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十和田市議会に対する市民アンケート結果 

調査の方法 
 

１ 調査地域  十和田市全域 

２ 調査対象  ２０歳以上の市民 

３ 対象者数  １，０００人 

４ 抽出方法  住民基本台帳からの無作為抽出 

５ 調査方法  郵送による無記名アンケート調査 

６ 調査期間  平成２３年１１月１５日～平成２３年１１月３０日 

 

回収状況 
 

１ 発送数   １，０００人 
２ 回収数     ３１３人 
３ 回収率     ３１．３％ 



調査項目 
 

１ 調査対象者の属性（問１、問２） 

２ 市議会への関心度の把握（問３） 

３ 広報媒体の利用状況の把握（問４～問７） 

４ 市議会に対する評価の把握（問８～問１７） 

５ 議会改革に取り組む上での意見・要望の把握（問１８） 

６ 議会報告会の必要性の把握（問１９） 

７ 各議員賛否公表の必要性の把握（問２０） 

８ 議会への全体的な意見・要望の把握（問２１） 

 

十和田市議会に対する市民アンケート結果 



集計結果の見方 
 

１ この報告書においては、各質問に対する回答を単純集計している。 
 

２ 調査結果の円グラフでは、構成比率（パーセント）において小数点
以下を原則として四捨五入したため、内訳の計が１００％にならない
場合もある。 

 

３ 問５、問７、問８、問９、問１３は複数回答を可としているため、
回答者数が全体より多くなっている。 

 

４ 問５、問６、問７、問８、問９、問１３のその他意見及び問１８、
問２１の自由意見、要望は議会改革特別委員会を中心に、議員が１件
ずつ目を通しながら集約を行い、主な内容を抜粋して記載している。 

 

十和田市議会に対する市民アンケート結果 



問１ あなたの性別は男性、女性のどちらですか？ 
 
 
               ① 男 性  １３０人 
               ② 女 性  １８２人 
               ③ 無回答    １人 
 



問２ あなたの年齢は次のうちどれにあてはまりますか？ 
    
 
               ① ２０代   ２８人 
               ② ３０代   ５７人 
               ③ ４０代   ５０人 
               ④ ５０代   ８７人 
               ⑤ ６０代   ４３人 
               ⑥ ７０代以上 ４８人 
 



問３ あなたは、市議会の活動に関心がありますか？ 
 
 
             ① 関心がある  １７１人 
             ② 関心がない  １０８人 
             ③ その他     ３１人 
             ④ 無回答      ３人 



 問４ あなたは、「十和田市議会だより」を読んでいますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

① ほとんど読んでいる    ７７人 
② 興味のある記事だけ読む １７７人 
③ 読んでいない       ５８人 
④ 無回答           １人 



問５ あなたは、「十和田市議会だより」に関心がありますか？ 

① 関心がある     ２２７人 
② 関心がない      ８１人 
③ 無回答         ５人 



問５関連質問 関心がある記事（複数回答可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ア 議員の紹介       ５５人 
 イ 一般質問の概要    １７９人 
 ウ 議案の審査・結果   １３３人 
 エ 請願の審査状況     ８２人 
 オ 行政視察の報告     ２２人 
 カ その他          ３人 
 

※その他については３人の選択があり、うち１人は無記入、残り２人は十和田市立中央病院についての回答でした。 



 問６ あなたは、十和田市議会のホームページを見たことが 
   ありますか？ 
 
 
 
 

 
                
 
                
 
               ① 見たことがある  ３３人 
               ② 見たことがない ２４２人 
               ③ 無回答      ３８人 



問６関連質問 十和田市議会のホームページを見たことがない理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ア あることを知らない        １０５人 
 イ 興味がない             ４６人 
 ウ パソコン・携帯電話を持っていない  ６９人 
 エ その他                ２人 
 

  ※その他については２人の選択があり、１人は見る機会（きっかけ）がない、もう１人はホームページでしかわからない 

   情報の効力がわからないとの回答でした。 



 問７ 十和田市議会のホームページで知りたい情報は何ですか？ 
   （複数回答可） 
 
 
                       
                      ① 議員の個人情報     ２０人 
                      ② 市議会の日程      １６人 
                      ③ 市議会の会議録     ８９人 
                      ④ 市議会のしくみ     ５５人 
                      ⑤ 請願・陳情のしかた   ５６人 
                      ⑥ 議会改革の動き     ６６人 
                      ⑦ 政務調査費の使途    ７９人 
                      ⑧ 議長交際費の使途    ７０人 
                      ⑨ その他         １６人 
                      ⑩ 無回答        １０７人 
 
 
 
  

 ※その他については１６件の選択があり、特になし６件、パソコンを持っていない１件、議員の出席状況や活動について２件、 

  無記入７件の回答でした。   



問8 あなたは過去１年間において十和田市議会議員と接した 
  ことがありますか？ 
 
 
                  ① ある １５９人 
                  ② ない １１６人 
                  ③ 無回答 ３８人 



問8関連質問 十和田市議会議員と接した状況（複数回答可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ア イベント・会議などの際に接した     ３９人 
  イ 選挙活動の際に接した          ５２人 
  ウ 意見交換をした             １０人 
  エ 相談をした               １１人 
  オ 見かけたことはあるが話をしたことはない ７０人 
  カ 議員を知らない             １８人 
  キ その他                  ３人 
 

   ※その他には３件の選択があり、議員としてではなく、町内会、無記入が１件ずつの回答でした。 



問９ あなたは、市議会議員に自分の意見や要望を伝えたこと 
  がありますか？ 
 

① 伝えている    ３９人 
② 伝えていない  ２６５人 
③ 無回答       ９人 



問９関連質問１ 意見や要望を伝えた方法（複数回答可） 
 
 
                  ア 議員に直接      ３２人 
                  イ 議員に電話       ３人 
                  ウ 議員にファックス    ４人 
                  エ 議員にメール      ３人 
                  オ その他の方法      ７人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他には７件の選択があり、知人を介してが２件、たまたま会った時が１件、アンケートにてが１件、 

無記入が３件の回答でした。 



問９関連質問２ 意見や要望を伝えていない理由（複数回答可） 
  
 
                     ア 意見や要望がない     ４４人 
                     イ 遠慮している       ２４人 
                     ウ 伝えても実現しないと思う ８８人 
                     エ 知っている議員がいない  ６６人 
                     オ 伝える手段がわからない １０９人 
                     カ 意見や要望は市役所に行う ３３人 
                     キ その他          １３人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※その他には１３件の選択があり、未記入が３件、それ以外は下記のとおりの回答でした。 
 ①名ばかりの議員だと思うから。 
 ②恐らくは議員自身が市民に協力をしたいと思うのは選挙期間だけだろうと、私は思っているため。 
 ③要望は沢山あるが、直接議員に会う機会がない。 
 ④伝達手段がない 
 ⑤要望を伝える機会や場がない。 
 ⑥部落会長 
 ⑦伝える機会がない 
 ⑧伝えても要望を聞くだけにとどまると思っているから。 
 ⑨日々忙しいため 
 ⑩地区に議員がいない 



問１０ あなたは、市議会議員の活動内容を知っていますか？ 
 
 
                                              ① 知っている      ２０人 
                                                      ② 少しだけ知っている １３３人 
                                                      ③ 知らない      １６０人 



問１１ あなたは、市議会議員の活動に満足していますか？ 
 

 

 

                                                       ① 大いに満足       ３人 
                                                       ② 概ね満足       １５人 
                                                       ③ どちらとも言えない １８５人 
                                                       ④ やや不満       ６０人 
                                                       ⑤ 非常に不満      ４２人 
                                                       ⑥ 無回答         ８人   



   問１２ あなたは、市議会の活動に満足していますか？ 
 
 
                                                          ① 大いに満足       ２人 
                                                          ② 概ね満足       ２１人 
                                                          ③ どちらとも言えない １８４人 
                                                          ④ やや不満       ５３人 
                                                          ⑤ 非常に不満      ４０人 
                                                          ⑥ 無回答        １３人 



  問１３ あなたは、市議会や議員に対し、何を期待しますか？ 
 

 

                                                                 ① 期待する    ２３６人 

                                                           ② 期待しない    ３４人 

                                                           ③ 無回答      ４３人 



問１３関連質問 期待する事項（複数回答可） 

 ア 市の行財政運営などに対する議会の審査（チェック）機能を向上する  ９２件 

 イ 市及び市民の利益となるような政策の提言を行う          １３６件 

 ウ 市民の意見・要望を聴く機会を設ける               １２８件 

 エ 市民生活で困っていることなどの相談相手となる           ８８件 

 オ 市と県・国のパイプ役となる                    ５０件 

 カ 議会での審議結果などについて市民に報告する            ６２件 

 キ 議会の仕組みなどについて市民に報告する              ３２件 

 ク 議員の地元や支持団体の力となる                  １６件 

 ケ 議員の選挙公約についての実現状況を公表する            ６４件 

 コ 女性議員が増える                         ３８件 

 サ 市議会議員の若返り                        ６３件 

 シ その他                               ９件  



問１４ あなたは、市議会に市民の声が反映されていると 
   思いますか？ 

① 反映されている       ３人 
② ある程度反映されている  ４０人 
③ どちらとも言えない   １１５人 
④ あまり反映されていない  ７９人 
⑤ まったく反映されていない ２８人 
⑥ 無回答          ４８人 



問１５ 市議会議員の人数は２２人ですが、その人数について、 

   どう思いますか？ 

① 多い    １０２人 
② 適当     ９１人 
③ 少ない     ５人 
④ わからない  ７２人 
⑤ 無回答    ４３人 



問１５関連質問 

 

「多い」又は「少ない」と回答された１０７人のうち、８１人から下記のとおり 

回答がありました。  



 
 問１６ 市議会議員の報酬は月額３６万２千円ですが、この 
   額についてどう思いますか？ 
 

① 高い     １４５人 
② 適当      ８６人 
③ 低い       ６人 
④ わからない   ６７人 
⑤ 無回答      ９人 



問１７ 市議会議員の政務調査費の月額は３万円ですが、この 
   額についてどう思いますか？ 

① 高い      ４２人 
② 適当      ６１人 
③ 低い       ５人 
④ 廃止すべき  １１３人 
⑤ わからない   ８２人 
⑥ 無回答     １０人 



問１８ 議会改革に取り組む上で、何が必要だと思いますか？   
    ご意見がありましたら下記にご記入ください。（自由記述） 

議会に関すること 
 
１ 議員定数に関すること 
 

・人口の減少に比例した議員定数の減少。市民に何かをするのではなく、市民自体の意識改革を促すような対策。 
・議員定数の削減、報酬の削減。 
・議員を２名減らした方が良い。報酬も減らした方が良い。 
・議員減らす。 

２ 議員報酬等に関すること 
 

・経費節減！！ムダ使いは許さない（調査旅費）市民との格差がありすぎる（議員の報酬）市民には仕事がない 

 人も大勢いる。 

・報酬の削減、議員報酬の他に会議日当の受給は報酬の二重取りではないか？ 

・議員の経費削減。 

・市議会議員の報酬をもっと減らして、市のためにお金を使うべきである。困っている部分や必要としていると 

 ころがたくさんあるはずなので、市民の目線で考えて活動してほしい。まず、市議会議員の偉そうな態度を見 

 直していくべきでは…? 

・庶民の目、庶民の価値観、市議員や公務員の報酬給与の引き下げを考えてください。 

・市議会議員の報酬の見直し、各議員の志望動機の公開。志望動機、マニフェストを市民が見えるところに常に 

 公開する。 

・報酬が我々の年金に比べると高い。議員を2名くらい少なくして、議会活動をその都度公表すべきである。 

・報酬高すぎます。 



問１８ 議会改革に取り組む上で、何が必要だと思いますか？   
    ご意見がありましたら下記にご記入ください。（自由記述） 

議会に関すること 
 

３ 政務調査費に関すること 
 

・政務調査費は何を調査しているのか？市民一人一人に分かりやすくするべき・・・というかムダに思う。 
・政務調査費の領収書の公開。  

４ その他 
 

・見える化。どんどん情報をプッシュすることで関心も高まると思われる。 
・公開市議会を開くとか、もっと市民の意見を聞いたり答えるため市民と意見交換してほしい。 
・若返り。今の社会を支えていくべき２０代～４０代の若い意見をもっと取り入れるべきだと思う。 
・わかりません。 
・議員にも定年制を！ 
・若返り。十和田市を発展させよう、活気ある町にしようという意欲。一部の地域だけでなく市全体の意見の吸 
 収、情報発信が必要。 

・市民の立場を最重要に討議していただきたい。 
・市民に分かりやすくしてほしい。 
・弱者の味方になるべき。 
・市政における政策提言できる議会であることに期待。 
・興味がない私達も良くないと思いますが、市議会がどの様な場面で、どの様に活躍し、どの様に活かされてい 
 るのか分かりにくいです。住んでいる十和田市民が興味・理解・提案できる様な市議会である事が望ましいの 
 であれば、小学生でもわかりやすい表現や問いかけ、結果報告にこだわってみてもよいのではないでしょうか 
 ？あと、議員紹介も・・・。 



問１８ 議会改革に取り組む上で、何が必要だと思いますか？   
    ご意見がありましたら下記にご記入ください。（自由記述） 

議会に関すること 
 
４ その他 
 ・議員の若返りも必要ではないかと考えます。 
・高い報酬を払うより、もっと子供達のために使うべき。 
・若い力が必要、新しい考えが浮かぶようにする。 
・問題になっていることについて①市民に自分の考えを伝えないこと②常に市民の考えを把握しようとすること 
 そのための場、機会をつくること他。 
・見直すべき所は思い切って見直すべき。昔からやっているからというのをやめた方がいい。政務調査費につい 
 ても金額が調査の内容に見合っているなら良いと思う。 
・市民に分かりやすくするために議会中継などのメディアの活用、ツイッターなど若い人向けの活動・開示。 
・市民の意見、要望を実現させる。 
・市民に対して年1回でもよいのでアンケートを行う。情報を紙面で公表する。市民の今を把握した上で方向性 
 を明示する。 
・もっと市民にわかりやすい議会にしたらよいと思います。 
・市民に対し、議会は今何をしているのかもっとオープンにするべきである。あまり何を活動しているのかわか 
 りにくい。選挙の時だけ声を上げても何をやりたいかわかりにくい。 
・一般市民の話等も受け入れて、協議してほしい。市民は今何を考えているのか、何が必要か、無駄な議会は開 
 いていないだろうかを、今一つ考えてほしい。 
・議会がいつ開催されるのか、広報に載せてもらいたい。（時間も含む） 
・一部の市民の意見だけでなく、興味を引き、市民全体で議会改革に取り組むように仕向けてほしい。 
・定例会で政策討論会をやる。（何班かに分けて） 

・会議日当は不要と思う。 
・新しい風 



問１８ 議会改革に取り組む上で、何が必要だと思いますか？   
    ご意見がありましたら下記にご記入ください。（自由記述） 

議会に関すること 
 
４ その他 
 ・古臭い派閥解消と議員任期制導入（長期議員廃止、２期～３期）議員少人数推進。議会報告会の開催。 
・市民の意見を取り入れる。議員はボランティアにする。 
・市民の生活レベルを考えた行政及び市役所の人員に対するチェック等を考えるべきでは。 
・変える勇気が必要だと思います。 
・改革を進める上で、市民から見通し（全体的に）できることが大事と思います。なぜ議会改革が必要とされる 
 ようになったのか？そこに至るまでの経過は？全国的な地方政治の流れからなのか？本市独自に改革を必要と 
 する点が掲げられたのか？など探ってみることも大切と思います。 
・一般市民にも理解しやすい議会。 
・党利、党略、私利私欲にとらわれず、市民生活を守るための議会でありますように。 
・若い人でも意見を言える場を作ってほしい。 
・議会の活動をホームページで紹介する。 
・議員数が多いのか、報酬が多いのか？議員を仕事としてではなく職業の有る方がされてはと思います。夕方か 
 らの会議は？ 

議員に関すること 

１ 議員への苦情 
・市議会だよりに載せるだけの事もしてないのにムダが多すぎる。人数（議員数）にはこだわらないけれど、そ 
 れなりの事をやって欲しい。緊張感が必要。 
・実業家を排除すべき（一般市民の目線で見る事ができないのでは？） 
・党や派閥にとらわれず市民の立場で物事をさらに進めて欲しい。また議員の態度（いねむり）ともっと議員に 
 は勉強して欲しい。 



問１８ 議会改革に取り組む上で、何が必要だと思いますか？   
    ご意見がありましたら下記にご記入ください。（自由記述） 

議員に関すること 

１ 議員への苦情 

・議員のみなさん、税金を使っているという意識ありますか？公の場に出席なさる時、態度が悪いです。 
・一生懸命取り組んでいる方とそうでない方との格差がある。質問回数をみると分かります。もっと市議会の取 
 り組み、実績が市民に見える様にしてほしい。ただいる方もいるはずです。 
・選挙の時だけ一生懸命にならないで！！ 
・議員自らえりをただすべき。誰の金で報酬をもらっているか考えてみてください。次世代の子供達の事を考え 
 るとお先真っ暗です。同じく市職員にも言えることです。 
・世襲議員をなくする。 
・立場を利用してのゴリ押しが多いのでは!! 
・議員が出欠の有無だけ書いて帰る人がいると聞いたことがあります。それではただの税金ドロボウに思えます 
 また、俺は議員だと威張る人もいます。まずは議員一人一人のモラルの向上が必要ではないでしょうか。 
・議会だよりを読むたびにがっかりする。進歩のない議題と回答。十和田市の街の暗さ、パチンコにはまる男女 
 議員の方々は本当に十和田市を変える気持ちはありますか。報酬が高すぎる。議員の方々が街を歩いているの 
 を見たことがない。議員の方々はもう少し車に乗らないで街の中を歩いて交流してもらいたい。 

２ 議員への励まし 

・議会だよりの読み不足のためよくわからず、ただ議員の皆様のご活躍を祈るだけです。 
・改革しようとする気持ちがあらわれてきたことに期待しています。 



問１８ 議会改革に取り組む上で、何が必要だと思いますか？   
    ご意見がありましたら下記にご記入ください。（自由記述） 

議員に関すること 

３ 議員への要望 
 

・議員会派を無くしてほしい。個人の力量を発揮してほしい。 
・自分の意見を持つ（政党、先輩の意見を参考に）。市民の気持ちを忘れずに。 
・個人プレーよりもチームプレーを望む。 
・市役所の仕事をもっと監督するように。ヒマしている職員が大勢いるように感じられます。さらに職員のくだ 
 らない手当がないように調査し公表してほしいと思います。 
・議員と市民が協動しながらの活動。 
・市民の事を１番に考えてください。 
・議員になった目的がなんだったのか心にとめて議会に臨んでほしいです。 
・議員として一人一人の何に取り組んだのか、その成果はどうであったかを今後どうするのか。１年に１回議員 
 の仕事ぶりを報告してください。 
・議員の皆様に市の現状を知ってもらうため、財政状況を徹底的に勉強してもらい、来るべき少子高齢化社会に 
 備え、経費の切り詰めと無駄なものはつくらない等議員教育が必要と思います。 
・もっと十和田市のことを考えてもらいたい。 
・議員のサラリーマン化、世襲議員に反対。 
・年寄りはいらない。５０歳以下の議員でやる。 
・己を捨て、常に十和田市及び十和田市民のためということを考えて行動してほしい。 
・市長、副市長にもっと意見を言う。 
 
４ その他 
 

・議員にも定年制を設けてはどうでしょうか。  



問１８ 議会改革に取り組む上で、何が必要だと思いますか？   
    ご意見がありましたら下記にご記入ください。（自由記述） 

その他 

１ 市政に対する要望や提言 
 

・議会改革ということがよくわかりません。いずれにしろ十和田市が経済的に精神的にも豊かになる為に取り組 
 んで欲しいです。 
・十和田市にこれからも住みたくなるような政策。例えば若い人たちの就業率。商店街の活性化等。 
・土建業者との癒着、ムダな公共事業（1億円トイレ、官庁街の過剰整備） 
・ムダな建物を作らない。 
・市の健全財政をきちんとやってもらいたい。市の破綻が懸念されるので。 
 
 
２ その他 
 

・市民がもっと積極的にまず勉強するべき。 



問１９ 直接市民に対して市議会での審議状況などをお伝えし、 
   市政に対する様々な意見や要望などを聴く機会として、 
  「議会報告会」を開催することは必要だと思いますか？  

① 必要である １８０人 
② 必要でない  ３４人 
③ わからない  ８８人 
④ 無回答    １１人 



問２０ 本会議等で審議された議案に対する、各議員の賛否を 
   公表することは必要だと思いますか？  

① 必要である ２０３人 
② 必要でない  ３７人 
③ わからない  ６３人 
④ 無回答    １０人 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

 議会に関すること 

 
１ 議員定数に関すること 
 

・定数の減少、活動内容とその内容に対する意見集め、議員が選挙に当選するための活動ではなく今後の十和田 
 市の繁栄につながる活動を期待します。 
・高齢化が進み、人口が減少の一途をたどっている。前回議員数４名減としたが、さらに10％、2名の議員の減 
 少を図り、費用の削減を図るべきと考えます。 

 ２ 議員報酬等に関すること 
 

・議員の報酬はもっと安くするべき！！その分低所得者の子供手当等にあててほしい。子供の人数が多く、生活 
 に困っている人たくさんいます。そういう人達の事もっと考えて欲しい。お金を持っている人には子供手当等 
 のお金は必要ありません。とにかく低所得者を対象に考えて下さい！ 
・報酬をもらっているので会議日当はいらないと思う。 
・①県内の一般市民に対して議員の報酬が高すぎる。その報酬を削減し、医療や育児に回すことで市民も対応が 
 変わると思う。②議員が何にいくら使用しているか市民は分からないので公表してほしい。③半年程度に一度 
 市民に要望等の意見を聞くようにしてほしい。④私の意見ですが議員が何の活動を行っているか、何のために 
 いるのか分からない。ただの高給取りで私達の税金で暮らしていると思っている方も多いと思うので、活動内 
 容を明確に公表してほしい。 
・議員の報酬とボーナスを下げるべき。 
・数年前ですが、市議会議員が月の報酬とは別に議会に1回出るたびに報酬がもらえると聞きましたが、今も現 
 状はどうでしょうか。もしそうなのであれば大問題です。そのことも考えて、月の報酬はもっと少なくてもい 
 いのでは?もしそうなのであれば30万円ぐらいでもいいのでは?議員一人一人の役割があまり見えません。も 
 っと議会だよりを詳しく、明確にしてほしい。一般市民の声も載せてほしいです。 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

議会に関すること 

 
２ 議員報酬等に関すること 
 
・議員の数も多いと思っております。私どもは月６万５千円足らずの年金で夫婦２人で生活をしています。十和 

 田市を良くしたくて議員になった人達が月３６万もの報酬プラス３万、本当にこの金額に値するだけの働きを 

 しているのでしょうか。選挙が終われば一度も顔を見せない議員の方々には本当に十和田市を良くするために 

 議員になっているのか疑問だらけです。この方達の報酬も市民の税金でまかなわれていると思います。選挙前 

 は一生懸命１戸１戸回って歩きますが、終わってしまえば何事もなかったかのごとくです。人の気持ちを思い 

 やる、そして十和田市を良くするために働く議員を望みます。１時間６５０円の時給で働いている人達のこと 

 も考えてください。 

３ 政務調査費に関すること 
 

・議員の皆様は月３万円の政務調査費をもらい、全員の議員の方が意見・提言を行い行政、市民のために反映さ 
 せていますか。深持の保育所が建設されているのでびっくりです。子供達が減少しているのになぜと思います 
 建物が古くなったからですか。 
・政務調査費は廃止してもよいと思う。 
・全議員が政務調査費をどう使っているか公表すべきである。 
・弱小企業勤務の私には報酬の金額がうらやましい。政務調査費で何を調査研究しているのか？発表する場は？ 

４ その他 
 

・予算、報酬、調査費、日当、旅費等々と金銭面のみの資料ということは議会費用を節約するということなのか 
 ？調査旅費は大幅に（半分位）減らしてはどうか。 
・アンケート結果は公表するのでしょうか？他市の議会選挙をお手伝いしたことがあり、議会活動にとても興味 
 があります。より充実した情報発信に期待します。 
・各議員の出席状況、内容を公表してほしい。 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

議会に関すること 

 
４ その他 

・市議会に対する意見、要望を聞くなら活動資料も同封してほしい（年４回発行されているもののコピーでもよ 
 い）何をしているのかわからなければ答えられない。（市議会に興味を持っていない人、活動内容について詳 
 しい人だけにアンケートを送っているなら別） 
・誰にでもわかりやすい議会運営。 
・情報公開。 
・若い人の意見を聴いて欲しい。 
・中央病院改革が取り上げられ、病院経営に改善が見られ良かったと思うが、この地域で子供を産めない状態が 
 続くのは如何かと思う。次代を担う若者等が安心して暮らせない環境は、将来に不安を募らせるばかり。議会 
 でももっと強力に改善策を構ずることを強く要望したい。 
・議会で何をやっているか、いまいちわからない。もっとわかりやすくして下さい。 
・開かれた議会へと努力して下さい。 
・議会だよりを読まないので市議会の活動がどのようなものか知らない。今後は興味をもって議会だよりに目を 
 通すようにしたい。市議会ももっともっと活動をアピールして欲しい。そうすれば市民の興味は自然と向いて 
 くると思う。 
・①一般質問もしない議員が何名かいるようですが、そういう議員の名前を公表してはどうか？ 
 ②一般質問の時間を一人に対してもっと増やし国会のような形式にしてはどうか。③質問の内容をもっとくわ 
 しく広報や議会だよりに載せてほしい。 
・市民の為に、真剣に取り組む議会になってほしいと思います。 
・女性の声はどのようにして議会に反映されているでしょうか。議会だよりに声だけでものせて欲しい。 

・①各町内の担当議員を決めて地元の要望、意見を議会に反映してほしい。②各市議会議員の１年間の仕事ぶり 
 を報告してほしい。年１回議員だよりにして報告する。 
・議会活動の活発化のために「議会だより」の発言者をよりわかりやすく記載してください。 
・なれ合いの議会では困る。議論を戦わせて市のために活動してほしい。 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

議会に関すること 

 
４ その他 

・今ある問題が大事なのはわかっていますが、5年後、10年後のことも考えて活動してほしい。住みやすい十和 
 田市にしてほしい。議会報告会は、意見や要望をどこまで聞いてくれるか、その先意見や要望がどこまで進ん 
 でいくのかわからないので、言っても無駄って思うような気もするし、でも報告会は必要な気がする。議案の 
 賛否は、なぜ賛成するのか、反対するのか考えを知りたい。 
・議会や議員がどんな活動をしていて、市民にどんな利益をもたらしてくれているのかわかりません。中央病院 
 も新しくなってから使いづらいし、美術館も利益を出しているのか不明です。議会はこのようなことにも介入 
 して市民のために働いてくれているのかもわかりません。 
・議会を市民にオープンにすべき。議場の傍聴席はガラス越しなので、話している内容は聞き取れない。自分を 
 守ろうとする姿勢にいささかがっかりです。 
・市民の声を反映させるために議会に議員を常駐させる（少人数２～３名）機構を作ったらよいと思う。 
・後援会の人の話だけではなく一般市民の意見ももう少し聞いて欲しいです。議員の人々に接する機会の無い人 
 もなかにはいると思います。また、昔議会体験をしたことが有りましたが、今はどうかわからないですけど、 
 その時に感じたのはすべて紙に書かれている以外は話さないということでした。こんな状態で今もやっている 
 のかどうかも知りたいです。一般市民に議会体験をしてもらってはどうですか？ 
・定年制を導入してほしい（６０歳くらい）ご高齢の方が多い気がする。 
・市民の側に立って議会運営をしてもらいたい。 
・議会の内容を見ていますと、一部の（主に年配の方たちのように感じられますが）支持者や支援者の意見しか 
 反映されていないと思います。どなたにどのようにお願いすればよいのかわかりません。私は２児の母（３０ 
 代前半）ですが出産も十和田市内でできず八戸市民病院でした。（市外の人は出産費も違いました）中央病院 
 の産科の問題は２０代～４０代の女性にとって本当に大きなことです。こういった意見を議員の方たちに伝え 
 るすべがわかりません。そういったシステムはあるのですか？もしあるなら周知していただきたいです。もっ 
 と市民全体のための議会、議員さんたちであってほしいと願うばかりです。 
・今回のアンケート調査が出来る事を予期しておらず、充分な回答ではなかったと思います。自分が暮らしてい 
 る市の議会の事を知るためにもまず、十和田市議会だよりに目を通すように心掛けたいと思います。 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

議会に関すること 

 
４ その他 

・貧乏県の貧乏市民の目線に立って、問題提起し取り組みしてくださいますよう要望いたします。 
・議会改革が必要。十和田市は中央病院にお金がかかるのに交流プラザでまたお金をかけようとしている。美術 
 館もそう。建物を造っても市民は幸せにならない。議会のおごりだ。 
・自分の投票した人がどのような仕事をしてるのか知りたいです。 

議員に関すること 
 
１ 議員への苦情 
 
・議員の態度がでかすぎる。議員は市民一人一人に対してもっと謙虚になるべきだと思う。若い人に対してもち 
 ゃんと挨拶してほしい。 
・中央（国会）でやっている事がそのまま十和田市でも行われているのでは。地方なんだから地域密着で活動が 
 出来るはずです。なのに表立った活動がクローズアップされないのは、やっていないからですよね。話し合う 
 場所と時間の経費がムダです。月額３６万円・・・ヘタしたら若い人が３人雇える金額ですよね。あほらし。 
・選挙に出るときばかり頭を低くしお願いして、議員になれば挨拶もしないし知らないふりしてる議員がいる。 
 市民の話しをよく聞いて欲しいと思います。自分のことしか考えていないような気がする。だから議員報酬が 
 高すぎると思います。何もしない議員でも月にあんなにもらっていると思えば・・・その分税金を安くしてほ 
 しい。支払いできない人がたくさんいるのに・・・ 

・議員はちゃんと本会議に出席してください。それが民意の表現です。Ｑ２１の設問の表現も上からの目線です。 
 出かけて意見に耳を傾けるように。 
・議会だよりしか議会、議員の存在や活動を知る機会がないように思われます。日常時は議員様の様に見受けら 
 れます。 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

議員に関すること 
 
１ 議員への苦情 
 
・①議員は必要ないと思う。たかが６万足らずの人口なので住民投票にするべき。税金の無駄使いだと思う。 
 ②報酬に見合った仕事をしているだろうか？１円のお金をかせぐのにどれだけ市民が苦労しているか分かりま 
 すか？③報酬をもらってさらに政務調査費、どこからその数字がでてくるんですか。以前に議員活動もしない 
 で階上の競輪に行っている議員がいましたけど本当に仕事をしているんですか。④議員報酬をなくして、議会 
 出席の時だけ賃金を出すべきです。市が財政難であれば議員・職員の給料、ボーナス（これは必要ないと思う。 
 ボーナスとは財政が黒字の時に出すべき）をもっとカットすべきだ。主婦が１円、２円安い買い物をする事を 
 考えて下さい。これでは未来の子供達が可愛そうです。市長ももっと市民の事を考えるべきです。選挙の時だ 
 け頭を下げにくるんじゃないよ！！馬鹿の一つ覚えみたいに。結局自分の事しか考えていないんじゃないの。 
 十和田市はこの先ますます衰退していくことでしょう。そうならないよう市がもっと努力すべきです。はっき 
 り言わせてもらいます。あなた方は税金ドロボウだと思います。 
・月額報酬を当てにする議員がいると聞く。一度も質問しない議員がいると聞く。情けない! 
・議員報酬を支給されているのに、さらに会議日当を支給されている。（青森市以外…青森市は交通費的な考え 
 方でしょうか?）サラリーマンであれば毎月の給料を支給された上に毎日の日当が支払われているのと同じな 
 のです。他の自治体の真似をせずに、先駆者的に問題提起するとか、第三者の意見を聞く必要があります。調 
 査視察費等も問題を内包する項目だと思います。 
・いつも思うことは選挙時は連呼のみで公約が全くわからない。日程その他事情はいろいろあろうが、演説会な 
 どで考え方を聞きたいものと思う。血縁、地縁は重視せず個人として立派であれば当選できるような環境にな 
 れば議会も益々向上するであろうし、沈滞ムードも新しい風で少しずつ解消できるのではないかと思う。多数 
 の意見が正しいとは限らない。視察旅行は必要と思うがそれを市の活性化に繋げてほしい。 
・市民の声をもっと多く取り入れてほしい。市議会だよりは地味で読む気がしない。議員の人達の写真をもっと 
 載せてアピールすべきと思う。誰が誰だかわからないことが多い。私たち市民に分かりやすい説明を月１回の 
 議会だよりに出すべきと思う。選挙が近くなったときだけペコペコする態度はやめてほしい！ 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

議員に関すること 

２ 議員への励まし 
 

・市民のために頑張っていると思いますが、もっと頑張ってください。市民に好かれる議員になり、報酬を多く 
 しましょう。 
・私はよくわかりませんが、このままだと十和田市の未来は暗いと思います。今までどおりではちっとも良くな 
 らないので、市民を代表する議員の皆さんに良い案を出してもらわないと。安心して住める十和田市にしてほ 
 しいです。（病院はだめ、バスは走らない、電車もだめ・・・、仕事はない・・・） 
・日頃の活動に敬意を表します。 
・議員の皆様のご健康を祈りつつ市の発展のために、力の限りのご活躍を期待しております。 

３ 議員への要望 
 

・市民からの支持により議員になられたのですから、年４回の定例議会において１回でも登壇して頂きたい。 
・選挙の際、選挙カーによる騒音を禁止して欲しい。 
・①絶えず市民の意見、要望を把握するようにすること。②問題になっている事について自分の考えを知っても 
 らうようにすること。 
・市民の意見・要望をよく聞いて欲しい。 
・先に記入したとおり、議員は自己の主張する政策について大いに勉強する必要がある。討論会をやって、その 
 意欲、能力を市民の前に示すべき。ただ出席しているような議員はいらない。 
・議場での各議員の質問登壇回数を見ると、一生懸命質問する議員とそうでない議員との差が相当あるように思 
 える。個々の議員さんは市民の声、気持を代弁し頑張ってほしい。政務調査費は何に使用しているのか不明。 

・例えば中央病院への苦情が多いと聞きます。市民になくてはならない病院の苦情ひとつひとつを議員の皆さん 
 は知っていますか？道路の除雪は十和田市が一番下手だとタクシーの運転手に聞きました。こういう市民の声 
 は市役所に話していますがなおりませんね。議会、議員様という感じがして親しくお話することはないので、 
 要望をいつでも言えるような状況があればいいと思います。 
・道路整備などの個別事案を市職員に圧力をかけて裏で解決するのではなく、市全体の課題と捉えて改善策を議 
 会で提言してほしい。 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

議員に関すること 

４ その他 
 

・大半の地方都市の議員は「議員が副業」である。このような議員に市政を委ねてもよいのであろうか？私が議 
 会に関心を持てない大きな要因である。 

その他 

１ 市政に対する要望や提言 
 

・日本一高額な水道料金、介護保険料を何とかしてください。パチンコ店の出店を規制してください。 

・とにかく市民のことを考えた市政を行ってほしい。 

・現市長の公約はチェンジと報酬２割削減だったが、この２つの公約は実行してますか？ 

・十和田市の介護保険料は日本一。借金もかなりあるというのに（病院等）市職員の給料はどうして減給しない 

 のでしょうか。しかも夫婦で勤務している人もいます。公平にするには１家族から１人というのはどうでしょ 

 う。その他官庁街通り、景観はいいかもしれないが市に入るお金は美術館だけではないですか？どうやって維 

 持していくのですか。維持する前に建設費はどうやって支払うのですか。税金のために働いているのではあり 

 ません。 

・市民のために住みやすい“十和田市”になってほしいと思います。 

・若い世代が住みたくなるような街を作ってほしい。 

・①若い人の為の活動②中、高校生に興味をもってもらう活動・若い人を育てる。障害者、母子、老人など、福 

 祉について大人が準備してしまうのでなく、共に成長していく活動が市民全体で共感できるのかな。 

・老後も安心して暮らせるまちづくりをして欲しい。  

・隣の五戸町でさえもケーブルＴＶを入れてめんこいテレビが映るようになっている。様々な情報を得るために 

 も民放４局をみられるようにしてほしい。ぜひお願いしたい。 



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

その他 

１ 市政に対する要望や提言 
 

・議会というか市に対してですが・・・。現在法律で自転車について決まりそうですが東京などの都会では必要 
 かもしれませんが、十和田では必要だと感じません。自転車が歩道ではなく車道を通らなければならないのは 
 とても危険です。十和田では歩いている人が少ないし、自転車と歩行者の事故も聞いたことがありません。自 
 転車が車道を通ることになると車を運転する側も危ないと感じますし、中学生（自転車通学）の親としても不 
 安でいっぱいです。市として何とかならないものでしょうか。と誰に言っていいのか分からないので書いてみ 
 ました。 
・十和田市に住んで約１年ですが十和田市の産婦人科の少なさ、十和田市で安心して赤ちゃんを産むことができ 
 ないということを残念に思っています。隣の市まで１時間以上もかけて病院に行っている妊婦さんがいること 
 をもっとよく考えてみてください。特に男性議員の方！！ 
・十和田市の町全体を商業又は観光など的をしぼった事業を行っている市町村のように発展させ、さらに日本有 
 数の市にしてほしいです。出来ればＮ．Ｙやフランスのドービルのようなこだわりのある開発をお願いします 
・①美術館いらない入館料高すぎ。一度も行った事がありません。周りの友達も同じ事を言ってました。②イン 
 フルエンザ予防接種など医療費中学生までタダにするべき。と言ってもムダですよね。 
・事務職員数を減らすべき! 
・十和田市は美術館やバラ焼きなどで他県へアピールできる内容もふえてきて活気づいてきたと思うが、他県か 
 らのお客様を受け入れるための交通機関が乏しいと思う。電車も廃止し、バス路線も少なく、今後の交通機関 
 をもっと考えてほしい。 
・箱モノ政治から人にお金をかける。子供たちの教育に力を入れる方が良いのでは！市に残れる環境作り。税金 
 ムダ使いを無くす（適正使用）。年度予算の繰り越しを次年度予算に！ 
・負債を作らないように。 
・若者が集まるような施設がひとつも無い。このままだと若者がいなくなると思う。大型ゲームセンターなどあ 
 ればいいと思う。  



問２１ 議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。 

   （自由記述） 

その他 

２ その他 
・他県や他市がやっていないオリジナル行事をアピールして、旅行客増、観光客増。帰省する若者たちの発言力 
 などに期待！！言葉だけじゃなく結果を求める。 
・議会に対する意見ではないのですが、１２月の選挙は寒いので、できれば９月や１０月頃、もしくは春頃にお 
 願いしたいです。投票所に行くのも大変です。 
・十和田市活性化にもっと真剣に取り組んで欲しいし、商工会・農協・自治体と一緒に町ぐるみでもっと町おこ 
 し（今以上に）や十和田市独自でできる事がないか。一般人から感ずることは危機感がなく、ゆったりした政 
 治（平和だと言うこと？）に見受けられる。若い人の働き場がないのに退職した職員が働いていたり、パソコ 
 ンも出来ない人より少しでも若い人の仕事場を作って欲しい。 
・議員に対してつながりのある一部の市民の動行にだけリアクションがあるように見える。とても閉鎖的な印象 
 旧十和田湖町との合併の弊害など、具体的な指数を表していない。暮らしやすさをもっと追求して欲しい。 
・地区会に入っていないので広報が配付されない。市民税を払っているのに！！ 


