⼩⾦井市議会ガイドブックアンケート
回答数(N):220
所属

回答数

注 P2〜10の⾃由記述について
(1)原⽂のママ掲載しています
(2)個⼈名は伏せています

⼀⼩6年⽣

割合

緑中３年⽣

158

71.8%

⼆中１年⽣

31

14.1%

⼀⼩６年⽣

31

14.1%

⼆中1年⽣
緑中3年⽣

(1)ガイドブックはわかりやすかったですか
回答数

割合

47

21.6%

125

57.3%

ウ 少し分かりにくい

36

16.5%

エ 分かりにくい

10

4.6%

ア とても分かりやすい
イ まあまあ分かりやすい

(内訳)

分かりにくい
少し
分かりにくい

⼀⼩
⼆中
緑中
６年⽣ １年⽣ ３年⽣
ア
5
3
39

とても
分かりやすい

まあまあ分かりやすい

イ

7

18

100

ウ

14

7

15

エ

5

3

2

(2)ガイドブックを使ってみて、特に関⼼をもった内容はどこでしたか。＊○はいくつでも⼤丈夫です。
(内訳)
回答数

割合

⼀⼩６年⽣ ⼆中１年⽣ 緑中３年⽣

1.ようこそ市議会へ！

31

14.1%

1

9

5

17

2.会議場に⾏ってみよう！

41

18.6%

2

8

4

29

3.市議会にいる⼈々！

73

33.2%

3

11

1

61

115

52.3%

4

18

8

89

5.会議のルール！

55

25.0%

5

15

6

34

6.いろいろな会議！

46

20.9%

6

7

5

34

7.定例会のすすみ⽅！

31

14.1%

7

8

4

19

8.市議会を傍聴する！

45

20.5%

8

8

8

29

9.請願・陳情の⽅法！

31

14.1%

9

6

4

21

10.議会情報アクセス！

14

6.4%

10

2

0

12

143

65.0%

11

13

24

106

4.市議会のしごと！

11.よくある質問！
0

20

40

60

80

100

1.ようこそ市議会へ！
2.会議場に⾏ってみよう！
3.市議会にいる⼈々！
4.市議会のしごと！
5.会議のルール！
6.いろいろな会議！
7.定例会のすすみ⽅！
8.市議会を傍聴する！
9.請願・陳情の⽅法！
10.議会情報アクセス！
11.よくある質問！

1

120

140

160

(3)より分かりやすいガイドブックにするために、どのようなところを改善すればよいと思いますか。
回答数：203
①⼀⼩６年⽣

(回答数：30)

2 ×
もっとかんたんな表現を使うべき。6年⽣ではわ
3
からない⼈もいる。

28 他の市とのひかくをもっと⼊れる。
意味が分かりにくい⾔葉が多かったから、分かり
29
やすく説明してほしい。
絵を増やす（ページは増えていいです）／質問を
30
より具体的にしてもらいたい。

4 ⽂量を減らしイラストを多く
分かりづらい漢字にふり仮名をつけると読みやす
5
いと思う。

内容をもっとわかりやすくしてほしい。（図や表
31 などを増やし、字は⼤事なとこだけ）／ふりがな
もほしい

6 ・⾔葉の使い⽅ ・説明の仕⽅
7 ⽬がわるい⼈のために字を⼤きくしてほしい
絵の数などを増やし、⼦供にも読みやすいような
8 ガイドブックにすることで様々な⼈達に読んでも
らえるようにすれば良いと思います。
9 絵や写真を多くつけて⾒やすくする
10

議員アンケートみたいなものを⼊れる／イラスト
をふやす／字を減らす／⾔葉づかいをカンタンに

少し字が⼩さくて読みにくいから、字を⼤きくす
る。読みがなをふってほしい。
⽂章をもう少しまとめる（⽂字を⼤きく）／絵も
12
増やしたほうがいいと思う。
もっとより簡単な⽂章にして意味を分かりやすく
13
してほしい
全体的に（もうずいぶんうすめてるんだろうけれ
ども）こいので、内容は変えなくていいから、読
14
んだ後、⽬を休められるもの（絵とか）をもっと
⼊れてほしい
11

ふり仮名をもっとつけてほしい。⾔葉の説明をつ
け加えてほしい。
・絵などを増やした⽅がよい。・⽂字を⼤きくし、
16
読みやすくする。
15

17 もう少し、絵をくわえたブックにする。
難しい⾔葉を具体的な⾔葉を使って説明してほし
18
い
19 ふりがなをつけてほしい
もう少しだけ項⽬を増やす→⼀つの項⽬にたくさ
20
んの⽂字が書いてあったため、読みづらかった。
21 もっとくわしく、むずかしい⾔葉は使わない
22 低い学年の⼈にも分かるようにふり仮名をふる。
23 ⽂字をもう少し簡単にする
24

難しく、固っくるしい単語を使うところ。／⽂章
の⽂字が⼩さく、読みづらいところ。

25 特になし
26 絵や図
27

それぞれの単語の意味（例）アスベスト→？ ふ
りがな陳情→？
2

②⼆中１年⽣ (回答数：29)
32 ⽩⿊じゃなくて、⾊を使えばいいと思います。
33 もう、OKです
34 ⾊を使ったり、ふりがなをふる
35

36
38
39
40

42

43
44
45
46

絵をふやして、もうちょっと⽂をかんけつに書い
て、読みやすくしてほしい
絵や⾊をたくさんつかったほうがいいと思った。
／また、よめない漢字とかあったから、そこにふ
りがなをふったほうが読みやすいと思った。
漢字にふりがなをふったほうがいいと思う。
写真に⾊をつける
⾊をつけたりイラストをかいたりしたほうがいい
と思いました。
⾊のバリエーションをふやして、⽂字の⾊を変え
たり、絵をもう少しつかったりすると、わかりや
すいと思いました。また、難しい漢字、読み⽅の
わかりにくいものにふりがなをつけるなども必要
だと思いました。
⾊をもっとつかってほしい。写真をもっとつかっ
てほしい。⾒開きのパンフレットのほうがよみや
すいと思う。
絵をもう少しふやす。
絵が少ない。絵に⾊があったほうがわかりやすい。
絵を多く取り⼊れることで、⾒やすく、分かりや
すくなると思いました。

47 改善するところはないと思います！
48 ⾊やイラストをたしてみる。
49 写真を増やしてもらうとわかりやすい。
難しい⾔葉が多く、もう少しフリガナが欲しい。
50 写真のカラーがあまりなかったのでもう少しカ
ラーにしてほしい。
割と難解な⾔葉が多いため、もうすこし分かりや
51
すい表現をするべきだと思った。
52 ・⾊をつかう。・イラストを増す！
・⽂1つ1つが⻑いから、と中でイラストとかをは
さんでほしい ・カラーにしてほしい ・説明に
53
イラストとか相関図（？）みたいなのとかつけて
ほしい。
54

・字体をゴシック体や明朝体など使い分ける。・
多くのページに写真を⼊れる。

55

・⾊をもう少し使う（明るい⾊） ・イラストを
使う ・写真を⾊⿊じゃなくする

56 ⾊が少ない

絵

3

⾊を使ったり、ちょっとしたイラストを⼊れてみ
たり、もう少し分かりやすい⾔葉（難しい⾔葉だ
57 と分からないから）を使ってほしい。少しクイズ
みたいに、読んでいる⼈に呼びかけるような⽂章
があると、楽しんで読めると思った。
イラストを、もっとたくさん付ける。⽔⾊、⽩、
58
⿊だけじゃなく、⾊をたくさん使う。
59 本会議場、季員会室の所の写真をつける等
60 もう少し⽤語について説明してほしい。
⾊やイラストをもっと使ってほしい。難しい字や
⽂章ばっかりで読む気がなくなる。⼀つの質問に
61
対してもう少しカンタンに答えてほしい。⿊ばっ
かりな気がする……
おもしろい絵が少なくてあまりインパクトがない
62
なぁ 〜と思います。

③緑中３年⽣ (回答数：144)
63

65

66

67

68

69
70
71
72
73

74

75

76

77

78

79

⼩⾦井市がどんなまちづくりを⽬指しているのか
載せてほしいと思った。
議会で⾏われている討論の内容について⾝近でわ
たしたちと関わりが深いものもあるようなので、
それをガイドブックにわかりやすくのせてほしい。
市議会は思っているより⾝近な存在であることが
伝わるような⼩⾒だしの⽅が良い。
⿊、⻘、⽩の三⾊で構成されていて、シンプルで
分かりやすいですが、もう少し写真などいろいろ
な世代が興味を持つガイドブックにすればいいと
思います。
重要なところを強調し、もっとインパクトを与え
たらよいとおもいます。
・もくじが⼩さくて、⾒つけづらかったので、⼤
きくしてほしい。・中⾝はすごくおもしろいのに、
表紙が古いかんじがする。イラスト等を使って
ポップなものにすべき。
市議会がこれまでに⾏なってきた活動など、より
読者に⾝近な内容をのせてほしい。
・配⾊
興味のわく内容がほぼない。もっと、市議会の利
点や悪い所を、⼀つ⼀つ説明してほしい。
短いマンガを使って議会について書いたら⼩学⽣
なども読んでくれる。
難しいワードをかみくだいて説明すると良いと思
います。
もっと⼩⾦井市議会がどんなことをしたのか、し
ているのかについて例などを交えてあると分かり
やすいと思った。
絵が少なめだったので、キャラクターを作って、
そのキャラクターが紹介をしている感じにすると
良いと思います。
定例会で決まった条例や出てきた議案などを書い
たらいいと思う。
もう少し写真を増やすといいと思った。若い⼈が
もっと興味を持つように若者の⾝近なこと、例）
写真映え、など⾏事を書くといいと思います。
もう少し⾊があってもいいと思った。会議場の図
や写真がのっていて普段あまり⾒れないところが
⾒ることができていいと思った。
少し⽂字が多く退屈だった。もう少し仕事につい
ては少なくてよいと思う。また、⾝近で知らない
⼩⾦井の情報とかがあると⾯⽩いと思う。

昨年、何をしたのか、代表的な物があった⽅がよ
いかなと思いました。
84 表とかを使う。
85 中により⾊々な⾊を使う。
⾊が⻘ばっかりで読む気が失せるので、もっとカ
86
ラフルにした⽅がいいと思った。
もうちょっと絵や⽂字などガイドブックのデザイ
87 ンをより近代的な新し感じのやつにする。デザイ
ンをオシャレに。
⼩⾦井市議会の特徴が⼩さくのっていたので、も
88
う少し詳しく⼤きくのせても良いと思う。
よみがなをつければいいと思う。絵を多くして今
89
ある表をもっと⾒やすくする。（⾊をつける等）
強調したい部分を⾚の太⽂字にするなど、⽂字の
メリハリをつければ読みやすくなると思う。⾒出
90
しを上に⼩さく書かず、⼤きく書くことで、⾃分
の知りたいことが探しやすくなると思う。
⼩学⽣とかも読む場合に備えて、よみがなを書い
91 たり、全ページカラーにしてみると、読みやすい
と思います。
誰にでも気軽に読んでもらうために簡潔にまとめ
92 る。今のままだと字数が多くてくどく感じる。写
真を増やす。
⾊を教科書みたいにしたり、マンガみたいにした
93 り改善してみると良いと思いました。イラストや
キャラクターもあればもっとよいと思いました。
もう少しイラストをつけたり、⾊をつけた⽅がい
94
いと思いました。
・⾊を使う ・YouTubeツイッター等にとべるリン
ク先及びQRコードを貼る ・簡単な陳情書を書い
てみよう！コーナーを作る（複雑じゃなく、あく
95
までも⼩中学⽣むけにハードルを低くする） ・
対象年齢を設定すべき（⼩学⽣にはムズカしすぎ
ると思った。）
仕事や会議など、分かりやすく図でまとめたり、
96
表にした⽅が分かりやすいを思う。
97 ⾊をもっと使うを分かりやすいです。
83

⾊をつけるともっと読みたくなると思います。字
の間隔をあければ読みやすくなると思います。
僕は、⼩⾦井市内のコンビニの数とか市⺠の体
重・⾝⻑、とにかく⾯⽩いデータをもっとみたい
100
し、そうすればなかなかいいガイドブックにもな
りそう。
98

80 難しい漢字にふりがなをつけた⽅が良いと思う。
むずかしい単語や図の解説を⼊れたり、わかりや
81 すく書かれた⽂を⼊れる。⼩中学⽣⽤や⼤⼈⽤に
分ける。

101 ⽇本全国の各地⽅平均値をのせるとよいと思う。
102 みんなが考えなさそうなことを書く。
103 予算の使い⽅を、具体的に書いてほしい
104 絵や図を多くして欲しい

82 ない
4

⼩さい⼦にもわかりやすい様に、フリガナをつけ
る。市議会について知らない⼈の為に、ひとつひ
139
とつに細かい説明をする。円グラフや棒グラフな
ど、⾒てわかる物を多くする。
⽋点はないけれど、もっと⼩⾦井の知名度を上げ
る活動をした⽅がいいと思う。確かに住みやすい
140 けれども、⾃分的には、⼤都会か⼤⾃然か、⼤⽥
舎のいずれかに住みたい。中途半端な町は嫌いで
す。
「請願、陳情の⽅法」では、難しそうな内容では
ありましたが、読んでみると理解しやすい点もい
くつかありました。しかし、開いて、読もうとい
う気持ちは⼩学⽣をはじめとした、学⽣にはあま
141 り湧かないと思う。⾊合いであったり、「こきん
ちゃん」が説明してくれるような形だけでも読も
うという気持ちは湧くと思う。また、仕組みや良
い点だけではなく、あえて課題などを載せること
で興味が出ると思う。
ガイドブックの内容をもう少し増やしてみるとこ
142
と
実際にいる市議会議員の紹介や、⼀⽇の仕事の内
143 容など、もっと具体的に知れる内容が⼊っている
と、⾯⽩いと思った。
⼩⾦井市の現状に対し、もっと他の⼈⼝や⾯積な
どの近い全国の市区町村を⽐較し、より⼩⾦井市
144 の特⾊をわかりやすくする。定めた条例の中でも
主なものを、ガイドブックの⼀つの項⽬として、
より紹介してほしい。
⼩学⽣にも簡単にわかるような内容を多めにのせ
145
る。
もう少し⽂章をまとめたり、⼤事な部分をもう少
146
し⽬⽴たせたりするとよいと思う。
平均年齢や、⼥性の議員数などで、全国平均との
147
⽐較などを載せた⽅が、わかりやすいと思った。
市⺠と、その活動がどのようにして、つながって
148 いるかを書くといいと思った。例えば、条例はど
の様に市⺠に共有しているかなど

105 漢字のふりがなをつける。
課題（市議会の問題）をのせてほしい 例）定員
106
が多いと⾔われているなど・・・
108 もっと様々な⾊を使う。（カラーにする）
109 さくいんがあった⽅がよい。
110 もっと写真とかがあるといいと思う。
112 写真やイラストもっと沢⼭のせるべき
⾔葉が専⾨的でわかりにくい。表紙に中⾝を少し
113
書くと、もっと興味を惹かれる
114 もっと興味のある内容をのせる
115 現状の課題や改善策をのせる
表紙が⾒たい！と思う様なものではない。（桜と
116
か、⼩⾦井らしい）
117 冊⼦の中の雰囲気を明るくする
⽬次をもう少し細かく分ける。実際の写真を多く
118
する
119 画像を少し多くしてわかりやすくする
飽きないようにクイズなどを⼊れる。（⿃が⾔っ
120
てる⾖知識など）
市議員の仕事や議員の⽣活など議員についての情
121
報ものせてほしい。
122 特になし。分かりやすかったです
カラーをもう少し多⽤する。カワセミに動きをつ
123
ける
⽂字だけではなく、表やイラストを載せるとより
124
分かりやすい
具体的にどの様なまちにする為に、何をしている
125 のかが載っていると想像しやすくなるのではない
か
126 もう少し⽂字の量を少なくする
127 市⺠の⾝近な事について書く
128 もう少し⾊を使った⽅が⾒やすくてわかりやすい
もう少し⾊を増やした⽅が⾒やすくなると思う。
⼩⾦井は特に何に重点に取り組んでいるのかが
129 少々わかりにくい気がするので、もう少し⼩⾦井
市議会の特徴について書いてくれてもよいのでは
ないかと思う。
もう少し⾔葉などをわかりやすくしてもいいと思
130
う。
131 イラストや絵などを増やす
133 全⾯や写真などをカラーにしてほしい
134 中にある写真をカラーにすればいいと思う。
3階4階の平⾯図が書いてあるが、そこで何をする
135
のかをもっと書いてほしい。
専⾨⽤語や漢字が並び⼩学⽣などには少しわかり
にくい内容かと思った。ふりがなをふればいい？
136
「定例会の進み⽅」の様な、注釈を⼊れてもらえ
るといいかもしれない。
138 カラーにした⽅がいいと思った
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149 もう少し⽂章に⾊を加える、「索引」をつける
中の⾊はもっとはっきりさせたらいい。⼈や⿃の
150
絵の⾊をもっと付けていいと思う
重要なところは⾊を付けて⾒やすくした⽅がいい
151
なと思った
年代別にどのような政策を⾏っているか表でまと
152 めると、知りたい⼈や対象となる⼈に伝わりやす
い
153 今のままでもすごくわかりやすかった
⽂字がたくさんあったり、⼦どもには分かりにく
そうな難しそうな⾔葉が並んでいたので、イラス
155
トを増やしたり、わかりやすい簡単な⾔葉で説明
した⽅がわかりやすい

字を⼩さくして⾏数を減らすことで読みやすくす
る。⾒出しに⽂字以外の何かシンボルを描く
市の少⼦⾼齢化に対する具体的な対策をＨＰに記
157 載するだけではなくガイドブックにも書いた⽅が
いい
会議で出た賛成意⾒と反対意⾒の例などを載せる
とより会議場での話合いのイメージがわくと思う。
158
市議会の制度などをより細かく書くとわかりやす
い
議会⽇本であったけど私にはわかりません。開い
159 ていてよかったです。●●先⽣ありがとうござい
ました
議員についての明記を増やした⽅がいいと思う。
議会が念頭に置いている事項及び掲げていきたい
160
⽬標を明記すること。少しカラーの写真を載せて
興味を引き付けるようなことができると思った
もっとイラストを⼊れたり⾊をつけたりするとい
いと思う。⾝近なことについて知りたい⼈がいる
161
と思うので⾝近なことについても載せたらわかり
やすくなったり興味を持つ⼈が多くなると思う。
⾊をつけたらわかりやすいと思います。条例を分
162
かりやすく説明してみると良いと思います。
163 カラーにして

⼩⾦井市議会で➀話し合われたこと、②議会で話
179 し合って出た意⾒、③話し合って出た最終的な結
論、などを具体的にいくつか書いてほしい
中⾝が⻘と⿊ばかりなのでカラー写真が多い⽅が
180
わかりやすいと思う
⾊を使ってわかりやすくしたらいいと思う。また、
181 質問欄にもイラストを⼊れて吹き出しにしたら、
もっと楽しく読めていいと思う
・⾝近な地域ごとで⾏っている事など具体的に書
く
182 ・ガイドブックに頼るのみではなく、議員の⽅⾃
ら⼩中学校を訪れて講演したら、もっといい付き
合い⽅ができると思う
写真やイラストが増えると想像しやすくていいと
183
思った
いま⾏っている政策について触れる。「⼩⾦井市
184 ⼈⼝ビジョン」等をもっと詳しく書く。予算につ
いて詳しく書く。
⾊などをもっと使った⽅がいいと思う。
185
⼩⾦井市役所第⼆庁舎について詳しく知りたい
分からない単語が、⼩学⽣にはたくさんあると思
186 うから、説明があるといいと思います。⑪だけ
じゃ分からないと思います。
187 絵図を増やす
⼩⾦井市の条例やコロナへの対策、予算で何に⼀
188
番使われているかなどのしょじじょうを⼊れる

156

お⾦について知りたい⼈が多いと思う。歳⼊や使
い道、借⾦について書いてほしい
現在どのようなことをしているのか、コロナ禍で
165 どのようなことを⾏っているのか、という今⾏っ
ている活動などを紹介してほしい
⼩学⽣にも⾒せるなら吹き出しを付けてもっと簡
166 単な説明を⼊れる。⽂章が多い表や図をもっと使
うとわかりやすそう
歳⼊額や歳出額などの予算が記載されていなくて、
167 何のためにどれくらいお⾦を使っているかが分か
らなかったので、記載してほしい
168 市の地図や街案内など
164

189 写真に⾊をつけたらいいと思う
具体的に⼩⾦井市⺠がより良く⽣活できるように、
191 どのような政策を⾏っているのか、簡単に書いて
ほしいです。
表紙のココバスの写真が古すぎるので、現⾏ポン
チョの⾞の写真にして下さい。 （写真の⾞両は
192
2013年・15年に廃⾞済）もし写真がなかったら、
写真を提供しますよ。
実際に議決された条例はどのようなものだったの
194
かくわしく知りたい。
195 図やグラフをもっと活⽤する。

議員たちにもっと親しみが持てるように改善して
170 ほしい。最近起きた事柄の判決例などを⽰してほ
しい。少し堅苦しい気がする
漢字の読み仮名はカタカナ→ひらがなの⽅が違和
感がない
172 本会議場や採決の様⼦などの写真がもっとあると
良い
会派別の政策紹介ページ
現在進めている事業やコロナ対策などの情報を⾒
175
る事ができるといいなと思う。
⼩⾦井市議会内だけではなく、⼩⾦井市議会が関
176
わっている公園や川の紹介ページを作る
177 議員バッジの写真など細かい写真があるとよい

196 ⾊をつける
・⽂章の簡略化や重要な部分を太字にする。（伝
197 えたい。）・⽬次をもっと分かりやすくする。
（少し難しくなってもかまわない）
11のよくある質問の解答をもうすこし詳しく書い
198
てほしい
もう少し⾝近な疑問を「よくある質問」にとり⼊
れる ガイドブックだから常に新しい情報は更新
199
できないけど 例えばごみ問題について今まで取
り組んできたことを年表的なもので書いてみると
200 後半はもっと簡単にまとめた⽅がいい・・・？
201 説明されている事についての具体例が⾜りない。

178 実際の写真などもう少し⼊れて欲しい
6

Q＆Aをもっとふやしたり、何がどこにのっている
のかをわかりやすくすればよいと思った。
市議会の⼈数について、もっと⼤きく書いてもよ
203
いと思いました。
市政により関⼼を持つためにもより具体的なこと
204 （どのような会派があるか、〇〇年に何が主に審
議されたのか等）を書くのもいいかと思いました。
205 ⻘と⽩以外にも⾊を使う。
202

206 情報の更新
207 ⽩⿊よりは良いがもう少し⾊を増やしてほしい
もう少し図や表を増やすと⾒やすくなると思いま
208
す。
209 今のままでいいと思う。
数値がどう推移して今の数値になったのか分かる
210
ような図が欲しい。
もう少し⾊を使うと⾒やすくなるのではないかと
211
思います。
中の写真や図は⾊付きにした⽅が⾒やすいと思い
212
ます。
⾯⽩く興味深い内容だったのであまり改善点は⾒
213
あたらない・・・
214 特にない
・会議中の議員の様⼦や、話し合った議題内容の
215 例とその議題の結論をもっと詳しく、分かりやす
く書いてほしい。
興味があまりない⼈でも⾒てみたくなるようにす
る。正直な所分からない単語をつかっていわれて
も読む気がなくなるのでもう少し⽂章の量を減ら
して分かりやすくし、カラーの図などを加えると
216 よくなるのではないかと思う。会議場のカラー写
真などをのせるともっとよくなると思う。内容は
とても良いが分かりにくすぎます。なんで表だけ
カラーなんだよ 中もやってください。書類みた
いになってる。
217 無い
218 議員の名前と写真を載せる
どんな議題について話し合ったか具体的に書いて
220 ほしいです。議員が掲げた公約とその⼈と政党、
年などを⼀覧にして載せてほしいです。

7

(4)⼩⾦井市議会についてさらに知りたいことがあれば記⼊してください。

(回答数：158)

①⼀⼩６年⽣ (回答数：23)
(回答数：23)
2 ×

16 ×

3 とくになし

17 なし

4 ない。

18 なし

6 なし

20 なし

7 なんさいぐらいからなれる？

22 等になし

8 ⼦どもと市議会の関わりについて

23 ない

9 会議のすすめ⽅

24 なし

11 とくにない

25 条例の内容や、市議会の歴史が知りたい。

13

⼩⾦井市議会はいつ、どのようにして作られたの
か。

27 話し合っている内容や最近決めたことなど

14 とくにない

28 ふだんどんな仕事をしているのか。

最近話し合っている内容や、市⺠の意⾒はどんな
15 ものがあるのか、市⺠の意⾒書を決議する条件は
どんなものか。

30 議員の真意／どのような議決⽅法か？

②⼆中１年⽣

31 実際の議論を⾒てみたい

(回答数：16)

33 せんきょのうらばなし

59 映画館がほしい

34 どうして⼥性議員の割合が全国的に⾼いのか

60

学校のトイレをきれいにしてほしい。和式のトイ
レを使う⼈はほとんどいません…。

なぜ⼩⾦井の学校のトイレは洋式が少ないんです
38
か。

61

学校をきれいにしてほしいです。駅の近くをもっ
と充実させてほしい
洋式にしてほしいです。

41 今後、さらに条例を増やす予定はありますか。

62

投票するとき例えばAさんに10票、Bさんに10票の
とき、最終的にどうやって決めているんですか。

35 特になし

46 市議会の仕事などを、もっと詳しく知りたいです。
47 ないです。
この冊⼦に前例の市⻑が何をしていたかや⼩⾦井
50 のために何をしたかなども知りたいからのせてほ
しい。
51

会議などについても、もう少し詳しく知りたいと
思った。

54 市議会選挙の具体的な流れ
56 新庁舎を広場につくる理由とは。
⼩・中学校のトイレの洋式を増やす。ゴミ処理場
を作る。娯楽施設を作った⽅が良いと思う。
58
（ ※ の年頃の男⼥が遊べる室内の施設を作っ
た⽅が良いと思う）

8

③緑中３年⽣ (回答数：119)
63 ⼩⾦井市にしかない特別な役割があるのか。
市⻑（議員）の1⽇のスケジュール
どんな経験
64
をもつ⼈が議員になっているのか
議員さんたちの意思、おもう事等、⼩⾦井市の代
65 表である⼈なのだからどんな⼈なのかがもっと知
りたい。
66 都市開発について
東⼩⾦井駅周辺の発達はいつするのか疑問です。
67 道路、信号、横断歩道等の整備がおくれていると
おもいます。
実際に何をやっているのか。会議で何を決めてい
69
るのか。
・コロナ対策でどのような事をしているの
70
か
・どんな場所にお⾦を使っているのか
議員⼀⼈⼀⼈のなろうと思ったきっかけ ・市議
71
会の良い所
⼩⾦井市にしかない役割や条例を分かりやすく知
72
りたい。
73 市の条例について詳しく知りたいです。
74 どんなことをしているか（コロナで）
私は⼩⾦井市の課題や改善点を調べたので、その
75 改善をするために取組むことを具体的に知りたい
と思いました。
課題に対して市議会の⼈々はどのように動いてい
76
るか。
若い⼈がいるのか。市議会議員からの仕事のやり
77
がいや、どうして⼊ろうと思ったか。率直な感想。
78 特にない
定例会の議題を⾒て、幅の広さに驚いた。⼀度市
79
議会を⾒てみたい。
1年間を通してどんなことをしているのか。どんな
経歴の⼈がなっているのか。どのようなきっかけ
81
で出⾺しようと思ったのか。実際にどんなことを
⾏ってきたのか。
82 市議会の仕事について、もっとくわしく知りたい。
コロナ対策で⼩⾦井公園のバスケットコートを利
⽤させてもらっているのですが、⼟曜⽇と⽇曜⽇
に⼈がすごくいて密になっています。バスケは体
83
をぶつけ合うのですが、コロナに感染しないか⼼
配です。できれば、バスケットコートを増やして
欲しいです。
84 今やっていること。
86 特になし！
⼩⾦井市議会が今どんな議題について話し合って
88 いるのか、⼩⾦井の直す必要のある所はどこなの
かを、私達⾃⾝を知らなくてはいけないと思った。
90 議⻑や議員のスケジュール
91 〇市章の意味 〇”⾃然”にこだわる理由
92 議員の⽣活
今までに決まった条例、また今の⼩⾦井市の条例
が知りたいと思いました。⼤変なことや⼩⾦井市
93
議会によって変わった条例はなにがあるのか、変
わったことはあるのかが知りたいと思いました。
どのような街を⽬指しているのか、よい街をつく
るために⽬標を達成するために具体的にどのよう
94
な⼈がどんな取組みを⾏っているのか知りたい。
選挙に応募する⼈の⼈数を知りたい。
95 ・議員の⼈柄 ・各会派の公約
96 特にないです。

97 コロナ対策について知りたいです。
⾃然が豊かな⼩⾦井市の⾃然、⽣き物など→保全
98
活動、⼩⾦井市について
101 各議員のこうやくそしてその達成具合
102 ないです。
104 議員はみんな同じ仕事なのか
106 1⼈1⼈の市議会議員がやった過去のとりくみなど
・⼩⾦井市で起こっているいじめの対策について
・ジェンダー差別について
107 ・どんな町を⽬指すか、またそれに対する解決策
について
・予算の使い⽅
108 議員さんについて
109 収⼊源・⾦策
113 仕事の細やかな内容について
コロナによって市議会にはどのような影響あった
114
か
119 予算の使い⽅（⽅針）など
120 特徴。ほかの市議会と違うところ
学校にかけているお⾦の量や、中学校についての
121
政策
各市議会議員のマニフェストどのくら達成できた
122
のか知りたい
123 選挙カーの騒⾳について思っている事
⼩⾦井市をどういう街にしていくかについて。予
124
算の使い⽅について。普段の会議内容について。
125 ごみ対策についてもっと知りたい
開発事業についての情報があまり回ってこないの
で、どこかで知れる場所を作ってほしい。市⺠の
126
「請願」や「陳情」がどのくらい受け⼊れられる
のかを知りたい
127 どの様な街を⽬指しているのか知りたい
⼩⾦井に住んでいても市の特徴があまりわからな
129
い。
市議会の歴史、ネットで調べても出てこないこと
130
など。
131 どうやって住⺠の意⾒を集めているのか。
⼩⾦井の為に今まで具体的に取り組んできたこと。
132
どれくらい市⺠の意⾒が反映されているのか。
134 ⼩⾦井市の緑地の数や、⼤きさ
イベントの案はどんな⾵に出てるんですか。イベ
135 ントの中⽌、延期にするときの理由（基準）が知
りたい。
⼩⾦井市が⾏っているイベントなどについて⼩⾦
137
井市の課題と対策
少⼦⾼齢化への対策では、具体的にどの様な事に
139
取り組んでいるのか。
いつからあるのか。話し合って、結果、どれぐら
い実現できたのか。⼩⾦井って何もない、魅⼒が
140
ない（たてものえん以外全部）ので、もっといろ
んな建物を作ってください。（⽇本⾵の）
⼩⾦井市議会は、ごみ問題などについてどの様な
142
取り組みをしているか。
143 コロナについて変わった事や、取り組みなど。
周囲の市とどの様に協⼒や交渉をして、関わりを
144 持っているのか。議員の構成に対する多⾓的な分
析。
⼩⾦井市の教育費を何に対して、どのくらい使っ
145
ているのか知りたい。
9

146 議員
⼩⾦井市の財源と、使い道について調べた所、財
147 源が不⾜している事がわかりました。この問題に
今後どのように取り組むかが知りたいです。
議員のとある⼀⽇のルーティンが知りたい。朝起
149 きてから寝るまでの動きを知りたい。朝ごはんや
出勤時の移動⼿段など
家のポストに紙が⼊っていたり、駅まで話してい
150 て、もっと興味を引く話があればいいなと思う。
硬い話じゃなくてもいいかも
少⼦⾼齢化やコロナの中でみんなが住みやすい街
152 にするために議会都市でどのような事をしている
か
どうして⼩⾦井市議会がつくられたのかが気に
153
なった
・過去、市⺠によって直接請求された件につい
155
て ・受動喫煙の対策について
156 市のほかの機関との関連
158 意⾒が合わなかったときの対処法
私は⼩⾦井市であったけどゴミ増減らしたいと思
159
いました。
160 過去に⾏った政策など
市⺠の意⾒をどうやって採⽤しているのかや採⽤
161 例など。また、歳出の割合など。⺠⽣費や⼟⽊費
の割合を円グラフで記載したらわかりやすいかと
162 イベントについて知りたいです。
ひとつひとつの中学校が何にお⾦を使っているの
163
か
164 お⾦について
市が抱えている様々な問題に対してどのような対
165
策を取っているのか知りたい
167 ⾚字額の⾦額が今後どうなっていくか知りたい
169 コロナ対策、条例について
171 東⼩⾦井駅が改装されたらどうなるのか
172 会派別の政策
・予算の使い道
173 ・⼩⾦井市の少⼦⾼齢化とそれに対する⼯夫
・具体的にどんなことを議論しているのか
市が⾏っている会議には毎回約何⼈の傍聴者（市
177
⺠）が来るのか
他市と⽐べ市税での歳⼊が少ないのでどうやって
178
対策をしていくのか
・いま何に⼒を⼊れているのか（コロナ対策な
180 ど）
・⾝近なことについて知りたい
これからどんな⾵に⼩⾦井をよりよくしていくの
181 か、今の⼩⾦井市必要なものは何かについて議会
の⽅の意⾒を知りたいと思いました
・未来のまちづくりについて
182
・市議会で決まったこと
ごみ問題について議会でどのような話をしている
183
のか
コロナや少⼦⾼齢化などの課題についてどのよう
184 な対策を取っているのか
ごみ問題等についての考え⽅
条例について詳しく知りたい
185 ⼩中学校に使っている予算を⼀つひとつの学校単
位で詳しく知りたい
188 ない
189 ない

これからどのよう⼩⾦井市にしていきたいのにつ
いて知りたい。他の市とか⼩⾦井市にどれくらい
の⼈がいてどれくらい住んでいてどれくらい住み
190
やすいのかについて知りたい ⼩⾦井市をどのよ
うに調査しているのか知りたい どのような議題
をおもに話すのか知りたい。
今、議会内ででている⼩⾦井市の課題と、その課
191 題を解決するためにどのような事を取り組もうと
しているのか。
・1⼈1⼈の公約について→実際にどこまで進んで
192 いるのか。・定例会がない平⽇って何をしてるの
か
193 議員の最年⻑と最年少。
194 現在、話し合っていることはなにか。
感染症対策について。今の⼩⾦井市の課題につい
195
て。
196 ⼩⾦井市⺠の平均収⼊を調べてみました。
・⼩⾦井市の平均収⼊や住⺠の年齢層 ・投票し
197
ている⼈の⼈数
199 ごみ問題
200 超ざっくりと⼩⾦井市が今計画していること
・議員最年少は、誰で何才なのか ・議員になっ
202
たわけや議員の政党
感染症対策について知りたい。⾃分からも意欲的
203
に調べられるようにしたいと感じました。
議会で審議される内容や議員の仕事内容と量につ
いて知りたかったので調べました。他にも議会に
204
かけるお⾦等が知りたいです。また、実際に議会
の様⼦も⾒て知りたいです。
205 ⼩⾦井市議会の⼥性率の推移について。
206 特にありません
⼩⾦井市議会について知りたいことがこのガイド
208
ブックで知ることができたので特にありません。
209 特になし
議会内の会派ごとの⼈数と割合を円グラフで⾒た
210
い。
211 最近、市議会で話し合った内容について
スピーチするときにどういうルートで回っていま
212
すか？
213 議会や市庁舎の光熱費
214 議員同⼠の仲はいいか、悪いか
・公約の達成率→公約は⼝だけで済ませるのでは
なく、実⾏しないと意味がないから ・市⺠の声
215
を聞くアンケートなどを⾏っているのか→もっと
市⺠の声に⽿をかたむけるべきだと思うから。
議会のメンバーの⾃⼰紹介。⼩⾦井市のことをも
216
う少しくわしく。
公約をどれくらい達成しているのか公開してほし
218
い
公約の達成率（ただパーセントをだすのではなく、
220 どんな公約で具体的に何をどこまで進めたのかを
記してください。）
※ アンケートの掲載順は出席番号順ではありません。
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