性 30～39 歳 細江 

財 政 

324  何を頼んでも返事は予算がないから。 男性 70～79 歳 牧之原 

341  

向上している市町村を見習ってより良い市にして頂きたい。予算がなく

てできないと言いながら、建設会社へは予算が余ったので追加工事をや

ってくれと言っていた。広報にて解答をお願いします。必ず。 

女性 50～59 歳 波津・須々木

472  お金のことはしっかりしてほしい。 男性 30～39 歳 大江・片浜

税 金 

275  
誰が市議会委員になっても、何の変化もない。人数が多すぎて、税金の

無駄遣い。 
女性 20～29 歳 波津・須々木

産 業 

606  

牧之原市自体は良い市だと思いますが、このままでは若い人達がどんど

ん市外へ出ていってしまうと思います。超大型ショッピングセンター、

または複合アミューズメントなど、何かしらの目玉がないと…空港、東

名、バイパス、温泉、これらを生かしてみては？ 

男性 40～49 歳 萩間 

695  

静岡空港周辺の活性化をどのように考えているのか知りたいです。何に

もなくてつまらない空港では『牧之原市に集客を・・・』と言ったとこ

ろで、他に流れてしまうのは当然だと思います。 

女性 30～39 歳 坂部 

原子力発電所 

225  原発は反対するだけで良いのか？ 女性 70～79 歳 地頭方 

471  浜岡原発、永久停止を早くしてほしいです。 男性 40～49 歳 牧之原 

576  

2 年前になりますが、浜岡原発永久停止を議決してくださりありがとう

ございました。友人達に自慢しています。今後も再稼動させる事ないよ

うにお願いします。いつまでも牧之原市に住んでいたいです。 

女性 50～59 歳 萩間 

公共施設 

463  

もっと調査等をしてから発言してほしい。（例）白井公園に便所を私の力

で設置したと言っているが、白井公園がどのように使用されているか調

査してからにしてもらいたい。 

男性 60～69 歳 萩間 
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教 育 

323  

牧之原市は、茶業家が多いが会社に務めている人もいる。そのような人

のことも考えてもらいたい。低所得者・若い人の働く意識を高める（教

育訓練）・税金・法人税・福祉（保険の負担）・市の職員の教育等。 

男性 50～59 歳 牧之原 

環境美化 

339  

全国的に竹林で悩んでいます。牧之原市で全国のトップを切って竹を粉

末して酸酵しバイオ燃料をつくる工場を建設してはどうか？原発にかわ

るエネルギーといかなくても考えてみることも必要。 

男性 70～79 歳 勝間田 

その他 

106  分からない 女性 80 歳以上 波津・須々木

116  
市議会に参加したことがないものですから意見を書くことができませ

ん。 
女性 70～79 歳 波津・須々木

121  
増田しんぞうさんの活動報告の「知恵とハートでまち作り」を読むと、

市の情報を知る事ができる。あいさつ日本一の町を目指そう、賛成です。
男性 60～69 歳 大江・片浜

136  返信用の封筒が小さくないですか？ 男性 40～49 歳 地頭方 

287  問題はありません。 男性 60～69 歳 地頭方 

466  

議会に対してではないですが、このようなアンケートは割と決まった人

に届けられるのでしょうか。同じ家族でも、全く届かない者もいれば、

何回も届く者がいます。とても無作為に選ばれた様な気がしません。あ

と、質問の内容が広すぎるのではないでしょうか。もう少し内容を少な

くし、既当するような方に送ったり、もう少し的を絞ったアンケートの

方が良いのではないでしょうか。質問事項も多すぎるような気がします。

多くの意見を聞きたいのであれば、丸を付けるのではなく、個人からの

言葉を記入してもらうとか、できませんでしょうか。 

女性 30～39 歳 大沢・菅山

497  議会の責任ではありませんが、若返りが必要だと思います。 男性 40～49 歳 細江 

660  
議会のことは分かりません。関心を持って取り組んでいる方にお任せし

ます。 
女性 60～69 歳 坂部 
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