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調査の概要 

 

１． 調査項目 

あなた自身について 

新城市議会について 

市議会議員について 

議会改革等について 

自由記載欄 

 

２． 調査設計 

調査地域：市全域 

調査対象者：市内在住の 18歳以上の男女 

抽出方法：住民基本台帳から、無作為に抽出 

調査期間：平成 30年 1月 22日～2月 9日 

調査方法：調査票による記入 

 

３． 回収結果 

配布数：2,000 票 

回収数：678票 

回収率：33.9% 
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調査の結果 

■あなた自身について 

Ｑ１ あなたの性別は。 

 

 

 

Ｑ２ あなたの年齢は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

男 

312人

(46%) 

女 

356人

(53%) 

無回答 

10人 

(1%) 

 

186人(27.6%) 

215人(31.9%) 96人(14.3%) 

79人(11.7%) 

51人(7.6%) 

32人(4.8%) 

14人(2.1%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 

70歳以上 

60歳代 

50歳代 

40歳代 

30歳代 

20歳代 

10歳代 
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Ｑ３ あなたのお住まいの小学校区は。 

 

 

 

Ｑ４ あなたは、新城市在住何年ですか。 

 

 

 

 

 

 

32人(4.9%) 

21人(3.1%) 

53人(8.0%) 

29人(4.3%) 

36人(5.4%) 

45人(6.7%) 

7人(1.0%) 

56人(8.4%) 

32人(4.8%) 

64人(9.6%) 

60人(9.1%) 
129人(19.3%) 

103人(15.4%) 

人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 140人 

作手小学校区 

鳳来東小学校区 

東陽小学校区 

黄柳川小学校区 

鳳来寺小学校区 

鳳来中部小学校区 

庭野小学校区 

八名小学校区 

舟着小学校区 

東郷東小学校区 

東郷西小学校区 

千郷小学校区 

新城小学校区 

497人(73.8%) 

68人(10.1%) 

61人(9.1%) 

22人(3.3%) 

19人(2.8%) 

6人(0.9%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 600人 

30年以上 

20～29年 

10～19年 

5～9年 

1～4年 

1年未満 



3 

 

Ｑ５ あなたの職業は。 

 

「その他」の回答  

入院 土地家屋調査士 

接骨院自営 職業訓練所 

自由業 介護職 

家事、農業（田畑）自家用 作業場 

医師 シルバー会員で草刈り作業などしています 

半年間農業 退職後農業 

年金生活者 年金 

画業 農、家事 

美容業  

 

 

■新城市議会について 

Ｑ６ あなたは市議会に関心がありますか。 

 

27人(4.0%) 
187人(27.8%) 

15人(2.2%) 

108人(16.1%) 

87人(12.9%) 

24人(3.6%) 

151人(22.5%) 

34人(5.l%) 

39人(5.8%) 

人 50人 100人 150人 200人 

その他 

無職 

学生 

パート・アルバイト 

家事専業 

公務員・教員 

会社員・団体職員 

商工業自営業者 

農林業自営業者 

72人(10.7%) 

214人(31.8%) 

267人(39.7%) 
120人(17.8%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

ない 

どちらかといえばない 

どちらかといえばある 

ある 
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「ある」「どちらかといえばある」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ６－１ その理由をお教えください。（複数回答可） 

 

 

「その他」の回答 

若い人達の意見を積極的に聞いてくれる。 

新城をよりよくする内容に欠けるため、もう少し市民の立場になる議論を望む。 

市民だから当り前では。 

福祉、環境に力を入れてほしい。 

市民病院 12 年前と同じ良くならない。人口は少なくなり多くならない。 

他市と比べて、各施設が少ない。又は機能していない。①市民病院（他力本願、これは

市が悪いと思います。）②市民のための施設がない。③無駄な建物、無駄な道路拡張 

我が子と同じ年頃の人がいるから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8人(0.8%) 

140人(13.4%) 

135人(12.9%) 

136人(13.0%) 

165人(15.7%) 

210人(20.0%) 
95人(9.1%) 

159(15.1%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 

その他 

有識者として関心があるから 

市政に関心があるから 

税金を払っているから 

自分の住むまちに愛着があるから 

生活と密接な関係があるから 

知っている議員がいるから 

自分に関係があると思うから 
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「どちらかといえばない」「ない」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ６－２ その理由をお教えください。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

大した事をしていない。 

市議会はいらない。 

自分の生活が良くなったと全く感じないから。 

いざという時に頼りになりそうでないから。 

地方に大きな力があるとおもえないから。 

ケーブルテレビがないから。 

市民の声がいつも無視されているから。 

何らかの形で参加したとしても、何の変化も生まれず（自分の生活や市民税の使われ方

など）、無駄だと思うから。 

議会が役に立っていないから。 

新城市が嫌いだから。 

なれあい、市民の為とかではなく自分の名誉名声の為だけだから本当に行政をわかって

いる人はいないと思う。 

地区または市を良くするためどのような活動をし、実績を上げているのかまったく見え

ない。 

（自分に関係がないと思うから）議題に関係ない項目が多い。 

障害者のため、全く分からないです。 

自分の住んでいる地域が、小学校、こども園が統廃合し、道路整備も進まず、地域に対

して住みやすい環境整備を検討してくれていない。 

19人(4.2%) 

45人(10.0%) 

90人(20.0%) 

52人(11.5%) 

126人(27.9%) 
15人(3.3%) 

50人(11.1%) 

24人(5.3%) 

30人(6.7%) 

人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 140人 

その他 

市政に関心がないから 

興味がないから 

忙しくて考える暇がないから 

市議会が何をしているかわからないから 

自分の住むまちに愛着がないから 

生活にあまり関係がないから 

知っている議員がいないから 

自分に関係がないと思うから 
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どうでも良い事を議論していると思える事が多々あるから。 

勤労のため。 

 

 

Ｑ７ あなたは、市議会定例会が年 4回（3月、6月、9月、12月）開催されて

いることを知っていますか。 

 

 

 

Ｑ８ あなたは、市議会の会議を見たことがありますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320人(48.0%) 

191人(28.6%) 

156人(23.4%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 

回数や月までは知らないが 

開催しているのを知っている 

知らない 

知っている 

419人(60.4%) 

201人(29.0%) 

23人(3.3%) 

51人(7.3%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 400人 450人 

傍聴したり見たりしたことはない 

ケーブルテレビの放送を見たことがある 

インターネットの録画放送で見たことがある 

議場等で傍聴したことがある 
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「傍聴したり見たりしたことがある」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ８－１ そうしようと思った理由は何ですか。（複数回答可） 

 

51人(19.5%) 

25人(9.5%) 

10人(3.8%) 
82人(31.3%) 

94人(35.9%) 

人 20人 40人 60人 80人 100人 

その他 

知り合いに誘われた 

議員に誘われた 

提出されている議案や請願などの 

審議に関心があった 

議会に関心があった 

「その他」の回答 

ケーブルテレビで放送していたから。 

ティーズのテレビ放送で偶然観た。 

自分の押している議員が、どのような質問をするか聞きたかった。 

ケーブルテレビの宣伝にて。 

たまたま目に映った。 

偶然流れていた。 

ＴＶで放送していたから。 

暇だったから…。 

老人クラブのゆうあい大学に入っていたから。 

少しはどんな内容が決定しているのか、進められているのか、知っておくのも良いと思

ったから。 

選挙前だから庁舎の事を話していたから、目にとまった。 

議会が未来の機能（役割）を果たしているか、いないので。 

たまたま商業施設のケーブルテレビの放送で見ました。 

なにげなく。 

老人会にて傍聴しました！！ 

研修で参加した。 

一度は市の老人大学で見学傍聴、一度は自主的に出かけた。 

なんとなく、新城市を見たかった。 

家族と一緒にケーブルテレビの放送を見た。 

広報。 

見ただけ。 
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Ｑ８－２ ご覧になってどのように思いましたか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

出来レース。 

あたりさわらないように。とか、形としてやっているようにしかみえない。 

発言者が少ない。 

傍聴した時、傍聴席前の議員等、自分勝手な言動が多く、合併した新城市をもっと楽し

くできる市にしてほしい。 

何とも言えない。国会の様に相手の足を引っぱる様な事は止めて欲しい。ダメだ、ダメ

だ、だけでなく協力すべき所は協力して欲しい。 

事前に通告された質問、提案に対して用意された文書を読み上げるといった場面が多く

見られ、議論白熱となる様なケースは無いのか？と感じている。 

市議がなぜそんな事を言うのかと思いました。庁舎の建設は地元の企業だけではと思い

ました。 

まともに議論も審議もされていない。殆ど意味なし。 

私が見たのは産廃問題です。都合の良い人に都合の良い様に解決されていると思いまし

た。地元の人の切実な気持ちが分かります。 

寝てる人がいたので楽でいいなあと思った。 

議論内容が軽く時間を使い切るために、建前的な請願があったりして、非常に失望しま

した。 

もっと議論が戦わされると思っていましたが、一方的な意見の発表だけで、何か物足り

なく思いました。 

よくやってくれていると思っている。 

全く議論や審議がされていない。 

 

 

 

 

17人(6.7%) 
113人(44.5%) 

82人(32.3%) 

42人(16.5%) 

人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 

その他 

よくわからない（評価はできない） 

あまり議論や審議がされていない 

きちんと議論や審議がされている 
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「傍聴したり見たりしたことはない」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ８－３ それはなぜですか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

「議会だより」を見ています。 

身体障害者。車イス。 

議場まで行って傍聴するまでの関心はない。 

見ても変わらない。 

程度が低い。 

傍聴しなくても広報紙（議会しんしろ、ほのか）などでわかるから。 

生活への影響力があまり感じられない。 

定例会の配布物読んでいる時々。 

自分に大きくかかわりがある議題ではないから。 

無駄な時間を使いたくない。 

行きづらい、一人だと。 

市外に住んでいる。 

体調悪く人前にでるのが苦手。 

声をかけられたことがないので行っていいのか悪いのかわからない。 

介護をしていればそんな時間はありません。 

仕事でテレビを見る時間がない。 

傍聴したり見たりする事が出来る事を知らなかった。 

気持ちとして敷居が高く感じる。 

市議会だよりや新聞等で情報を得ているから。 

障がい者だから。 

関心はあるが横着している。 

議員の公報を見る。 

交通が不便。 

32人(4.8%) 
196人(29.3%) 

136人(20.4%) 

171人(25.6%) 

133人(19.9%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 

その他 

市議会の開催日・時間を知らない 

傍聴したり見たりする方法がわからない 

傍聴したり見たりする時間がない 

関心がない 
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その場所まで行く必要性を感じない。 

忙しい。 

一般質問以外の情報がない。 

 

Ｑ８－４ どうなれば傍聴に行こうと思いますか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

傍聴の機会がありません。県議会は、一般質問の折、知事への応答を傍聴させてもらい

ました。（バス旅に参加） 

時間がない。 

ケーブルテレビで視聴することができるから。 

傍聴しやすい環境作り。 

私の父が良く見ている。 

議事の内容が分かれば！ 

車イスではどうにもならない。 

遠い。 

その時にならないとわかりません。 

再放送やインターネットでの動画化配信。 

小さい子供がいるので預けてゆっくり見たり傍聴する時間があれば。業務化されれば。 

もう少ししっかりした質問回答をしてほしい。 

かしこい答弁をするようになったら。 

議員活動が努力しなくても身近に感じられる様になれば行きたいと思います。 

仕事のシフトが急に入ることが多々ある。孫を預かって看ることが多いから仕事も定ま

らないし、自由がない。 

身体が不自由なので行けない。 

今、議会を傍聴しようと思っていない。 

65人(9.5%) 

125人(18.2%) 

36人(5.2%) 

86人(12.5%) 
240人(34.9%) 

135(19.7%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

その他 

どうなろうとも行く気にはなれない 

議会が平日の夜にも開催されれば 

議会が土日にも開催されれば 

関心のある議論が行われれば 

議会の日程がしっかり周知されれば 
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ケーブルテレビを見るだけで充分です。 

自分に余裕が出来れば。 

強制的であれば行くかも。 

税の使い方が正当なら。 

近くであれば参加する 

関心があれば。 

ケーブルテレビに入っていない。市役所の中で放送を見る所があると良い。ケーブルテ

レビ、議会は無料で見られるようにする。 

一人では行きづらい。 

何の話をするのかよくわからない。 

裁判員のように強制されたら。 

お誘いがあったら。 

議員そのものの質の向上（中には立派な議員さんも多くいられるので申し訳ありません

が）。 

介護を終わらない限り行けない。 

仕事で時間がないので、いつでも見れる文章で見たい。 

友人、知人、仲間がいれば。 

行くのは年齢的に無理。 

市民の願いは通るべきもなく、多数の市議の意見が通ることが多いのでは？？ 

キチンと勉強の上に、しっかりとした質疑がされるならば。 

健康上の理由。 

子供を預かってもらえるところがあれば。 

行っても意味がない。市民の意見が反映されていない。 

時間が合えば。 

聞いてもよく分からないから。 

教養のある市長、議員が議論するのであれば関心がわく。 

賛否両論が活発になれば。 

今さらですね 80 才。 

外出困難なため。 

一緒に行く人あれば。 

関心はあります。 
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Ｑ９ あなたは、どのような方法で議会に関する情報を得ていますか。 

（複数回答可） 

 

「その他」の回答  

ほのか。 うわさ話。 

口コミ。 家族から聞く。 

そもそも情報を得ようと思わない。 他人からの情報。 

議員さんの（グループ？）発行する広報紙。 新聞に入っているチラシ。 

 

 

Ｑ10 あなたは、市議会だより（議会しんしろ）を読んでいますか。 

 

 

 

 

12人(1.2%) 

133人(13.6%) 

86人(8.8%) 

106人(10.8%) 

97人(9.9%) 

27人(2.8%) 

20人(2.0%) 
499人(50.9%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 600人 

その他 

特に情報は得ていない 

新聞 

ケーブルテレビ 

議員個人のお便りやＳＮＳ 

（ブログ、フェイスブック等） 

議員本人 

市ホームページ内の議会コンテンツ 

市議会だより（議会しんしろ） 

48人(7.2%) 

123人(18.4%) 
229人(34.3%) 

178人(26.7%) 

89人(13.3%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 

見たことがない 

見たことはあるがほとんど読まない 

時々読んでいる 

毎回関心のある記事は読んでいる 

毎回全部読んでいる 
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「読んでいる」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ10－１ 主にどの内容をご覧になっていますか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答  

福祉、介護。 新城の医療に関するもの。例：産婦人科の件。 

覚えれいません。 全体に目を通す。 

漠然と。 知っている議員さんの欄。 

ななめ読み程度。 何となく目を通す程度。 

通り一ぺん。  

 

Ｑ10－２ 紙面はわかりやすいですか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

特に意識した事は無い。読み難いという事は無いです。 

特に何とも思わない。 

普通です。 

気にならない。 

覚えていません。 

簡潔にまとめ過ぎていないか？案件によっては詳細が知りたいことあり。 

13人(1.4%) 

53人(5.8%) 

25人(2.7%) 

160人(17.4%) 
277人(30.1%) 

307人(33.3%) 
86人(9.3%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 

その他 

お知らせ 

委員会インフォメーション 

議決結果 

主な議案の内容 

一般質問 

特集コーナー 

32人(6.7%) 

96人(20.0%) 

66人(13.8%) 
285人(59.5%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

その他 

記事の内容が難しい 

読みにくい 

読みやすい 
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どちらともいえない。 

殆どが興味なし。 

地域に関連していない。 

字がもう少し大きいといい。 

何とも思わず読む。 

文字が多い。図やイラストみたいなので、分かりやすくなったらいいな。 

身近に起こっている話題がのっていれば、特に関心がある。 

特に分かりやすいかどうかの感想はない。 

もう少し内容を多くする。 

対立軸をしっかり見たい。 

まあ、読みやすい。 

 

「読みにくい」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ10－２－１ その理由は何ですか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

見出しをもう少し読みよく。 

レイアウトが変わると印象も変わるかもしれません。今一度、紙面の見やすさを検討さ

れると良いかもしれません。 

議決結果がはっきりしない気がする。 

あまり関心をもっていないから、どこから読んだらいいのか・・・。どこか興味をひく

記事、簡単な内容の記事があるといい。 

形式的な内容でつまらん。 

話し合われた内容は伝わるが、議員さんが市の何に課題を持ち、検討されているのかが

見えない。 

わかりやすい言葉づかいではない。 

質疑等正確に（そのまま）表現されていない。 

10人(9.5%) 

25人(23.8%) 

21人(20.0%) 

17人(16.2%) 
32人(30.5%) 

人 5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人 

その他 

写真やイラストが少ない 

レイアウトが悪い 

文字数が多い 

字が小さい 
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１、一般質問はやはり、議事録を閲覧しないと本当の質疑の内容が分からない。２、議

決結果は、例えば条例の一部改正など、どのように改正されたのか？が記載されていない

ので分からない。 

 

「見たことはあるがほとんど読まない」「見たことがない」とお答えの方にお聞

きします。 

Ｑ10－３ 読まない理由についてお教えください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

21人(9.8%) 

22人(10.2%) 

53人(24.7%) 

23人(10.7%) 

96人(44.6%) 

人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 

その他 

内容が難しい 

知りたい情報がない 

内容がつまらない 

関心がない 

「その他」の回答 

市議会だよりをどうやって手に入れるかわからない。 

あんな厚紙を使用している議会議員の考え方が分からぬ。 

福祉に力を入れて下さい。 

二世帯で住んでいると市からの配布物は見れない。 

読む暇がない。 

関心を持とうとしない。 

市議会だよりがあるのを知らなかった。 

新城に住んでいない。 

見てまで知りたいとは思わない。 

議会だよりのある所がわかならい。 

関心がない。つまらないことはないです。自分と関係する内容であれば読みます。子育

て情報など・・・。 



16 

 

Ｑ11 あなたは、市議会ホームページを見たことがありますか。 

 

 

「よく見る」「時々見る」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ11－１ 内容についてどのように思われますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537人(82.1%) 

68人(10.4%) 

43人(6.6%) 

6人(0.9%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 600人 

見たことがない 

見たことはある 

時々見る 

よく見る 

6人(6.9%) 

9人(10.3%) 

20人(23.1%) 

43人(49.4%) 
9人(10.3%) 

人 10人 20人 30人 40人 50人 

その他 

わかりにくい 

どちらかといえばわかりにくい 

どちらかといえばわかりやすい 

わかりやすい 

「その他」の回答 

分かりやすく書いてください。 

現状良いとこも悪いところもある。 

普通 
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Ｑ11－２ 主にどの内容をご覧になっていますか。（複数回答可） 

 
 

Ｑ11－３ 市議会ホームページを充実するためにどのようなことが必要だと思

います。具体的なご意見がありましたらお教えください。（複数回答可） 

 

 

59人(24.3%) 
15人(6.2%) 

6人(2.5%) 

2人(0.8%) 

21人(8.6%) 

29人(11.9%) 

12人(4.9%) 

23人(9.5%) 

26人(10.7%) 

15人(6.2%) 

35人(14.4%) 

人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 

市議会だより 

政務活動費 

議長交際費 

議長の公務日程 

意見書・決議 

議会情報 

会議録の閲覧と検索 

議会中継 

定例会・臨時会 

議会改革 

議員紹介 

19人(24.4%) 

21人(26.9%) 
38人(48.7%) 

人 5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人 40人 

その他 

トップページを改善し検索しやすくする 

掲載項目を充実する 

「掲載項目を充実する」の回答 

質問者・答弁者を具体的に。 

話し合い。 

分かりやすい言葉で表現してほしい。 

ネットで意見を相互やりとりする。 

会議録等をそのまま載せただけでなく、もう少し分かりやすく、読みやすい形に変えて

いく。 

「トップページを改善し検索しやすくする」の回答 

動画を駆使。 
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Ｑ12 あなたは、市議会がどのような情報発信に力をいれるべきと考えますか。

（複数回答可） 

 

45人(4.6%) 

90人(9.1%) 

65人(6.6%) 

80人(8.1%) 

194人(19.7%) 

104人(10.6%) 
406人(41.3%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 

その他 

ポスター・チラシ 

ＳＮＳ（フェイスブック等） 

インターネットの録画中継 

ケーブルテレビの生中継 

市議会ホームページ 

市議会だより 

「その他」の回答 

年に１回議会報告では少ない。年３回位。 

60 代以上の人がホームページを検索する事が出来る人が何％いると思っているのか？子

供にたのんでページを出してもらうというのが多いのでは？ 

もっとわかりやすくかんたんに。 

積極的な意見、関心は持っておりません。 

見たいと思えるようなものに。 

パソコンを使っての閲覧ができません。 

身近な事があれば自然とみる。 

もっと市民にアピールする方法を考えること。 

市議会ホームページをみたこともないのでわかりません。 

利用したい為。 

現状のままでいい。 

ホームページの充実より議員の質向上が優先かと。 

他市を参考にする。 

年寄でホームページの見方を知らない。 

「その他」の回答 

毎日、夜８：００に放送する。案内に議会の日程を流す。 

客観的に発信できるならなんでも。 
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市民との交流、意見交換など。 

高齢者が多くなり、インターネット、フェイスブックを見るのもむずかしくなってくる

人もいると思う。同時進行で議会だよりも力を入れて欲しい。 

各地区単位での情報発信。 

情報発信は大切かもしれないが、もっと大切なことはないのか。 

市議会としての情報発信も重要だと思うが、選ばれた者として議員自身が継続的に考え

ていること、取組んでいることについての意見を市民に問うことが重要。市の方針につい

ての発言をするだけでは議員はいらない。 

ネット、フェイスブックは若い世代、やはり目でみて読む時代に生まれたので。 

議員自身自分の出身地にこだわらず出向く。 

私はインターネットが出来ません。現状で充分です。 

このようなアンケート配布、広報紙等、費用がかかる発信方法ではない方法。 

今がどれだけの情報発信をしているかわからない。 

現状で良い。 

関心がないからいらない。 

別に情報発信する必要なし。 

市議会に興味持てるように会の内容を各地区で報告する会をもつ。 

インターネット、ホームページやっていない。 

時間がないのと病のため。 

いいじゃん新城（ケーブルテレビ）の利用、議決報告等。 

パソコンもなく、ケーブルテレビも導入しておりません。 

今までどおり。 

パソコンの使い方が分からない。 

市民の意見も含めてほしい。 

議員 1 人 1 人が自身の評価を踏まえて市民に情報を発信すべきと考える（方法はいろい

ろある）。 

年に 4～5 回は皆の集まる所で情報発信をして欲しい。 

Q12 は愚問すぎる。 

消滅都市は、広報に入れ、少しでもセツヤク。 

議会だよりの発行が遅すぎる。 

自らで考えるべきことである。 
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Ｑ13 あなたは、市議会が主催する議会報告会に参加したことがありますか。 

 

 

「参加したことがある」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ13－１ これまでに何回（何会場）参加されましたか。 

 
 

Ｑ13－２ 参加してどう思われましたか。その理由もお教えください。 

 

5人(0.8%) 

389人(59.7%) 

162人(24.9%) 

43人(6.6%) 

52人(8.0%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 

その他 

参加したことはない（議会報告会

自体を知らない・関心がない） 

開催は知っているが 

参加したことはない 

知らなかったが参加してみたい 

参加したことがある 

12人(22.2%) 

31人(57.4%) 

11人(20.4%) 

人 5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人 

4回以上参加した 

2～3回参加した 

1回だけ 

23人(47.9%) 

25人(52.1%) 

人 10人 20人 30人 

よくなかった 

よかった 

「その他」の回答 

障害者ですので会場に出向くことが大変。 

「よかった」の理由 

議会の様子がわかった。 

対話形式になっている。ただ、例えば産廃問題は知りたいが、その正・否は？ 

現時点の議会、市行政面が少しずつわかった。 

地域の問題について多少は聞いてくれるかなと思える。関連する情報が得られる。 

直接議員から聞くことができた。 

思いが伝えられた。 



21 

 

 

地域のことが理解を得た。 

内容が具体的にわかり。 

議員の考え方を知るだけでもよい。 

市議一人ひとりが市政に対する取り組みが具体的にわかる。 

議員に直接、話が聞けたこと。 

課題・方針などへの考え方が直接確認できたこと。 

熱意が感じられるから。 

真剣さ、思いがわかった。 

対面で話がよく聞けた。 

「よくなかった」の理由 

2016 年度参加人数 1 会場 28 人（平均）では少ない。議員得票数の１％の出席をのぞみ

たい。（議員の責任において） 

質問に対する結果報告がない。 

質疑の時間がない、短い。 

質問をはぐらかされて、ていねいに説明してもらえなかったから、又新城を大きく見る

ことがなく、近視眼的にしか見てなく長いスパンで考えて欲しかった！ 

大きな問題に対し、議員をいじめる様な言葉で報告会にならない様なことが時々あった。 

内容が薄い。 

通り一返答な回答は不満が残ります。 

感じていたようなことで、特に目新しいことはなかった。 

地元の議員さんがいなくて、東陽地区のことあまり知らない議員さんばかりで、頼りな

かった。 

報告会の主な内容を事前に周知しておく。その内容によって参加者も意見が述べやすい。 

議員の担当でないと回答が？？？ 

市民の意見を聞くまたは参加する報告会であってほしい。 

質問者がかたよる。開催地区の問題点を取り上げるよう。 

議員が議会へ参加した報告でなく、どんな質問があり、議員の誰が質問したのか誰がど

のように答えたのかが全く分からない 

議決した内容に質問しても答えられない。良く審議されたのか疑問に残ります。 

幅広い層の動員があるとよい。（時には昼間にもやるとよいと思う）。いろいろな人の意

見を聞くことができると思うから。 

答弁に積極性が見られない。一般市民の気持ちがわかっていない。 

内容が悪い。 
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Ｑ13－３ より多くの市民に参加していただくために、議会報告会に期待する

ことや運営方法等についてご意見があればお教えください。 

出された意見、質疑に後日回答がなく、出てもムダと思った。 

意見 

Q13-2 議会報告会。議会報告 1 時間、質問 1 時間では少ない。最低でも全部で 2 時間 30

分。 

要望要求があっても、三原則が守られてないので、なしのつぶて、現場に来ない。 

高齢者は夜で歩くことをためらいます。働き盛りの方は日中忙しいし難しいです。休日

か報告会参加募集の方法は？ 

開催場所を多くする。（常時同じ場所で開催されている。） 

結論のみでよい。いいわけはいらない。 

質問の時間が短すぎる。 

夫が参加する方なので聞くようにしている。 

もっと参加者が増えればと思う。とりあえずは、場所や回数を増やし、動員をかけ、参

加者には１回ずつ発言してもらう。 

議員たちと一般の方達がもっと身近になれたら良いと思う。 

よくわからない。 

関心のある年寄りに解りやすく、噛み砕いていただければ。 

議員１人１人粛正してほしい。 

何十年も前に決めたことをやっていたりする。新城駅前開発・・・今はバイパス通りの

方が主流になっているのに。 

土日開催。 

各ブロック（小学校区内）で年１回以上開催し、参加率の向上に向けて努力して欲しい。 

参加したくなる内容であれば参加するのではないでしょうか。市民を本気にさせる議会

運営を期待します。 

議会をそれほど身近に感じていない。 

市政報告会（市長 or 議員）を地区単位で実施すべき。 

議会開始時期や内容のＰＲが足りない。もっと市民が参加できるよう要所要所に議会開

催時期や参加のやり方をＰＲすべき。 

昼間女性の部会（議員さん忙しいでしょうが、1 人でも参加して）顔を出し、話してくれ

ると夢のようなことを考えます。 

地元の議員さんに出席してもらわなくてはいけない。 

ほんの一部の人達がやっていると思っているので。 
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Ｑ14 あなたは、市政等について意見や要望がある場合に、請願や陳情を市議

会に提出できることを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

376人(57.8%) 
274人(42.2%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 400人 

知らない 

知っている 

細かな市民要望を収集する方策を実行し、要望をどのように市に伝え、市が取り組んだ

のか、それらの結果を報告するなど、身近な議会となれば参加者が多くなる。 

会場を多くする事。 

市民の意見や要望を取り入れ、聞いてもらえる運営方法にしてほしい。 

各地域にて、2 人くらいの議員で報告会と意見を集約するよう。 

もっと周知され、興味を持ってもらえるような内容だと知ってもらえることが大切だと

思います（議会報告会を知らなかったので・・・）。 

議会報告会は議員が各後援会や地元民に議員自身が行わなければ、自己の市政に対する

対応等を話し合う場ととらえて活動して行う必要があるのではないかと思う。 

事前に議会だよりに詳細に記し配布し、その内容について市民からの質問にこたえるよ

うにする。議員は市民の代表だから役目を果たす（した）事を明言すべきと思います。 

多くの市民の参加は必要ですか？個々の議員がしっかりすれば良いかと。 

市民個人のことだけれど、立場の議員さんたちがいかに大勢の人の動員できるかが鍵だ

と思う、今以上の情熱を注いでほしい。 

各地区に出張して話を聞かせてくれる機会があれば、身近に感じることができると思い

ます。 

勉強不足。 

市政のチェック。議員さんの。 

各委員会 6 人ずついるのだから、6 チームに分かれ、1 年間で各行政区ごとに公民館等で

きめ細かな報告会を開いてほしい。そして、出た意見等には後日でもいいので答えてほし

い。 
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Ｑ15 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。その理由

もお教えください。  

 

「反映されている」の理由 

各種の事業。 

 

「ある程度反映されている」の理由 

「陳情が届いたから」という声を聞いたことがある。 

優先順がややズレている。 

反映とは？ 

一般質問で、自分達に関連している。また思っていることも取り上げられている。 

市民の関心の高いテーマが議論されている。 

市議会だよりを読んでいるとそう思う。 

市民の声が一番大切であるし、議員だけでの声では良くならないから。 

希望要件が実行されている案もある。 

反映されているものも多少はあるが、あまり反映されていないと思う（反映しにくいも

のも多い）。 

近くの竹やぶが公園になる計画等すすんでいるから。 

市民代表の議員の努力。 

一度には無理でも少しずつ要望が現実化されていると思う。 

議決項目を見て反映されていると思いますが、掲示、検索項目としては他にあるような

気がするため。 

地域選出議員が多いので市全域でみると不公平感あり。 

身の回りで市の行政を感じます。 

地元議員に話を聞いた事がある。 

地域の意見を言っても 10 年以上かかる。 

防犯対策等が進んできている。 

何事にも良い方向に向かっていると思いたい。 

248人(39.0%) 
154人(24.2%) 

227人(35.7%) 

7人(1.1%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

わからない 

反映されていない 

ある程度反映されている 

反映されている 
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市民の声の結果を見るから。 

自分が投票する議員さんが、行動されたりしていることを知人から聞いているからです。 

 

「反映されていない」の理由 

選挙中ほどの熱を入れる必要が無いが、行事にふりまわされているように見える。地域

の会合に出られたらどうか。 

本庁舎の問題で反対意見を聞く事なく、新城東高校の所へのアプローチが無かった。（途

中から高校の問題が出たが、変更できたはず。５０億円は必要なかった。） 

反映されていれば、既にこの市は活性化していると思うから。 

市議会議員、市職員が市民の方を見ていない。 

いつも年寄ばかり優遇されているように見える。 

市長意見にイエスマンが多い。 

生活道路にもっと予算を（文化会館の駐車場の出る時の混雑、是非、歩道橋をつくって

下さい）。 

議員が市民の声を聞く努力をしていない。選挙と会合に出て来るだけ。 

市民の為の市民の代表たる市議会が市議会として機能していない。 

商業施設の前にホテルつくっても、市民に得になるのかなって思います。 

市役所建設、旧鳳来町名等、市の言うがままになっている！！ 

議員の個人的考え。 

サンパイの事。市民病院の事。 

どこへどの様に提案すれば良いのかわからない。 

反映されるのが遅い。 

請願、陳情を正規ルートで行っても、時間がかかった上に結局実現しない等あり、真に

必要と思われることでも実現しないから。 

昔から変わっていないところが多々あるから、古い。 

作手をもっと盛り上げてほしい。 

生活していて何かかわったという実感がないから。 

大人の事情があると思うから。 

自身の出身地域の為だけに力を注いでいる。 

個人的に重要と思うことはうやむやになっているように感じている。 

陳情、請願が提出しにくい状況。 

黒田地区の産廃問題は納得がいかない。気の毒だ。 

市議の人と触れ合う機会がないため。直接、要望を伝えて、意見を取り入れてくれるの

か疑問。 
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市当局となれ合いすぎている。特色のない議員が多い。市民の声を代弁できない議員は

いらない。 

鳳来北西部の道路状況が改善されていないため。 

市に関係のないものしか考えていないから。 

住民の意見が全く反映されていない。市長の言いなりになっている市議が情けない。 

現市議会議員は個人主義的で市政をよくしようと考えてはいないと思う。 

市庁舎のことについて住民からあれだけ反対があっても、結局強引におしとおしちゃっ

ているから。 

議員と接見する議会がなく、市政等を詳しく知ることがない。 

議会と市民がバラバラなような気がする。 

請願や陳情に対し数値等で正確に答えられていない、意味がない。 

55 年、世帯を持ち税金を払い子育てそして老年。排水溝が設置できない湿った宅地でど

う健康を保つか？ 

市長の言いなり。当選してしまえばことなかれ主義の議員ばかり。 

昔から何も変わっていないから。 

特に八名地区における産廃問題については、一部の議員しか市民に寄り添っていない。 

 

「わからない」の理由 

反映される方法がわからない。 

あまり、私に密接な課題が議論されていない。 

どのような声を拾い上げて議題に上げているのか知りたい。 

何をやっているのか知らないから。 

地元の議員がいる地域は、市民の声として反映されていると思っている人はいるだろう

が、新城市全体として考えた時、反映されてないと思う。 

そもそも市民の声が、私達市民に届いていないから。 

市民の声の内容、活動を知らないから。 

自分が市民として発信していないし、今の新城市民がどのような声を訴えているのかも

知らない。 

何を基準に判断すれば良いかわからない。 

興味がないから。 

考えた事がない。 

議員さんに意見を言う時がない。 

何をしているか分からないので判断できない。 

市民の声をまず、知らないし、分からない。その後の結果、反映も分からない。 
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市内には夜しかいないから。 

何かかわった実感がない。 

関心を持って見聞したことがないので。 

議会の様子がわからない。 

ケースバイケースでは。 

市民の声がどの程度なのかどれなのか分からない。 

市庁舎の建て替えの選挙の結果、何故今工事していて、どうしてそのように決まったの

か。選挙前はうるさいくらいなのに、その結果やその後の対応については、全くわからな

いままに進んでいる気がしている。 

市議会について人と話すことがないから。 

明確に示されていない。 

政策がわからない。 

身近なことでないから何が反映されているかいないか判断つかない。 

反映されている地区もあれば、されていない地区もあるのではないか。議員のいない地

区の声がどの程度反映されているか、地域差がある様に思える。 

何を求めているか知らないので。 

どのような意見が届いているのか明らかでないので？？？ 

どのくらいの市民が請願を知っているのか分からないから。 

市民の代表か本当にと思います。 

生活が変わらないから。 

市議会でどのような意見が出ているのか知らないから。 

市議会がどんなことをしているか知らないので、声が反映されているかどうかがわから

ない。 

特別何かが変わったということが何もない。 

毎日の仕事に忙しく、市議会だよりを時々読んで議題について知る程度なので、反映さ

れているか否か判断が付きません。 

地域ごとの格差があると感じます。 

変化があったのかわからないから。 



28 

 

Ｑ16 あなたは、市議会の議員定数が 18人であることについてどう思いますか。 

 

「多いと思う」の理由 

テレビ放映等を見ていて、あの議員はいらないなと思う人が２、３人いる。 

同じようなんばかりだから。請願等は SNS とかで集めれば良い。 

18 人もいる。みながなにをしているのか、まったくわからない！18 人全員の顔が出ない。 

同じ地区で 2 人以上いらないと思う。 

税金の無駄である。少人数でよい。 

定数を半分にして、なにが不便なのか分からない。納得できる説明ができないなら税金

の無駄遣いを無くすためにも９人で十分だと思う。 

５万人を下回っている市だから少なくしてもよいと思う。 

名前だけ、看板者が多い。 

国、県、市すべて多い。 

15 人ぐらいでよいかと思う。 

財源が苦しい中、定数は減らすべき。 

有能な議員がいれば少なくて良い。 

議員 1 人 1 人があまり機能していない。 

活動が目視されない。 

人口比で考えるともう少し少なくてもいいと思う。 

人口の割合に多すぎる…1/2…10 名前後で良い。 

人口に対してはどうかわからないが議員が多いからといって市政が良くなるとは思わな

い 10 名でも結果が出せる事は多々あると思う。 

常に色々と活動している議員はわずかだと思うから。言葉だけでなく行動が伴わない人

はいます。 

働かない議員もいる。 

大勢の意見を聞くことは大切だと思うが、もう少し減らしてもよいと思う。 

機能しない（していない）市議会に 18 人も必要なし。 

あまり活動されていない議員さんもいるように思う。 

213人(33.5%) 

19人(3.0%) 
255人(40.1%) 

149人(23.4%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

わからない 

少ないと思う 

適当であると思う 

多いと思う 
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税金のムダ！！ 

半数ぐらい（９～10 名くらい）。 

14～15 人。 

市民が減少しているから。 

新城全体で 10 人程度で良いと思う。 

新城のような小さい市はもっと少なくて良い。 

候補者に対して当選者が多いと思うため。 

選出議員の地区のかたまりが大きいように感じる。 

市議が責務では無くパート感覚の人が多いから。 

10 人でいいと思う。 

少数精鋭で。 

税金の無駄使い、10 名程度でできませんか。 

市議に重み（仕事、職務）をおいていれば、もう少し少なくてもいいのかと思う。 

活動する議員が、全員が行っていないから。 

各小学校区 1 人でいいのでは（13 人）。 

逆に何で 18 人なのか、18 人いる理由をききたい。 

少数精鋭で良いと考える。 

本当に 18 人必要なのか？最低限の人数で良いと思う。 

市、地区を本当に良くしようと、しっかりビジョンを持って日々真剣に活動している市

議が少ない。 

市民の税金で議員をやとっているようなものとか活躍していないような気がする。選挙

時だけ必至になっている！ 

3～4 人減らしても支障はないと思えるから。 

人口が減っている。 

なぜ、18 人定数なのか、その必要性が不透明。 

１議員の仕事量が少ないと感じるから。 

15 人（報酬の見直し）。 

人口 3000 人に 1 人が目安と考える。一般市民で政治にものを言う人は少ないから、1 人

として考えると 30 人くらいの意見を 1 人の受けるものと考える。 

市長、市議は不要。代表を長で十分。 

市の為に活動している人は少数だと思う。 

議員の職務を意識していない方は不要と思うし税金の無駄遣いです。千郷・八名・中部・

東郷・鳳来・作手の 6 人くらいで可と思う。 

人口も減っている。 
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仕事をしていない。 

議員に市民の声が届いていると感じられないことを若者議会や女性議会が今後生かされ

て行けば定数は少なくしても良いと思う。 

ほとんど議員活動していない議員がいるから。 

 

「適当であると思う」の理由 

3 市町村の合併により、30 名より 18 名にした。適当な人数である。 

人数の問題では無く、内容の問題である。但し、無駄な拠出はダメです。 

少人数で大変だが頑張って欲しい。 

議員定数が１人だろうが 100 人だろうが、結局、意見は最終的に１つにまとまるため、

18 人でも変わらないと思うから。 

多すぎず、少なすぎなくていいと思う。 

あまり少ない人数であると、議論できない。 

鳳来は、こんなもんでしょう。 

新城市の人口、現場に合わせて。 

市の人口や財源等から見て適当と思う。 

市の人口・面積を考慮すると現状の定数が適当。 

他の県と比べても適当。 

全員が職責を全うすれば。 

現状でいいと思います。もう少し先に減らすことも考える必要があると思う。 

広範囲な地区を片寄りなく議会へ届けるにはこれでよいと思う。 

面積が広いので各地域の声を拾うにはこのぐらい必要？ 

人口数に合っていると思う。 

数ばかりあってもよいとは思はない。 

行政区の数に近い人数が目安になると思うから。 

15～20 人くらいなら良い話し合いができると思うから。 

定数を減らして 18 人になったから。少ないと意見も減ってしまうと思う。 

これ位の数が適当であると思ったから。 

地区数のことを考えると適当ではないかと思う。 

新城市の広さを考えれば適当だと思います。 

ただ区域に偏らないことが大切。 

財政から考えて、また、人口 2500 人に 1 名程度で良いと思うから。 

多すぎず少なすぎずちょうど良い人数だと思ったから。 

これ以上増えても変化はないから。 
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多いとも少ないとも思わないから。 

 

「少ないと思う」の理由 

地域が多いのに 18 名では少ない。 

若い議員さんが少ないのでと女性の数が少ない、強制的に年齢、性別で人数を割り振る

ことも必要。 

地区にいないと無意味である。 

人口の割には、税金との関係があるから何とも言えない。 

約 5 万の人口で 18 人なら、1 人 2800 人の声をきけているとは思えない。 

報酬を少なくし、議員数を多くする。 

もっと大人数でいろいろな立場からの意見を言ってほしい。多数（強いもの）意見ＶＳ

少数（弱いもの）意見、高収入ＶＳ低収入、弱い立場の意見を聞いてほしい。 

地域の声が届きにくいから。 

 

「わからない」の理由 

何をしているか分からないため、多いか少ないかもわかりかねる。 

18 人でどのような役割、仕事量があるのか知らない。 

旧新城、作手、鳳来の方が今何人いるか、18 人なら新城 10、作手３、鳳来５のバランス

がいいと思う。 

地元には市議がいないので少ない様な気がするが選挙では、地域によって何人も出馬さ

れ当選されているなんだかなぁ…。 

他に比較するものがなく、中がどのように機能しているか見えてないから。 

現状を知らないからわからない。 

多数決でわれる可能性ありますね。 

自分で動いたことがないから難しい。 

今まで考えたことがなかったので。 

例年の人数も分からない、増やした、減らした等も知らない。 

何人であろうと興味がない。 

多いのか少ないのか判断つけにくい。 

市の人口からすれば適当なのかもしれないが面積の広さを考えれば少ない気もする。議

員の力量に関係してくると思うので人数では決まらない。 

18 人という定数の議員の方々で市民にどれだけ貢献してくださっているか知らないので

…。 

合併により広域となったが、適正な定数が何人かは判断できない。 
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新城市も広いので何とも言えません。 

市の面積が広いと思うけど、山間部の地区（小集落）の意見などは聞いているのか？ 

定数が何人でもしっかり責任を持ってやってもらえればいいと思う。多い少ないは関係

ないと思う。 

逆になんで 18 人必要なのでしょうか。 

どんな活動をしているかもわからないのに定数といわれても？ 

議員の仕事内容がわからないので。 

議員定数 18 人で機能しているかどうか知らないから。 

適正な基準がよくわからない。 

区で議員さんの声が聞かれないから。 

一人ひとりの議員さんの行動や内容も知らずに、少ないけど書けないです。 

 

 

Ｑ17 あなたは、市議会の議員報酬が月額 37万 2千円であることについてどう

思いますか。 

 

 

「多いと思う」の理由 

普通に働いてもそれだけもらえないから。専業の方もいると思うが、兼業の方がそれだ

けもらえるのはどうかと思う。 

勤務評定をして支払ってもらいたい。一律ではおかしい。 

市議の仕事を真剣にやっている人と、お金だけもらっている人と差があると思う。一律

ではなく、歩合制にすればいいと思う。 

毎日出勤するわけではないので多すぎる。半分で良いと思う。 

55 歳で 28 万ぐらいである。 

新城より人口が多いところでも月額はもっと少ない。 

活動が見えない。 

５万人以下の市ですから、多いと思います。 

195人(29.9%) 

15人(2.3%) 

200人(30.7%) 

242人(37.1%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

わからない 

少ないと思う 

適当であると思う 

多いと思う 
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37 万２千円という報酬に見合った働きをしていないと思うので多いと思う。報酬を払う

価値がない。 

議員でそこまで市民のために仕事をしてくれる人はいない。社会で定年を迎えた人が、

市民のためにというより、お金になる目的でなる気がする。 

37 万２千円の仕事をしているだろうか…。 

18 人の人数を、もっと減らしてから考えて欲しい。 

活動状況が現れていない。 

４、５日で。 

ボランティア精神でやれ。 

常勤ならともかく、非常勤なのだから。 

消滅可能性都市と云われている市にしては、多いと思う。市の借金も多いのに…。 

一般の男性は、そんなに稼いでいる人は少ない。 

仕事が今一つパッとしない。 

選挙の時にしか地域に接していないと思う。 

仕事量と仕事内容に比例せず県や国に合わせる傾向がある。 

議員を職業にしてはいけない。 

民間の場合、報酬が平均 20 万以下だが議員さんはわずかな日数出勤しただけで 32 万 2

千円の報酬があることが驚きです。 

毎日市議の仕事をしているとは思えない。 

議員さんの仕事がどれほどのものかわからない、妥当な報酬かわからない。 

一般の人はもっと少ないと思うから。 

皆なの税金なのでもう少し考えてほしいから。 

報酬の多寡を問うのに期末手当の額を示さないのは意図的だと思いますが！年収にする

と約 6,200 千円になると思います。議員としての実績があるか否かにかかっている。定例 4

回あとは何してる？ 

全員が報酬に見合う活動をしているか、疑問であるから。歩合制にすればいいと思う。 

機能しない市議会、議員の報酬は 1/3 でよい。 

議員活動にばらつきがあるから。 

何しているのかわからないのにもらいすぎ！！ 

時給にすべき。 

市規模からすると多額すぎないかと思う。 

多くの人が副業（自営）を持っているか年金をもらっている。 

一般給料と比べて、多いと思った。 

片手間で議員活動している者もいる。 



34 

 

25 日以上/月 皆勤？ 

月に少ししか活動しないのに多い。 

細かいことは議論されているが、将来市をどういう方向（どうしたいか）にしたいかは

っきりしない。活動を評価できないから。 

報酬に合う仕事をしているのか疑問に思う。 

年４回の会議で。 

市民の収入額と比較して、そのように感じる（一般的な会社員と比較して）。 

活動内容がいろいろ。 

一般の方はそんなにもらっていない。 

兼務している方の多さからいえば多いと思う。しかし、議員（おつとめに近い仕事をし

ているのなら）の生活次第です。 

民間の会社員、とりわけ 30 代の所帯を持とうとする世代が 450 万円/年の給与を得るこ

とは困難な現状を考慮しても多いのではないか。 

市民にもボランティアを要求するのに、議員の月収考えるべき。 

市の財政にみあっていない。 

月額 37 万円の仕事をしているのか？ 

毎月議会があればいいと思うが、年４回だけなら多いと思う。 

どのような仕事をしているのかわからないから。 

時間に見合った金額ではないと思う。 

少しでも福祉にあててほしい。 

議会中継を時に見るが常日頃問題意識を持って活動できているか疑問に思う。 

税金からならもう少し減らしても良いと思う。ボランティア精神で行うぐらいの気持ち

で新城をよくしていって欲しい。 

出勤日数も少ない、時間も短いと思う。 

出る日数に比べて多い。 

これだけお金をもらうならもっと働いて欲しい。 

報酬に見合った活動がなされてない。（特に地域での） 

市の財政を考えると多いと思う。 

職業化している。 

仕事をしていない。 

報酬に見合った仕事をしていない。 

勤務日数の割合から多い。もっと少ない市議もある。 

民間企業に比べて多いと思う。 

給料かせぎ議員がいるように思えるから。 
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議員報酬以外の収入がある。 

本当に一生懸命、市のため、市民のために働いているとは思えません。月額報酬以上の

働きをされている議員もおられるでしょうが、大半は楽にお金になるから。ごめんなさい。 

中小企業の給料と思えば多い。（労働時間等） 

大変な仕事と理解はできますが、一般社会での給料を考えて下さい。税金で賄っている

ので…。市議の活動が見えにくい。 

サラリーマンとしての給料と考えれば、職業によりいろいろで文句を言う額ではないが、

市民の代表としての使命感を伴ったボランティアではないかと思う。 

出席日数による報酬で良い。 

市民にはなかなか見えない仕事をしているので、本当に活動しているのか？と思ってし

まう。 

任期中一度として何の報告もなく（ホームページでは一方的に）、選挙前になってやっと。

当選すれば胡坐をかいているのか？ 

議長などではわからんでもないけど、全然多いと思う。 

仕事に適した報酬とは思えません。市民でもっと仕事をしても、これほどの報酬をもら

えない方もいます。仕事＝報酬であるべきだと思います。 

35 万（18 人ならば）。 

税金から出ているのなら多い。年金生活者にはうらやましい。 

何も反映されていない。市民の意見を全く聞いてくれない。 

普通の人は、15～20 万以内で必死にやっているのに（どれだけ頑張ったって）それなの

にその倍のお金を持ってくのは納得いかない。 

議員活動していない期間がながく、サービス残業的な仕事もないので。 

市議は不要。代表区長を起用。報酬でよい。 

議員職一本という人は良いかと思いますが、そうでない人は高額すぎるような気がしま

す。 

報酬に値する活動をしているか、議員は名誉職で市民のために頑張ってほしい。 

傍聴（議会の）に行っても質問をしない議員が大半である。議員の職務を意識していな

い方は不要と思うし税金の無駄遣いです。千郷・八名・中部・東郷・鳳来・作手の 6 人く

らいで可と思う。 

市民の声がそこまで反映されているとは思わない。サラリーマンの給与よりはるかに多

い。それでは普通の市民の目線で物事を考えれる訳がない。 

区長の手当とみると多い（仕事も区長の方が大変だ）。 

毎日出勤しているわけでなく報告もないので全議員の活動がわからない。 

人数を多くして報酬を少なくするといいと思う。 

常勤ではないので。 
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仕事内容は大変だと思いますが現在の市財政を見ると、不景気なのにと思う。 

選挙前以外議員に会ったことがなく仕事内容が不明。 

地域の声をもっと聴いて活動してほしい。 

他の仕事も兼業できるから。 

区によって偏りがあるから。 

他の仕事の日給に比べると多い。 

仕事をしていない。 

市の財政が豊かではなく、もっと他に使うべきものが多くある。 

 

「適当であると思う」の理由 

議員活動上、生活に必要。 

あまり少ないと他で稼ごうとするから。 

議員は全て私利私欲の塊である。報酬ではなくて、経費計上で奉仕せよ。 

真剣に職務に就けば妥当だと思う。 

市の職員の給料から考えると適当であると思う。 

報酬にあった仕事をしてくださっている方もいると思うから。 

議員専門でしっかり、細かく回って下さい。（選挙の時のように） 

しっかり、やってください。 

議員の職務に専念するには適当な額だと思う。 

他の市に比べて適当であると思う。 

議員という仕事に対しての報酬として適当だと思います。 

予想金額より多めだったので安心した。実際、大変だと思うから。 

報酬に見合う活動をしていれば金額にこだわらない。 

何歳の議員の報酬か知らないが生活するにはそのくらい必要だと思う。 

しっかりと仕事をしていれば適当であると思う。 

皆さん本業があるのでこのくらいが適当では？ 

特別に多い金額とは思わない。 

議員活動に専念してくれているならば多いとは思わない。 

ボランティア精神でやって欲しいが、生活できなくてはならないから。 

副業を兼ねている議員は多いと思う。 

年金生活者の事を思えば、報酬＋αがあるから良いと思う。 

現在のような状況では、これ以上安くては議員を志す若い人材が出にくくなる。 

個々の議員にもよるが・・・。 

議会に出る日数は少ないかもしれないが、あまり安いと、議員になる人の生活にも負担
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がかかりしっかりと仕事ができない。 

正直少ない気もするけど、一般職の人で年齢相応を考えると妥当だと思う。 

議員の生活を考えれば適当だと思います。報酬が少なければ若い議員ができないのでは。 

 

「少ないと思う」の理由 

手取 23 万位と聞きました。 

市民の代表として働くには、新城市内企業の部長級クラスの給料と同等位以上の報酬を

払わなければ、働くに働けないと思う。 

任せる、期待する、責務を考えると少ない。 

議員定数を減らして増額して、専任するようにしてもらいたい。 

職務に専念できないのでは。 

 

「わからない」の理由 

議員が自分の仕事を持っていれば報酬はあてにしないし、議員を仕事にすれば報酬が頼

りだから。 

私には、議員さんの実務対価はわからない。 

政務活動費が増えた場合、適正な金額に修正すべき。 

市民が満足していれば 37 万は少ないと思うが、満足を得ていないから多いと思う。 

議員さんが普段どのようなスケジュール（仕事内容）をこなしているのか分からないの

で。 

活動内容による。 

他にも仕事をしているか、していないかにもよると思います。議員さんは他にも職に就

いていいのです？ 

自分の仕事に比べると高い様な気もするが、議員さんの大変な所が分かっているので！ 

比較するものがないから。 

活動量が分からないか。 

議員の活動内容が分からないから。 

他の市と比較してどうか。 

議員の仕事への取り組み次第だと思う。 

生活が安定して議員としてしっかり活動出来る額であってほしい。 

何日位議会があるのかわからない。調査などしているのかも不明。 

各議員の活動量を把握していないから。 

客観的に見れば少ない額だと思うが、議員の活動内容を詳細に知らないと判断できない。 

学校バイト禁止で妥当がどれくらいかわかりません。 
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他県の議員報酬がどれくらいかわからないが、月額分の議員活動が出来ていれば良いの

では。 

自分で動いたことがないから難しい。 

議員の仕事の中身が見えてこない。 

議員報酬額を知らなかったので、よく分かりません。 

基準がわからない。 

各々の働き方により思いが異なります。 

議員さんにより違う。 

それ以外にも収入があるのかどうか？ 

仕事量とバランスが合っているのかわからない。 

興味なし。 

それなりの仕事をしていれば適当かもしれないけど名前だけの議員には多すぎる。 

議員報酬がそうなら市民の給料もその水準まで上げる努力をしてほしい。 

議員さんがどんな仕事をしているのかすら分からない。 

月額 37 万２千円に見合った仕事をしてくれれば適当だと思います。 

市民のために働いて、それが実行されたなら、やりがいがある市民の代表であると思う。 

市議会といえどもピンからキリまであると思うので良いとかどうかは分からない。民間

で考えれば良い？かな。 

議員の活動の姿が見えない（自分も見ようとしないので）からわからない。金額だけ聞

くと適当か、少し少ない気がします。 

必要なことに使われれば良いが、しっかり使われているというイメージはあまりない。

不祥事をテレビでたくさん見ている。 

他の市議会との違いを知らないから。 

年金生活者からすればどうか？ 

報酬などその時々で変わるためこれだと言えない。 

どの程度の日数を働いているのかわからない。 

わからないが会社員と比べてどうか。多いようにも思う。 

一般の会社員より多いような気もする。 

適正な基準がよくわからない。 

議員さんの働き方は多様性があると思われるので形がなかなか見えてきませんので、ま

ず市民との対話がまず必要かと思います。 

議員さんは 24 時間いろいろなところから呼ばれて対応して見えるため、ある程度の報酬

は必要だと思いますが、自分自身の収入と仕事内容を考えると、市議の方はどれぐらいな

のか具体的に想像しづらいためです。 
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中立公正の立場を保つために自立した人が良い。 

報酬は仕事によるものであり、それ以上でもそれ以下でもない。 

自分の給料の２倍以上あるので正直多いと思うが、そのくらいが適当なのかもしれない

とも思うから。 

 

 

Ｑ18 あなたは、市議会議員一人当たり月額 1 万 2 千 500 円の政務活動費が交

付されていることについてどう思いますか。その理由もお教えください。 

 

 

「多いと思う」の理由 

自分のお金で活動すれば良い。 

月額でも多いのになぜまたこのような交付をするのだろうか？ 

活動費の内容にマッチしているか良くわからない。 

市議会議員は立候補制でやりたい人がやるものなので、わざわざ１万２千 500 円を毎月

支援する必要がないと思う。 

報酬内でやれ。 

何に使われているか分からない。 

議員報酬から出すべき。 

いらないお金だと思える。 

使われる目的がハッキリしていない。 

政務活動費込みで議員報酬ならまだ妥当と思える。 

政務活動費は議員報酬で賄う事。 

本当に活動費に使っているか疑わしいと思っている。 

何の活動しているのかわからないので使い道が判明でないから。 

機能しない市議会、議員の政務活動費などは、交付の必要なし。 

やめてしまえ。 

給与対応が望ましい。 

268人(41.7%) 
43人(6.7%) 

218人(33.9%) 

114人(17.7%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

わからない 

少ないと思う 

適当であると思う 

多いと思う 
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活動費の報告（明細公開）。 

支給する必要はない（月額が多いから）。 

活動費は報酬で賄うべきであるから。 

報酬だけで政務活動費無くせばよい。 

毎日あるわけではないから。 

テレビでよく見る政務活動費に使うじゃないの。 

活動内容により！ 

なくて良いと思う。月額報酬に含まれているとの考えが一般社会だから。 

近所から出た議員は何も活動していないようにみえるから。 

市議会議員個々人がどんな活動をしているのか身近に感じたり気付いたことはない？ 

何に使うためか、ハッキリしていない、知らない。 

結果の状況が見えない。（身近に政務活動の結果が） 

活動している議員に対しては少ない。活動していない議員に対しては多い。金額ではな

く、活動しているかいないかの問題。 

議員報酬だけでいいのでは。 

なんとなく。 

本当に必要な活動をしているか不透明。 

うまく言えない。 

仕事に対して報酬をもらっているのだから政務活動費はいらない。 

報酬以外に活動費を交付する必要はない。 

どんな使われ方をしているか、まったく不明。 

問題になっているところが多い。 

必要ない。 

毎月、何の政務活動をされているのでしょうか。活動をされた時、その都度支給するよ

うにしたらどうでしょうか。必要なお金ならどれだけ出されても良いと思います。 

議員報酬から賄えばいいから必要ないと思う。 

任期中一度として何の報告もなく（ホームページでは一方的に）、選挙前になってやっと。

当選すれば胡坐をかいているのか？ 

どのようなことに使われているのかよくわからないから。 

政務活動は不要。 

活動費の報告で、多くの議員が活動費を残している。 

使用方法が明らかにしていない。 

報酬が減れば適当だと思う 

議員活動している人はいいが。 
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Q16・17 理由欄の様に質問をしないというのは調査活動もしていないからと思う。また

市民への報告もしていないのではないか。活動費の全額返却をしている議員がいる。もっ

と胸を張って活動したらどうか。 

先渡しでなく活動内容で評価すべき。 

毎月だと思うと多いのではないでしょうか。 

活動している人は少ないと思うから。 

なくて良い。 

 

「適当であると思う」の理由 

あまり少ないと他で稼ごうとするから。 

内容が明確ならいいと思う。 

活動費は事前に交付すべきではない。 

活動費は必要だと思う。 

小さな市なので、以上でも以下でもなく妥当な金額だと思う。 

議員一人ひとり活動が違うと思う。 

この程度は、月額必要と思えるから。 

議員が、まじめに職務を果たしていればの話です。 

調査活動等に必要な額だと思う。 

活動にはお金がかかるため。 

ただし活動もしていないのに毎月残高 0 円は疑問。 

４回の議会の交通費を含めれば適当であると思う。 

活動をしないのに定例的に受け取っているような人がいるのでは？ 

議員活動のなり手がなくならないように交付した方がよい。 

ちゃんと政務をこなしているから。 

他市を参考にして決めれば金額にこだわらない。 

政務活動費を全額使い切った充分な活動、ＰＲ等動いていただきたい。（活動してもらえ

れば残す必要はない） 

何に使っているのかハッキリしない。 

実績報酬が適切。 

報酬に見合った仕事をするべき。多いと思われない努力を期待します。 

ほぼボランティアに近いお仕事の様に思う。 

報酬をもっと上げてもよいのでは。 

活動が生かされるなら良いと思う。 

ある程度は必要だと思う。 
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無駄に使わないようにして欲しい。 

ボランティア精神でやって欲しいが、生活できなくてはならないから。 

どの程度の活動費が必要なのか分らないけれど、範囲内でやればよいのでは…。 

きちんと活用してもらえれば高くはない。 

市内を動き回り、記録をとり調べる費用としてそのぐらいが妥当。 

交通費などを考えるとこれ位になるのでは。 

適正に使われれば少ないと思います。 

場合によっては時々自腹も必要。 

 

「少ないと思う」の理由 

今の時代にしては少ない。この金額で何をしているのか？ 

しっかり動いてもらい、ガソリン代が足らないか。 

実の有る議論をするとしたら、調査（実調査）するにはもっと掛かると思う。 

多くの意見を聞くには情報を集める事が必要で、又自分自身も勉強しなくてはならない。

勉強ができる体制を造る必要がある。支給金は必要な人に届く方法を考えるべきである。 

活動している人には少ないと思う。 

市域が広いこともあり、15 万前後は必要。 

どのような活動費があるか分からないが、もう少しあってもいいのではないかと思う。 

何に使うか分かりませんが、少ない気がします。 

しっかりと活動している議員については少ないと思う。 

Q17 同じ…なのに使っていない議員も見えられるが何故？ 

本気で議員活動をするなら月額 12,500 円で調査等の政務活動ができる方が不思議です。

議員の小遣いになっているだけ？ 

本当に活動するのであれば少ないと思う。 

その額でまともに政務活動ができるのだろうか。少しのコピー代でなくなってしまうよ

うに思われる。 

きちんと報告をしている人（全市民配布？）には少ない。政務活動費をきちんと精算報

告が確実であれば信用して。 

まじめにやれば、少なすぎる。 

足りるの？真剣に取り組んでいる人には少ないのでは？ 

新城市は広い地域ですので住民とのふれあいを望んでも無理なところもあろうが、もっ

と積極的に地域に出て住民とのふれあいをして欲しい。そのためには活動費が少ないと思

う。 

その金額で何ができるのか？車のガソリン代１回分ぐらいしかないのでは？ 
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市政をより活発に動かしてほしいから。 

専門書を１冊購入すれば５千円位かかるから（高いものだと）調査すればその費用も必

要かと思います。 

私的に流用するのであれば千円でも高いと思うけど、議員の方が公的に活動しようとし

たときにこの金額ではやりたいことができるのか疑問に思う。 

使い残さず研修に使いこなしてほしいと思います。 

 

「わからない」の理由 

どのような仕事に使われているかわからないから。 

上記と同様でチェックをしっかりしてもらいたい。 

政務活動費を何に使ったか、一人ずつ提示して不正防止して欲しい。 

調査費を含めてどのぐらい金額が必要なのかわからない。 

使わなかったら返すべきです。 

ちゃんと活動をしていただければ良い。 

全ての活動に報酬費としてまとめて払えばよいと思う。なぜ、手当を別に出すのか理解

できない。お手盛り？ 

何のために交付されているのか分からない。市から？県から？ 

活動内容による。 

必要な活動なので、でも適当かどうか？ 

使い道が見えないから。 

議員さんによって幅がありすぎ。どの人が適当な額なのかわからない。 

どのように使われているか分からないから。 

経験したことがないので、どの位必要なのか分からない。 

正しく使用されているか疑問。 

具体的にどのようなことに使っているのか、調査などしているのかも不明。 

各議員の活動量を把握していないから。 

仕事量が分からないため。 

額としては少ないと思うが、使われ方の内容によるので額だけではわからない。 

１万２千円程の政務活動とはどんな活動ですか？活動内容を明確にすべきであり身銭を

切って活動すべきではないか。 

市議会だよりでの各議員の活動費内訳が記載されているが個人差が大きいと思われる。 

市をよくするために勉強したりするのに必要なお金はどの位か想像つかない。 

どのような活動をして、どれほど経費がかかるのかわからない。 

知らなかった。 



44 

 

学校バイト禁止で妥当がどれくらいかわかりません。 

勉強不足でよくわかりません。 

自分で動いたことがないから難しい。 

Q17 と同様、知らなかったのでよく分かりません。 

経費？含む？ガソリン代？ポスター？意味不明。 

無くてもよいのでは？ 

活動の仕方がそれぞれ違うのでどうかと思うが、活発運動は少ないのではないかと思う。 

どのような活動をしているのか分からない。 

何に使っているか、知るつもりもない。 

何に使っているかによる。 

活動する費用はどこからどこまでの範囲を言うのかわからないから。 

興味なし。 

月額報酬が結構あるから特別にいらないのでは？ 

何に使っているのかわからないから。 

政務活動費は何の為にあるのですか？ 

活動内容がわからないから、なんとも言えない。 

年額 15 万円の領収書等の開示。 

政務活動費はやめて（あちこちで悪いニュースになっている）本給に含める。 

どう使われているのかわからない。広報に記載しているだけではわからない。 

市民のために働いている議員もいるが、そうでない議員にとってはどうかなと思います。 

政務活動費の使い道が正しければ交付されてもいいと思います。 

領収書（明細）と引き換えでとテレビで言っている人は多いですよ。 

政務活動費が何に使えるのか、知らないため。 

具体的に何に使われているかも知らない。 

必要な活動費なら良いが無駄に使わないで欲しい。 

どんな活動をしているか分からないから。 

初耳だから。 

政務活動費は何にどのくらい必要かわからないから。 

活動費がどういったことに使用されているか分からない。 

他の市議会との違いをしらないから。 

政務活動費の明細が分からない。 

政務活動費とはどのようなものかわからないので。 

活動内容がわからないのに？ 

その使いみちを公表すべき。 
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政務活動費の内容をよく知らないので。 

同規模の市と比べたらどうか？相場がわからない。 

他の市町村との比較ができないからわからない。 

議員がどんな活動をしているかも知らないし、何に使っているのかもわからない。 

活動費の使い方、内容を詳しく知らないから。 

知らなかった。 

議員のやる気。あればもっと上げてよい。 

使う理由が正当なら多くても少なくても構わない。 

主にどのようなことに使われているのかが分からない。 

仕事をしていない。 

決められた金額ではなく、活動に対して交付する。市議会だよりでその都度しっかり記

事として載せるようにする。 

議員さんの活動を多くしている人は少ないと思うけど、活動をあまりしていない人は多

いと思う。 

 

 

Ｑ19 あなたは、市議会を評価しますか。その理由もお教えください。 

 

「評価する」の理由 

一般市民の代表でいろいろな場所で参加していただいているので感謝している。 

よく頑張っていると思います。 

組織は必要。あとは個人の意識の問題、税金は誰の金？（市の職員も同じ） 

もっと、もっと、活動すべし。 

新城市が行っている事業のチェックをしている。 

ただし議題について全て反対という議員はいかがなものか。 

代表で市民の為に活動している。具体的にはわからない。 

市長含め、定年制、年数（勤続）に制限を！  

自分にはできないから。 

192人(30.0%) 

28人(4.4%) 

143人(22.4%) 
243人(38.0%) 

33人(5.2%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 

わからない（評価できない） 

まったく評価しない 

あまり評価しない 

ある程度評価する 

評価する 
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市議ひとりひとりを知らないので分からないこともあるけれど、私の知っている市議を

信じて、他の方もそうであろうと思い、市議から成り立っている会を評価する。 

市政の決定機関であるから。 

大切な税金を市の発展、人民の幸せを軸で議論して欲しいです。 

 

「ある程度評価する」の理由 

区の意見が通ることがある。 

期待を込めて、喝、しっかりしろ！ 

良否数。 

自分が選んだ方にお任せしているわけですから。 

頑張っていることがわかるから。 

失政はないが、目立ったものはない。 

市政のコントロール。 

新城の為を思ってより良くしていこうとする議会なわけで、それ自体はとてもすばらし

い事だと思います。自分が無知すぎるのでお任せするしかありませんが。 

市の行政について、監督的な立場であるため、あまり出しゃばり過ぎでは。 

市民の意見を取り上げようとする姿勢があるから。 

市民の為に一生懸命な方達もいらっしゃるので。 

各議員さん（一部であっても）の広報紙を見て。 

市の抱える問題に取り組んでいる。 

必要であると考えるから。 

元気都市新城の為に活動を。文化会館前に歩道橋をつくって下さい。生活道路の白線が

消えている、直して下さい。火災になった時、昔は消火栓ありましたが今はどこに？道路

舗装の下に消火栓の点検・設置を。 

市政を良くしようとしている。 

地方の事はその土地勘のある人物でないとわからないから。 

勉強不足でよくわかりません。 

自分たちが選んだ議員だから、それ相当の活動をしているから。 

議案の報告、検討がオープンになる場所として必要だと思います。 

他県のような議員問題が出ていないので。 

私が関わらなくても市がまわっていくから？偉い人はすごいな。 

活動している人と活動していない人の差が多すぎると思う。 

地域の声が少しでも反映されているのかと思う。 

身の回りで行政を感じます。市議会あってこそと思います 
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市長のためではなく、市民のために考え行動してください。 

市民の代表で働いてくれて居るから。 

市民のために活動してくれている 

頑張ってくれることがわかるから。 

ある程度地域の声を拾っているから。 

特別理由はありません。 

信念をもってがんばっている人もいるから。 

議員は信念を持って課題に取り組んで頂きたい。 

市のために一生懸命働いてくださっている議員の方も大勢いらっしゃいます。ただ、一

部の議員の方が無責任に思える時があるだけです。 

市が変わって欲しいから。 

市民の声を届けて預ける窓口だと思う。 

代表しているので何かやってくれると思っている。 

議論がまとまり、分裂せず、方向性を持って活動している。 

市議会だよりを見ると、新城のことを考えてくれている人がいるんだなと感じるから。 

市長のイエスマン議員ばかりでない議員も必要だ。 

なんとなく。 

地域の代弁者である。 

市民の声がある程度反映されていると思うから。 

議員さんたちががんばっていると思うから。 

地方自治で新城は 1,000 票で当選できます。から、新人は立ちづらいかな。区長さんや

その地元の議員さんが、地元の意見を吸い上げて市民に還元してほしい。 

 

「あまり評価しない」の理由 

充分に協議されていると思えない。 

賛成意見と反対意見をきちんと聞き届ける事なく、途中で打ち切ることがあってよくな

かった。 

市長派が多すぎる。 

全く何をしているか分からないので、こちら側も興味を持つ事も大事だが、周知される

努力もして欲しく思う。 

名前だけ、看板者が多い。 

現状が知られていない感じがする。 

行政のチェックが弱い。政策の立案が少ない。 

市の収入源に、この先見込み薄いので、どの年代に力を入れて議論するか。 
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本当に真剣に議論しているかは信じていない。 

地価評価が高いので豊川市と比べても資産税が高い、児童手当も市によってまちまち東

三河で一番子育てのしやすい市を目指すべき。 

地元議員がいないので何かしてほしい事があっても、なかなか市議会まで通じないと勝

手に思っている。 

資質の有る議員が何人いるのでしょうか？ 

市長の思うままに、ある人は反対意見を言うのみで終わってしまい、賛成の人はただイ

エスと言っているだけ。議論をしないとだめ。 

活動している人としていない人がいるから。 

市長の言いなりになっている。 

議員個人の質に疑問を感じることも、もっと勉強していただきたい。（質問の仕方もヘタ

でいらいらする）つまり、新城市議会の質の低さが露呈します。 

暮らしが良くなっていく実感がない。 

デキデキレースにすらならない。 

市民生活に議会内容分かりやすく書いてほしい。 

仕事をしていない。 

市民のため議論をする人がいつも決まっているから。（ロボット議員が多い。） 

新庁舎に対してはいまでも不満です。大きすぎ。 

近所から出た議員は何も活動していないようにみえるから。 

若い人の意見が反映されていると思わないから。 

選挙の時だけ動くのみ。 

市民の声が議会に反映されていると思えない。 

どのような活動をしているのか、わからない。 

市のことより、地元に目がいっている。「新城市を良くする」充実感がない。 

地元の議員がたよりない。 

議会として機能していない。 

何か変わったという実感がないから。 

新城が良い町になっていないから。 

議員は市民の代表だと思っています。陳情した事項の返事はほしいですね。 

地域での活動が見えない。 

若者議会、女性議会などは市議会が市民の声を反映していれば必要のないものだと思う。

それができてないから、いろいろな議会が必要となっているのでは？ 

市、地区の将来を見据えたビジョンや活動が見えない。 

議員の資質に疑問のある人がいる。 
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もっと、地区の住民が困っていることを知り、それを解決するように努力して欲しい。

住民との繋がりが欲しい。もっと地域の要望を把握して欲しい。 

議員の議会内での仕事は評価すべく点はあると思いますが、議会以外の仕事の内容が明

確でない点があると思う。選挙のたび、色々な人間関係のうわさも一般市民にとっては耳

にしたくないことであると思う。 

市の価値が高まっているとは思えないから。 

生活に変化（良くなった実感がないが）を感じないから。 

任期中一度として何の報告もなく（ホームページでは一方的に）、選挙前になってやっと。

当選すれば胡坐をかいているのか？ 

評価する人間と評価しない人間に分かれる。 

市民の要望を聞いていない。 

結局は自身に都合の良いように、楽できるように、波風立てない程度しか動かないし互

いに足をひっぱり合っているから 

市長の言いなりの議員が多い。当選さえすればそれでよしの議員。 

議題はいつも同じようなことばかりだから。 

口先と行動が異なる。 

一部の議員の発言はいいとしても、多くの議員があまり発言しない。一部の議員に賛成

したりすることが多いと思う。 

生ごみ処理工場問題 

選挙の時だけの活動している議員がいるから。 

何でも多数決で決めてしまうから。 

 

「まったく評価しない」の理由 

市議会の活動やそれに対する成果が市民に全く伝わっていないから。 

市議会が市長の方ばかり見ている。 

新庁舎建設にお金を使いすぎ。 

市長のいいなりだから。 

イエスマンのマジョリティーパーティで機能してないから。 

議員不祥事が多いから。 

市民税高い。 

議員報酬は 1/2 以下にする事、議員の任期は２期以下にする。 

住んでいる地区に利がない。 

市民の為の市民の代表たる市議会が市議会として機能していない。 

新城市の情勢は年々悪くなっている！！ 
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声が反映されていると思わないから。 

市議会だけの責任ではないが合併以降どんどん人口が減り歯止めが掛からない事（若い

人が新城市に魅力を感じなく流出している）。過疎化が加速している。 

市長の行政に対する各市議の対応策がなさすぎる（議員としての勉強が出来ていない）

要するに市議選に何をしたいか対策が明確になく今まで通り各地区選出で議員になりたい

人が出て政策論議で戦うような形にならない、もっと市民も市政に関心を持つ必要を感じ

る。 

市議会は不要。代表区長会で十分。 

議会で質問をしている議員もいるが質問の質が悪い。議案が出てきた背景、困り具合、

実施までのコスト、実施後の維持管理コスト、市民のメリット、実施後の評価、いつまで

続けるのか等々数値で行う必要性がある。例）高速バス導入-市民にアンケートを取ったと

のことだがアンケート結果の公表がない。市庁舎-５階建てから４階建てに。人口減少＝職

員減少である。東三河広域連合へ仕事が吸収されれば市職員も減る。結果、１フロアーも

２フロアーも空いてくる。 

 

「わからない（評価できない）」の理由 

評価するほど、市議会について理解していない。 

何をやっているかわかりづらい。 

関心がないので。 

活動が目に見えない。 

内容を知らないため。 

興味がなく、知らないことが多いから。 

市の中心を重視と感じる。選挙投票前日までは、小さな集落まで競争して回って来ても、

選挙後は自然災害が有っても、議員の出て無い地域への力を入れてくださる人の存在影薄

い。 

何度か「１つの要望の請願をしたが反映されなかった」と聞いた事があるから。 

良い悪いの、基準がないので評価のしようがない。 

市政を良くしようと活動していると思われるが伝わってこない。１つの議案に対してい

つまでに何を行いどういうメリットを出すのか具体的に議論してほしい。 

現状を知らせないのでわからない。 

薬局つくってばっかりですもん。 

具体的な活動がわからないから判断しかねる。 

難しい内容という判断はできない。内容広すぎて・・・。 

議会がどのように関与しているのかわからない。 

関心がないから。 
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評価できるほど市議会について知らない。 

市議会が何をしているのか分からない。 

興味なし。 

何をしているのかわからないので評価できない。 

評価する資格がない。 

評価の基準がなんなのか、知らないため。 

周りに目を向ける余裕がない（経済的にも、時間的にも）。 

何をどのように動いているのか、わからないので何とも言えない。 

自分自身の議会に関心が薄いから。 

２～３年くらい前議会を傍聴した友人が意見を述べていたのは、たった２人だったとい

う話を聞きました。議員の方々は本当に市や市民のことを考えてくれているのか信じられ

なくなりました。報酬をもらっているだけの人がいるような気がします。でもしっかり活

動してくださっている方もいると思います。 

改選したばかりなので。 

活動内容をよく知らない。 

生活に変化がないから。 

自分が無知なだけかもしれないけど議員の方たちが選挙の時に掲げていた目標に向かっ

て達成できたこと。また、まだできていないことなど、進捗具合を各々で出してもらわな

いとわからない。評価できない。 

活動内容をよく知らないのでわからない。 

市民病院が12年前のように医師がいないから。もっと病院のことに関心を持ってほしい。 

市議会についてあまり知らないから。 

知らないことに評価できない。 
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■市議会議員について 

Ｑ20 あなたは、市議会議員の選挙に行っていますか。 

 

「その他」の回答 

今まで選挙権がなかった。 

新城でまだ選挙を経験していない。 

不自由なため行けない。 

市内へ引っ越したばかりのため。 

 

「行く」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ20-1 選挙に行く理由は何ですか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

いい大人が行かないとみっともない。 

車イスで入りやすいから総合庁舎へ（期日前）。 

5人(0.8%) 

35人(5.4%) 

29人(4.5%) 

100人(15.4%) 

482人(73.9%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 600人 

その他 

行かない 

時々行く 

ほとんど行く 

毎回行く 

12人(1.0%) 

36人(3.1%) 

17人(1.5%) 

44人(3.8%) 

39人(3.4%) 

85人(7.4%) 

239人(20.8%) 
404人(35.1%) 

275(23.9%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 

その他 

特に理由はない 

投票しないと世間体が悪いから 

団体・組織・知人などに頼まれたから 

近所の人や家族が行くから 

市政や選挙に興味があるから 

支持する候補者を当選させたいから 

投票することは国民の権利だから 

市政をよくするため 
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選挙に行かず、市政に口を出すのはいけないと思う。また選挙のできる年齢が 18 才に下

がったので行った。 

自己満足。 

私たち市民の代表者選びなので。 

なんとなく。 

権利より義務である。選挙しない（行かない）人は市政を問う資格なし。 

同級生がいる。 

女性議員に頑張ってもらいたいので。 

少しでも良い新城にして欲しいからと、期待したいから。 

市民としての責任。 

投票しないと文句が言えない。 

 

「行かない」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ20-2 選挙に行かない理由は何ですか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

やっている事を知らない。 

よく分からないから行かない方が良いと思っています。 

新城市に興味がないから。 

3人(3.7%) 

6人(7.4%) 

3人(3.7%) 

5人(6.2%) 

12人(14.8%) 

8人(9.9%) 

16人(19.8%) 

11人(13.6%) 

4人(4.9%) 

13人(16.0%) 

人 2人 4人 6人 8人 10人 12人 14人 16人 18人 

その他 

投票所が遠い・不便・わからないから 

病気（看病を含む）だったから 

他の用事があったから 

市政や選挙に興味がないから 

投票に行くのが面倒だから 

投票しても暮らしがよくなる 

わけではないから 

自分が投票しなくても選挙結果に影響な

いと思ったから 

忙しかったから 

候補者の政策や人柄がわからない 
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Ｑ21 現在の市議会議員の名前をご存知ですか。 

 

 

 

Ｑ22 あなたは、これまで市議会議員に自分の意見や地域の要望を伝えたこと

がありますか。 

 

「その他」の回答 

回答が遅い。まだ未回答である。 

夫がしている。 

議会議員に会う機会がないから。 

議員とのひらきがある。 

近くに議員がいないので。 

 

 

 

 

 

 

 

 

65人(10.0%) 

60人(9.2%) 
301人(46.4%) 

141人(21.7%) 

54人(8.3%) 

28人(4.3%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 

全員わからない 

1人知っている 

2～5人知っている 

6～10人知っている 

11人以上知っている 

全員（18人）知っている 

10人(1.6%) 

484人(76.6%) 

138人(21.8%) 

人 100人 200人 300人 400人 500人 600人 

その他 

伝えたことはない 

伝えたことがある 
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「伝えたことがある」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ22-1 どのような方法で伝えましたか。（複数回答可） 

 

 

「その他」の回答 

結局形だけで市の方に伝わらず何事も変わらなく、主人が次年度区長になる 3 月に苦情

が解決した。そういうことは、おかしい。議員はもっと、地域の苦情を吸い上げて働いて

ほしい。豊橋は議員にお願いするとすぐ行動を起こしてくれます。 

選挙の前に候補者がたずねてきて伝えた。 

たまたま選挙の近づく前に、近くに来たからと道で逢った時、伝えた。 

 

「伝えたことはない」とお答えの方にお聞きします。 

Ｑ22-2 その理由をお教えください。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

数年前、県道を良くしたい要望を出したようですが、限界集落の為、長楽から布里方面

への道路は暗く狭い道です。 

「議員に意見しても何もかわらない」では。 

3人(1.7%) 

25人(13.9%) 

7人(3.9%) 

10人(5.6%) 

27人(15.0%) 
108人(59.9%) 

人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 

その他 

関係団体（関係者）を通じて伝えた 

電話、メール、ファックス等で伝えた 

議会報告会の場で伝えた 

議員が聞きに来てくれた 

議員に会って伝えた 

34人(5.4%) 

79人(12.4%) 
166人(26.1%) 

67人(10.6%) 

83人(13.1%) 

16人(2.5%) 
190人(29.9%) 

人 50人 100人 150人 200人 

その他 

意見や要望は市役所に伝えたほうが早い 

伝える手段がわからない 

知っている議員がいない 

議員に意見・要望しても何もしてくれない 

議員に遠慮して伝えていない 

伝えたい意見や要望が特にない 
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議員と個人的なつきあいが生じるのがうっとうしいから。 

伝えても聞き流れです。もっと耳をかしてほしい。 

相手のことばかりいう議員がいるそうですね。会議をしてほしい。 

すべて夫に任せている。 

機会に恵まれなかった。 

特に意見、要望が今までなかった。 

そこまでの行動をおこそうとは思わない。 

伝えるのも良いですが収集するのが議員の仕事では？ 

地区の議員の活動を知らない。 

寝に帰るだけだから周りの事は何も知らない。 

私の伝えたいことは同じ考えの人が伝えてくれています。 

議員にあう機会がない。 

伝えても何も変わらないと思い込んでいるから。 

興味ない。 

住んでいる所に議員さんが出ていないからムダな気がする。 

期待が出来ない。 

高齢ですので、そこまで考えておりません。 

あいまいな回答はいらない。 

議員は知っているだけで、普段会話もしたことがない。引っ越ししてきて５年なので、

まだ地域になれていない。 

意見や要望は直接担当課に伝えるべきだ。 

どうせ聞いていないと思うから。 

個人的にではなく、地区等から要望や意見をあげているから。 

一個人の意見など聞いていただいても、それまでで終わってしまいそうな気がする。 

なかなか機会がない。 

住民を通して。 

主人が伝えているから。 

意見が反映されると思えないから。 
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Ｑ23 あなたは、市議会議員に対して何を期待していますか。（複数回答可） 

 

 

「その他」の回答 

市が良くなりますように！ 

期待していない。 

私利私欲のためにやるな。出る杭を打つことばかりするな。 

地元議員がいないので期待しようがない。 

出来ても、出来なくても、どんな意見も聞いてくれる人。出来ない時はどうして出来な

いか返事が欲しい。 

活動はみた事がない。 

チェックや政策をつくるだけでなく、実際にアクションをおこしてほしい。 

何もできない議員に期待ない 

法令を勉強すること。 

一部の民意に惑わされないように。 

当たり前の質問をしないでください。 

 

 

 

 

 

22人(1.3%) 
311人(18.0%) 

329人(19.1%) 

206人(12.0%) 
335人(19.4%) 

268人(15.6%) 

252人(14.6%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 400人 

その他 

地域の課題解決力を発揮すること 

行政と住民との橋渡し役となること 

市民意見を聞いて回ること 

市民の意見を吸い上げること 

多様な民意を反映して政策をつくること 

行政をチェックすること 
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■議会改革等について 

Ｑ24 市議会では、平成 23 年に議会基本条例を制定し、市民に開かれた議会、

市民参加を推進する議会を目指し議会改革に取り組んでいます。今後、議

会が取り組むべき課題は何だと思われますか。（複数回答可） 

 

「その他」の回答 

「市議会だよりの充実」は税金の無駄遣い。 

民意の反映を市民参加に頼らないで欲しい。 

ＳＮＳの利用による周知。 

人数を減らす事。多い、18 人は。 

議員としての発言（ことば）に気を付けて、市の恥。 

条例の内容を知らない。 

新城市の将来が若者にとっても希望があること。（消滅可能性都市の解消） 

若年～年老いた方にまでわかりやすい議会を。 

年齢を考慮した議会の充実。 

行政の無駄を省くこと。 

議員は議会の雇用人ですか？議会がどうこうより、市民に聞くより、議員が個人として

取り組むことです。議員にアンケートをしたらどうですか？  

報酬のみ目当ての議員では困る。 

（議会の夜間・休日開催）より、職業議員の状況をボランティア化をはかり、真に新城

を良くしたいと思う議員の集団となって欲しい。 

行政のブレーキも必要、しかし、アクセルも必要。先を見て！  

23人(1.7%) 

156人(10.5%) 

51人(3.4%) 

140人(9.5%) 

39人(2.6%) 

95人(6.4%) 
311人(21.0%) 

335人(22.7%) 

329人(22.2%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 400人 

その他 

議員定数・議員報酬の見直し 

議会の夜間・休日開催 

市議会だより（議会しんしろ）の充実 

市議会ホームページの充実 

議会報告会の充実 

多様な民意を反映して政策をつくること 

議員の資質を向上させること 

市民の意見を聞く機会の充実 
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今やっている事、決定した事をわかりやすく伝えて欲しい。難しい言葉を使わない。子

供でもわかるぐらいのだとありがたいです。 

議員の資質を向上させることは、資質のある人が議員になるのではないか、質問がおか

しい。資質の向上と称して研修などのくだらない出張をするのでは。 

地域課題を解決する施策を誘導すること。 

もちろん市民の意見を聞くことは大切なことだが、そのことばかりにかたむかず、きち

んとした議員としての意見をもって、よく皆さんで考え、方向性をもっていってほしい。

議員さんは私たちの選んだ代表です。しっかりやっていただきたい。 

子育て中だと時間がなかなかないので、小中学校の参観日や公開日に議員さんたちの講

義時間など短時間にあれば良いと思います。 

 

 

Ｑ25 身近に感じている市政や地域課題の中で、市議会で取り上げてほしいも

のはありますか。 

 
 

「福祉・健康分野」の回答 

出産、育児関係。 

献血車を週一ぐらいで市役所に呼ぶ。PM８：００ぐらいまで。 

高齢者対策、90 歳対策。 

これからは予防医学に力を入れて病気にならない体作りをめざしてほしい。 

独り老人になったら心配である。字も書けない目もみにくい。書くことだけで簡単にい

かないか不安である。 

老人が安心してすごせる、新城市にしてください。子供は、元気が有れば良い。 

福祉の充実。 

自宅介護者に対する優遇制度の確立。 

50人(4.8%) 

173人(16.4%) 

129人(12.3%) 

242人(23.0%) 

147人(14.0%) 
311人(29.6%) 

人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 

その他の分野 

産業・経済・都市基盤分野 

安全・安心分野 

生活・環境分野 

教育・文化・生涯学習分野 

福祉・健康分野 
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施設、人員の補充。個人負担の軽減。 

市民病院の充実。 

長生きしたい為。 

老人に優しく。 

夜間や休日診療の内容の充実化。 

高齢者の予防医療の強化。 

もう少し介護施設を増設して欲しい。 

超高齢化社会への対応。 

健康施設の充実。一日安く運動ができる。 

独居老人、障害のある人への見守りや安心できる環境作りなど。 

市民が気軽に使える健康器具を。 

新城市民病院、救急医療体制の充実を、切に願います。現在不安なままです。子供達、

親の医療が心配です。 

検診は、胃の場合、カメラで行う様に。 

複数の病気治療を受けているので新城市民病院に医師が欲しい。 

高齢者の増加に伴い、福祉の見直し（本当に書類通りであるか、現状の把握）の徹底。 

市民病院の安定した運営・医師の確保。 

市の健康教室もありますが続けるためには毎日行くことです。私も 10 年間茶臼山のジム

ヘ行っています。腰痛も肩の痛み、足の痛みもジムで治療して予防しています。なるべく

医療費を使わないようにと思うからです。こういう人への市からたとえ月に 1000 円でも助

成があると年金生活者には助かるし参加者も増えると思います。団塊の世代としては一気

に増える医療費大丈夫かな？と心配しています。 

介護施設への補助。 

市民への Health promote（ヘルスプロモート・健康づくり）を充実させる。 

介護に関する費用（デイサービス等の施設利用の金額が介護の段階が上がると多くいる

様になるので施設利用を少なくしなくてはならない）。 

介護度認定が遅い、もっと早く認定するシステムにしてほしい。 

国民健康保険税が新城市は非常に高いので何とかしてほしい。 

年金だけで生活していますが年金だけでも格差があり生活が苦しい者が多いと思いま

す。どうか病院に行く余裕があるようにしてほしい。 

今後を見通した市民病院のあり方。 

市民病院の医師増員。 

市民病院Ｄｒの充実。 

介護職員の処遇改善、新城市民病院の質の向上。 
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市民病院の件、なぜバイパスは病院通りになっているのか？解決策が潜んでいるので

は？ 

専門分野だから。 

高齢化が進んでいるので対策。 

新城でお産ができる日はいつ来ますか・・・？ 

高齢者の生活、民生委員のみでは対応しきれていない。 

市民病院（新城市で入院、全ての医者がいない）。 

高齢社会化に対する問題（医療、年金等）。 

現役世代との調和をどうとりつつ、高齢者の生活をどう支えていくか。 

病院に医師がいない。 

老人対策。 

高齢化が増し身近に病院がない。 

市民病院を昔のように普通の病院にもどしてほしい。 

介護施設の充実（特に特養）。 

新城市民へのバスの時間に運行してほしい。 

高齢化社会になるので、公民館を利用して健康関係の後押しに力を入れてほしい。 

高齢者医療。 

後継者。 

いつでも病院にかかれるように医師を充実させてほしい。 

市民病院の拡充。 

子育て、老人医療。 

婦人科を市民病院に。 

産科を作ってほしい。 

養老介護の負担、介護側の心労や金銭の負担軽減。 

免許証を返した人にタクシーやバスの無料券など。 

家の周りが高齢者の一人世帯ばかりなので、何か困っていることがないかなど、気にか

けてあげたいが仕事に出かけてしまうので中々できない。心配。 

地区での健康教室。 

寝たきり予防、高齢者の医療費をおさえる。本人の努力も必要ということを老人に意識

させてほしい。 

一人住まい、老齢家族などへの早い対応。 

介護施設の充実。 

市民病院の充実、老人ホームの増。 

中高年の健康に向けての取り組み。 
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市民病院の充実、安定状況では信頼できない。 

近くに病院を作ってほしい。 

新城市民病院の中で個人医院の総合病院になると良い。救急車の無料化。 

病気保育の場所。 

医療機関の充実。 

いろいろの面で返事がない。 

市民病院の全科医師を揃え救急患者を他市に回さず受け入れる。 

高齢化による身体強化に努め自立できる様にする。 

母子父子家庭の見守り。 

介護、保育。 

七郷一色は遠いからと訪問介護は来てくれない。 

子どもから高齢者まで安心して暮らせる街づくり。 

高齢者の医療費の無償化。 

市民病院の質を向上させる。 

体育館を作ってもらって健康分野を広めてほしい。福祉を充実して、いろいろに参加出

来るように。 

生活困窮家庭の実情とその子どもの支援。 

市民病院の使いやすさと充実。 

福祉分野で、豊橋、豊川と比べると差がありすぎる。 

今、老人クラブというものは、衰退しております。もっと老人の健康作りの場とか、交

流の場とか、勉強の場とかが欲しい。 

健康診断（人間ドック）を大勢できるようにして欲しい。 

市民病院に産科を作って欲しい。市民病院の活性化（院内が暗く診察されていない科の

再建等）。 

病院に自家用車を使わずに行ける手段。 

いき場のない人の未来を明るいものにして欲しい。 

市で運営するスポーツジムの設立希望。障害者の暮らしやすい福祉サービスの充実。市

民病院の医師確保、充実した医療。 

◎ 子育て援助する ⇒ 生活が楽になる ⇒ 母親が喜ぶ ⇒ 子供が増える ⇒ 

人口も増える ⇒ 市が豊かになる 

現状 子育て援助しない ⇒  生活が楽でない ⇒ 母親が喜べない ⇒ 子供が増

えない ⇒ 人口が減っている ⇒ 市が消滅する。 

広域連合の件。 

トレーニングを含め施設及び運営スタッフの充実。 
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障害者福祉。 

市民病院を昔のような病院にして欲しい。 

年金生活者（高齢）のために少しでも暖かいお力添えをお願いしたい。 

生活弱者（お年寄りなど）への施策。 

産婦人科→出産ができること！ 

介護の面で要支援でも 90 代後半で、一人で暮らしている人がたくさんいます。そういっ

た方にとって、気分転換や健康面でも利用した方がいいし、利用したい人もたくさんいる

ので支援だからと利用できないのはおかしいので、週一でもいいから利用させてあげてほ

しい。 

新城でも安心して出産・子育てができるようにしてほしい。（産業の発展などで）市外流

出を減らす。 

市民病院の運営。 

市民病院の充実、他の市へ行かなくても良いように医師・看護師の充実。 

老後の生き方。 

在宅看取り介護を奨励しているが巡回往診医師はいるのか。 

人間ドック、がん検診、受けやすいように新城市民 全科診療 救急診療に対応できる

体制へ 産科が必要。 

市内に入所入居施設（障害者の）。 

老人の健康面の充実。 

データに出ていない市内の貧困問題。 

元気で生活出来る手助け。 

病院が中心部に集中しすぎ。 

通院用の福祉バスが欲しい。 

市民病院に産科の先生が来てくれないなら小病院を建て経営してもらう。（10 年間免除す

ること） 

高齢者の健康診断。 

健康寿命を延ばす為の施策。 

新しい文化に幼い頃から触れられる機会をつくる企画を多く考えてほしい。 

障害者が働く施設の充実。 

市の健康づくり。 

住み慣れた場所の福祉施設があると安心。今後高齢者が増えるため施設が不足になって

くると思うから。 

病院について、遠距離で通院できない。（市内の病院） 

介護施設の地域格差、市民病院の医師の充実。 
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医師の訪問看護等。 

市民病院の充実、病児保育を早く進めないと若い世代は住めない。 

 

「教育・文化・生涯学習分野」の回答 

元小学校運動場でグラウンドゴルフを楽しんでいますが、水道が止まり困っています。

体育館を借りてバレーをしている子達もトイレに困るそうです。 

歴史、史跡等の整備、充実等、観光施設の整備。 

図書館の充実。 

子ども達への教育がとても大切。高齢化社会、認知症を支える、新城市の勉強。高齢化

率の高い地域で若者がやれることなど。 

桜淵公園の充実。 

文化セミナーの増加。 

30 人以上いるクラスには２人の担任と副担任を常につけて欲しい。せめて、小学校低学

年には。 

子供の学校教員が向上心がない。 

幼稚園を自由に選べるようにし、住んでいる場所で通う園を決めないでほしい。 

定年退職された方に次の学習機会を与えるためのセミナーか学校を開いてほしい。 

文化会館をもっと有意義に使ってほしい。 

学校教育の充実。 

くだらない補助金はいりません。 

高度な教育を取り入れる。 

学校、文化施設の整備、充実。 

部活動の充実、外部チーム等。 

望む者は市外に出なくても十分に教育を受けられる環境の整備。 

新城市を愛する心の子供達へ作成。 

学校の建物の老朽化調査修繕、耐震化等。 

山間部より通学する高校が減ってきている中で、通学費もかなりの負担となる。通学等

の補助をお願いしたい。子供受給の制度などを高校生を持った家庭にも取り入れてもらえ

ると助かる。 

新城東高校がなくなり、普通科が減って学力低下しそうだ！ 

新しい体育館の建設。 

学校予算の大幅増額。 

未来の担い手の育成。 

学校小規模反対。小さい学校より大人数の学校を！！ 
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観光客をもっと呼び込む。火縄銃で世界的に有名な長篠の戦いがある。 

作手高校に普通科を設ける。食育ツアーをプランニングしてほしい。 

漢検や英検などの資格の補助、大人向けにヨガ、エアロビなどのスポーツを増やしてほ

しい。 

少子化が進んで学校は大丈夫なのか、これからが心配なので・・・。 

財政力のある市とない市の教育格差の是正。 

新東名インターができた。歴史ある新城を観光面で充実を図る。 

子育ての場の充実。 

子育て支援、インフルエンザ全額無料、こども園無料。 

図書館の本をもっと充実させる。 

保育園の対応、学校のトイレ。 

学校の施設整備。地域の差が大きい。どの学校の生徒も同じ環境で教育を受けられるよ

うに。 

図書館の蔵書を増やす。 

校舎の老朽化、子供が安全・安心に過ごせるよう、トイレも新しくしてほしい。 

学校の予算が少ないため、学校の遊具、トイレなど老朽化がひどい。学校や保育園の設

備を充実するべきだ。 

文化会館にて開催されるビッグイベント終了後、駐車場から道路に出るのに信号交差点

に歩行者がたくさん歩いていている為、２～３台の車しか道路に出れず、毎回イライラし

ます。ビッグイベントの時だけでも警察官による手信号とか信号のパターンを切り替える

様、検討してください。駐車場の狭さも検討してください。素晴らしいイベントがイライ

ラで半減します。私だけでしょうか。 

小中学校の施設整備の充実。 

土、日など、子供たちが室内で集まれる場所が市内にあったら嬉しいと思う。 

名ばかりの文化会館、ムダ！図書館が暗く入りにくい。 

図書館の充実（雑誌など）。イベント開催。学校校舎の設備。 

図書館の蔵書の充実。 

現在の施設の維持。 

学校教育の充実、教育施設の充実。 

学童保育の充実。 

スポーツができる場所がほしい。 

特色ある図書館づくり。経費はあまりかけずに。 

東陽小学校区では区費より全員 500 円引かれていますが、市の負担ではないのですか。 

廃校にならないように児童生徒を市外に転校しないように子育てが良くできる環境に。 
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新東の合併は必要だったのか。残せないのか。残った校舎はどうするのか。決まってい

れば周知してほしい。 

新城城をもっと身近に感じたい。 

公共施設を使う時、インターネットで予約できる等、使いやすくしてほしい。 

校舎の老朽化。学校の給食費の（先生の）立替問題。 

新城東高校の合併後の校舎、グラウンド跡地を市総合体育館、全天候型グラウンドへ。 

公民館活動、これから増えていく高齢者の生きがい、健康、地域との連携のため。 

生涯スポーツ。 

図書館の本の種類をもっと増やしてほしい。 

高校生の通学の利便性について考えてほしい。 

学校施設を利用してのさまざまな活動。 

 

「生活・環境分野」の回答 

田・畑・山の管理、（荒地）。 

住み良い環境作り。 

街路樹より鉄柵にしてほしい。通学路は特に。 

産廃問題（八名地区）。 

戸数何百戸に１か所スーパーを作る（又は、店に助成金を出す）食料品位は買い物に行

ける地域にしたい。 

中央水道（乗本地区）水問題を早く取り上げて下さい。期待しています。 

病気・生活で困った時は近所、知人、親族で助け合って生きて行く。 

S バスの増強。 

過疎地特例の住民タクシーを進めて欲しい。 

老人の足の確保の充実。 

公共交通の不便さ。年配の方が、車がなくても生活できる環境を整えてあげて欲しい。 

年をとると足が欲しい。 

301 号のスピード規制の見直し。 

交通環境が悪い地域への配慮。 

コンビニや飲食店ばかり増やさないで、昔みたいに蛍の見られる街に戻って欲しい。自

然豊かな新城が大好きなので、子ども達にも伝えたい。 

過疎の進んでいる地域に、動くマーケットの充実を？ 

新城駅のバリアフリー化。 

新城駅の自転車の駐輪場の整備（東新町駅のような）。 

自家用車や車に乗れない人の足の確保など。 
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市道の草刈りは必ず市がやってもらいたい。 

産廃問題、道路わきの草刈り など。 

墓地の問題。墓地は市の物だと聞きました。災害があった場合、少しは補助して欲しい。 

プライバシーは守るべきですが、井戸端会議に参加して笑って暮らしたい。 

年をとるたび今は自転車に乗りますが乗れなくなった時バスは豊橋行きがある。でも本

数が少ない。市バスは新町の駅まで 15 分ほどかかる。それでないと市バスに乗れない不安

です。 

交通弱者対策の強化。 

過疎地の老人の生活補助等。 

山が荒れ放題になって間伐、伐採がなされず日照や安全（地すべり等）が浸かされてい

る。 

資源回収月に１回、各地区で当番を決めて回収するのではなく資源回収ステーションを

つくり、いつでもおきにいける場をつくると出しやすくなり、また当番などの負担も減る

のではないでしょうか。 

公園的墓園のモニュメントをつくり土地開発に不利なデッドゾーンの墓地をなくして道

路網を整備。 

鳥獣害対策。 

県道の拡張。 

山の木が高くなり、日光が当たらない。 

商店が減って買い物がままならないのでもう少し考えて。 

スクランブル交差点はいらない、逆にあぶない。 

昼間は元気に、夜間は静かに。 

買物難民で増えつつある新城を細かくチェックすること。 

社会保障、税金の減免。 

薬局ばかり。 

高齢化になり、交通手段の取り組み（特に免許証返納後についての対策の充実に向けた

方針を作る）。 

産廃施設の悪臭について。 

買物が不自由で車の運転が出来ないと生活していけない。 

買い物難民。 

過疎化の歯止め、子育てしやすい環境。 

公園等、子供が野球やサッカーを思いっきりできるところが少ない。 

川の水の浄化。 

高齢化が増し身近に買い物へ行く店がない。 
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新城駅の利用者がどれぐらいいるか分からないが、ホームの階段、年寄りにはつらいと

思う。 

地域から若者が離れていく問題。 

有害獣の駆除、私有地以外の草刈り等の整備。 

旧市内の住宅用土地の充実。 

少子化対策、若い人に住みやすい街づくりを。 

高齢化社会への対応、交通インフラ。 

Ｓバスの活用を拡大するとか（足の不自由な方、病院の通院）。 

養鶏場の異臭コバエ解決。 

消防車や救急車などが入れる道路を作り直してほしい。細い道路をもっと広く！！ 

雑草対策、放置林の間伐（国道沿い）、買い物難民対策。 

産業も、観光も、観光バランスよく発展させる（人々が集える環境）。 

獣による被害、地域の 60 歳以上ばかりになる不安、車が乗れなくなったときの不安。 

老後も住める新城市。 

公共交通機関の充実。 

燃えないゴミの回収。 

車に乗れなくなった時の足。 

自立生活を維持する為の環境を整える。 

空き家の活用。 

新城駅の改善。特にホームとホームを移動する階段。 

市道の整備。 

近くに商店、病院がない地区でのＳバスの運行。 

道路（農道）。 

管理できない、山林、田畑。 

人口減少の歯止め対策。 

公共交通機関の充実。駅周辺に駐車場がないので不便です。 

資源ごみ、粗大ごみの処分所を土日に開いてほしい。 

交通手段。 

買物が不便。 

新城市の特色ある目玉を前面に出す。 

市道の側溝にフタが欲しい。鉄板などそれぞれの家で備えている。 

公共交通機関の充実化。 

下水道の料金が高すぎる。 

子ども達が自由に遊べる公園を地域に作って欲しい。 
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産廃問題をもう一度考えてやって欲しい。悪臭で困っている人は、そこに住んでいる市

民だから。 

区ごとに集会所を設けて欲しい。古くなっても建て替えがなく、不便。 

底辺の人々の生活が安定し、生きがいの持てる生活環境を作って欲しい。 

大型ショッピングモールの誘致。 

ゴミの日、祝日は休み。今年の年末年始明けの月曜日休み。これには困りました。もっ

とそれらを考えて欲しいと思いました。お役所仕事ですよね。 

地元の細かな希望を汲むこと。 

道路改善。 

何年もほったらかしの側溝の掃除。県道の視察をしてくれて、あまりにひどいところを

道としてほしい。 

不正規な共働き世代、家庭の低学年児を含め、その対応。 

今年子供が生まれるので、安心して遊べる場所等。 

店舗の確保。高齢化により免許の返納等の対策。 

生活ゴミの収集場所のアミは廃止して、ステンレス製のゴミ入れに市内全域に設置して

ほしい。 

交通の便をよくする。 

水道料金が高い。水利権の問題を解消できないか。 

河川の整備及び水路整備。 

車がないと買物も病院も行くことができないので住みやすい町にしてほしい。 

大規模災害が起きたときの市としての対策は。 

高齢者の方が回収日の場所まで持って行けなくなります。ゴミ屋敷にならないように手

助けすることを考えていただきたい。 

市道が狭くて救急車や消防車が入れないような道路の整備。 

南部工業団地の産廃の悪臭。 

空家住宅がどの町内でも多い、防災、火災環境よくない。 

側溝、30 年以上放置された田畑の雑草の虫、穂の被害。 

産廃問題。上水道の老朽化。 

新城駅前の整備、駅の高架化、駐輪場に屋根がないので雨に濡れてかわいそう、豊川市

のような市営の駐車場をつくる。 

地域に商店がないため遠方に買い物に行く。 

若者世代に住みやすい環境づくり。 

どこでも自由に家が建てられるように市街化調整区域の対応。 

交通手段の無い方への買い物などの補助。 
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名古屋藤が丘⇔新城のバスの休日の本数を増やしてほしい。（昼夜の便） 

資源回収を燃えるごみのように回収してほしい。月に１回公民館に持っていくのではな

く。 

店がないので買い物が困る。定期的に乗合バス【小型】で町まで行けるようになるとい

い。 

後期高齢でも生活していくため、働きに出ているので、今年のような雪が多い時は融雪

剤等を県道だけでなく撒いてほしい。 

買い物難民の具体的な方法。 

ごみのポイ捨てが多いので、対策を考えたほうがいいと思う。 

道が狭く木が生い茂っているので生活道路が一番遅れている。 

いかに人口増加させるか！ 

空き家解体の補助金。 

買物難民、病院への通院。車に乗れなくなってからの生活をどう守るか。 

 

「安全・安心分野」の回答 

街灯を増やす。 

東海、東南海地震に対し、宇連ダム、大島ダムの安全度（耐震）はどうか。 

街路灯の増加。新城駅以外の駅周辺の改善。 

高齢者の運転講習会を地域ごと開いて頂きたい。 

防災、防犯。不審者が多い。市を挙げて安全確保に努めたい。今、新城に安全性を感じ

ない。 

いのししが民家までくる。なんとかして欲しい。 

道路、通路の街路灯の設置。防犯カメラの設置台数増加と管理。 

救急車消防車の通行が容易な道幅確保。子供さんのいる家庭には訪問を定期的に行う保

険的な面で相談員を設置。 

大型施設の学校、こども園等の耐震状況と今後の取り組み。 

道路の整備。 

信号無視が多いので、その対策をして欲しい。高速が出来たのに道が狭い。 

夜の街灯をふやしてほしい。 

深夜営業の店周辺の騒音。 

山道でカーブが多く、車がスピードを出しすぎで危ない。 

老人が運転しないで病院、買い物へ行けるシステム作り。 

夜暗い。 

地域防災。 
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労災。 

通学路の見直し。 

防犯に関する内容。 

亀姫通りなんかに金を使うよりも街路灯１本増やしてほしいところはいくらでもある。 

しか、さる、いのしし補助金の拡大 etc。一番良い方法を考える。 

空いた土地の利用、家の前の土地が草が高くなって、アレルギーが出てしまっています。

そういった土地を利用してほしい。 

大木など自然（台風、強風等）に備えて、前もってなるだけ行う。 

大地震に対する宇連ダムの決痕（昭和 33 年竣工）。 

災害対策資金補助の充実。 

生活の安全の保障と整備。 

歩道の整備。地域見守り隊のようなもので子どもが安心して遊べる場所づくり。 

街灯がほしい。暗くて夜はこわい。 

川田地区の者ですがいつも思っているが、少し中の道に入るとせまくって本当に小さい

アパートばかりで、アパート等の子供達と行き来することが本当に多いので安全面で本当

に困っています。道路広くしてほしいものです！！ 

街路灯が少なくて、不安。 

災害時の対応方法が全く整備されていない様で不安。市民として各自、各家の対応方法、

隣同士、組ごとの対応方法など、整備されているのか、教えて欲しい。 

道路の危険個所の改善。 

公共運送事業の夜間時間帯を含めた充実。 

歩行者が信号を守らないで横断歩道を渡る。 

東新町駅に防犯ビデオの取り付け（自動車どろぼうのため）。 

地域の公園のトイレが壊され、そうしないように解決してほしい。 

事件、事故がないように未然に防げることがあればすぐに取り組んでもらいたい。 

お年寄りが車を運転しなくても生活できる（移動できる）手段が多くなってほしい。ま

た市民病院前のバス停が危険。病院内までバスが入るといいと思う。 

空き家に野良猫が出入りしていること。火災の心配、敷地内の駐車（夜）をしている。 

老人の一人暮らし、近所のお付き合いがない。安否が心配。 

老後の生き方、車の使い方。 

旧 151 号（国道）東新町信号⇔橋向信号の系統化…何度も止められるのは排ガスが大変、

スムーズな交通にする。 

子供たちの通学路（線が消えている。道幅が狭いなど）。 

火災や事故を減らす政策も考えてください。 
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公民館を耐震性にしてほしい。 

インターとパーキングの周辺に防災カメラをつけて 24 時間監視する。 

通学路の安全。 

安心して暮らせる集落にしてほしい。子供のいない集落。 

子どもたちの通学時の安全について、不審者から守る。 

歩道を改善してほしい。 

信号無視の車をよく見かけるので対策を考えたほうがいいと思う。 

子どもの登下校の安全をどう守るか（子どもの数の減少）。 

 

「産業・経済・都市基盤分野」の回答 

どこでも家が建てられる事。 

小売店が無くなって買物が出来無い。規制緩和が弊害か？ 

広い範囲で考えて下さい。 

道路の安全、崖崩れのような場所の点検、治山。 

集客力のある商業・レクリエーション施設の拡充。 

新東名の新城インターが出来たのだから、もっと大きな企業（トヨタ等）工場をふやし

て財政を豊かにしてほしい。 

もっくる新城みたいに活性化する施設があるとうれしい。 

５年、10 年先の市の目標をどのようにするのか示して欲しい。都市計画のビジョンを聞

いたことがない。予算の少ない状況は何もできないので優先順位を決める。 

何は無くても企業誘致（優良企業）。規模より数で稼ぎましょう。 

中心市街地の活性化。 

電気の地産地消と小水力発電で地元に活力を与える。 

不要な看板の撤去（例えば、桜淵公園の所にプール案内のぼろい看板がある。）あるだけ

で、見苦しく、この地域の価値が下がっていく印象。 

インフラ整備。 

市中心部の充実。将来の計画の見直し。 

商店街の再利用又は活性化。 

企業誘致、産業振興（特に中小企業、個人業種）。 

シャッター通りの活用。 

道路の整備等。 

市財政が潤うように政策を考えて欲しい。 

市街化調整区域、農振地域等の規制について、住みたい人が家を建てられる様に見直し

を望む。 
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新東名が出来たので工場の誘致 若い人の働く場。 

若者が離れない働く場所の確保、工場の誘致等。 

きれいな自然があるのでもっと旅行に来てもらえるようにする。 

山林、木材等の改革。 

シャッター街を何とかしてほしい、駅周辺も。 

ショッピングモールや企業の誘致。 

市街化調整区域の廃止。 

企業誘致。 

空き家等の有効活用。 

市外に出なくても十分に生活していけるような産業の整備。 

若い人が勤務できる会社が少ない。 

株。市内一番の企業のアピール。 

町の発展向上、豊川の様に若者が集まる様な町にした方がいい。 

市街化調整区域の見直し。 

若者がこの地域に残れるような、企業・産業誘致を。 

働く場所の確保。 

この時代に市街化地域が存在するような市があるとは。 

森林政策、国の環境税新設があるので、何が必要か考えて使ってほしい。 

若者の集まる会社。 

市内に働き場所がまだまだ少ないのでは？ 

スマートシティーへの誘いをそろそろ始めてはどうか。 

老人が働ける場所を作ってほしい。 

人口減少をくい止める方法。 

若者の働く場所。 

新企業誘致等による雇用場所の確保（開拓）。 

若者の町になる様に。（市内に若者が歩いている様な？） 

観光、知名度向上。 

就農人口の確保、農地の有効利用。 

市内出身の優秀な人の働く場所。 

新城の良さ、食品等 PR 出来るものをもっと目を開いて見ていない。シャッター通りの町

をどうか昔のように活気づけして下さい。 

子供の働き先。 

大企業の工場等の誘致。 

特に、農業の実態。 
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観光客の呼び込み。 

バイパスや商業誘致。 

新城ではなく、浜松、豊川、岡崎へ買い物に行く⇒外でお金を使っている。 

企業誘致。（雇用を増やす） 

耕作放棄地対策、公共施設の維持管理。 

企業誘致による人口流出の歯止め。 

市中心部以外の生鮮店の充実。 

若い人が来るようなイベント（コスプレ等もありかも）。 

工場誘致。 

若者の働く場の創出。 

若い人が働ける会社、工場を増やす。 

新城駅周辺の活性化。 

八名企業団地の産廃施設の環境問題、他企業への影響が懸念される。 

補助金を出す。 

農業振興をきちんとやって、地域ブランド確立へ全国に発信してほしい。 

地域の活性化、スーパーマーケットやドラッｸﾞストアがない。 

新城駅周辺が活性化したらうれしい。新東名が開通しても新城が発展した実感はない。

変わっていないと思う。 

道路が進化しているのにその周辺は農地。 

市内で生活できるほどの収入のある会社の充実。 

新城 IC 近くの工業団地造成という点だけの事業計画は意味がない。もっと線で色々な関

連したアイデアを出さないと団地に来る企業はないと思う。 

市の玄関整備を（駅前など）。 

企業誘致事業は企業も必要だが在籍企業を視察訪問して若者の地元採用の要請。 

都市計画と線引きの見直し。 

軽トラ市を年１回ずつでも鳳来地区（ふれあいパーク）、作手地区（総合支所前）で開催

したらどうか。 

市に利益があるからと有害企業の承認しないこと。 

若者が働く企業の誘致。 

工業団地等の造成による企業誘致、市内で働ける職場の確保。 

高速道路のスマートインターチェンジを 301 号の所に増設してほしい。 

遊休農地を減少させるための農業施策。 

観光資源が多いわりにうまく活用されていない（たとえば、トイレの洋式化、新城駅の

不便さ）。 
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いかに企業誘致を図るか！  

 

「その他の分野」の回答 

林道等、整備要望は、ほとんど無視されている。 

新城の町を商業や観光に力を入れて活気のある町にしてほしい。 

リサイクルショップの進出（１件くらいあれば）。 

箱物はもういいです。 

高齢化が進み一人暮らしで車の運転もできない人達への食・住・健康への充実対策の考

慮。 

公園をもっと増やして欲しいです。 

新城サミットとかいうものは、直ちに廃止、やめろ。議会で審議して無駄使いをやめろ。 

不便な場所を不便でない様にするなど。 

市道と民地の堺をはっきりとして杭を打って欲しい。５０年以上前の所で打ってない所

があり、困っている。市と個人の土地、車道。 

農林業、観光。 

少子化対策!!人口増の為に新城市がまずやらなければならないと思う。自治体主導の婚活

はどうですか？60 代 70 代の女性を使うとうまくいくと思います。私も協力します。 

市民税が高い。 

新東名の整備、大河ドラマロケ地等、市として発展のチャンスがあったのに、どんな特

徴ある市になるかのビジョンが明確でない。 

高速新城インターチェンジ付近の活性化、大型飲食店や買い物、また大型公園など他県

からの人々を呼べる、来てもらえるように！ 

独身が多く、機会をつくって人口増加を図る。 

バスはコミュニティのほうが小回りがきいて良い。（家の前まで近くで止まってくれる）

路線バスは１時間１本。バス停まで遠く、バス停にはイスもない。老人にはつらい。 

駅の駐車場。 

医療機関から浜松方面の病院を勧められるとしても公共の交通手段は豊橋経由になる。

直接浜松の方へ行くバスがあったらと思う。 

世界新城アライアンス会議が行われても世間一般市民はよく知らない。費用もどれくら

いかかっているのだろうか？ 

土地開発。転入者。ホテル。 

新城のシンボルであるべき駅前が汚い。桜淵公園が汚い。 

災害対策の充実。 

若い人がどんどんいなくなっているので、呼び戻したり、新たに移住したいと思われる

ような環境が作れるとよいと思う。 
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子育てしやすい環境、少子高齢化対策。 

もっと市民の間に入り込んでほしい。 

市民プールの復活。 

年金問題。 

高齢者１人生活者のヘルプ事業の充実。（有料・無料とも） 

人口減少に対する方策。 

税金について。 

私の家は通りに面しているので街路樹のイチョウ並木が毎年たくさんの葉を落とし、個

人的に市指定のゴミ袋に数袋１か月程かけて出したり、掃除をします。せめて年１度くら

いは時期をみて市で落葉の回収をしてほしいと思います。 

新しい家が建つように、若い人が家を建てられるようにして欲しい。宅地の開発。家を

造って若い人を増やす対策を考えて。 

名古屋往復バス廃止（利用者が少ないのでは）。 

スポーツの発展。 

新城ＩＣ付近の開拓。（店、レストランなどの充実） 

安倍首相は年配者も仕事してというが、新城市に受け皿はありますが。 

３０．１．２４の東愛知新聞に掲載された内容によると、「財政の見通しはついた。」と

あったが、非常に疑問だ。現在の地方公共団体の行政財産（市庁舎敷地や道路敷）を財産

価値があるとして企業会計など一緒に、貸借対照表で黒字化、赤字化など何の意味もない。

要は、資金だけの比較として黒字か赤字での判断だと思う）。 

新城駅への入口の道路。１５１号バイパスの中心部の４車線。 

税金が高すぎてどんなに働いても手元にお金が来ず、その中で生活するのはとても苦し

いので、所得に応じて判断してほしい。 

南海トラフ地震への備えを怠らずしてほしい。 

まず新城の人が新城のいいところを知ることで定着や活性化にもつながるのではないか

と思う。その点で若者議会は新城のまちづくりのことを考えていて、ＨＰでも分かりやす

く発信していて市民として誇らしいです。 

市職員の人員削減、議員の人員削減、公共施設の削減、若者議会等の廃止、ニューキャ

ッスル（海外との）事業の廃止、高速バスの廃止、地域自治区制度の廃止または見直し。 

市職員の質の問題。 

新城東高校の有効利用。 

猪、鹿、猿を何とかしてほしい、畑で何も作れない！ 

市道の維持管理及び境界問題。特に赤道が曖昧である。不快な思いをしたことがある。 
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■自由記載欄 

  市議会や議員に対してご意見がございましたらご記入ください。 

自由記載 

新城市合併より 13 年目を迎え旧新城市、旧作手村、が未だ合併のまま行政区が動いてお

ります。特に作手地区にあっては世帯数 11 件、13 件 19 件 12 件 11 件７件８件６件 18 件

18 件、８木和田、小畑、見代、戸津呂、杉平、赤羽根、小林、東高松、大和田）など消滅

集落といってよいと思います。行政、議員、住民が共有し合併問題を進めてほしいと思い

ます。（例）これは人口問題に又、若者の定住に高齢化対策に先行してやらないと、今後 10

年したら区が無くなります。上記のこと宜しくお願い致します。 

直接はありませんが、このアンケートに対して、例えば、メールやＷｅｂ上で回答を出

来る様にしたり、他の方法もあれば回収率が上がると思います。他に景品や粗品を回答者

につけるとか。 

Ｑ14 どうやってやるの。市役所に行って、話をすればＯＫなの？ 

アンケートそのものは良いものと思う。対象者 2,000 名となると 70 代、80 代の人にも

行っていると思う。質問そのものがむずかしすぎるものがある。（もっと解りやすく） 

１つですが「Ｑ１」Ｑって何？「質問１」と書けないか。 

市民が選んだ議員だから常に襟を正した行動と言動をして下さい。 

もっくる新城だけではインター周辺があきられてしまうので、何か集客出来る物を作っ

ていかないと活性化につながらない。 

総合公園に「森と遊ぶ・・・」が出来るのでＯＫです。 

食について行列が出来る程の何かが出きるといいです。 

例 シュークリーム、スタバ、焼き芋、etc 

市街化区域を増やして新城に住んでもらえる様、家を建てやすい環境に早くしてほしい

です。そして若い人に家を建てやすくして結婚をしてもらって子供を増やして行かないと、

少子化は止まらない。 

住みやすい新城に希望します。 

本当の議員の仕事 議会の役割を守って活躍して欲しい（議決）計画されたことが計画

通り。計画された金額で 100％の結果を得ることが出来たかどうかチェックをして欲しい。 

アンケートに答えた通り。消滅都市にならない案を、若い世代のアイデアをうまく活用

してください。10 代～20 代の意見を生かして老人が足を引っ張らない様に議員がリードし

て欲しいです。多少の失言は気にしませんが、今のご時勢許容が狭いので十分注意して下

さい。 

老後の心配、字も書けなくなるし目も見にくくなる。必要な申請などむずかしい！もっ

と簡単に願いたい。 
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市民の声を聞く機会を多くしてほしい。 

観光施設を見ると良く判るのであるが長篠城保存館、設楽原資料館にしても”現状マッ

タリ”もっと考えて売り出して人を呼べませんか？ 

以上、既成概念しがらみから脱却して市政運営をして下さい。そして行政をどんどんつ

っついてください。もう市長なんかやりたくないと言われるくらいにね！そのうち強い議

会行政が生まれてくるように考えます。頑張って下さい。以上です。 

市長の意見を良くチェックして良いか悪いかを判断して欲しい。それには長いスパンで

大きい視野に立って住民がよりよくなるように考えて欲しい。それにはもっと勉強して欲

しい！ 

新城ラリーは「環境にやさしい町」をうたいながら自然を何かいじめているようです。 

経済効果が自然を守るか、一考をお願いしたい。 

議員の公約と、４年間の実現の明確化を公表 

老後の不安、防災の問題など、市に頼っても無理というアキラメを、市民が抱かないよ

うに頑張って下さい。 

議員さんの紹介コーナーなど、ティーズや広報などで紹介していただきたい。 

まずは、知ることが大事だと思います。何だか遠いところで、遠くの市の事をやってい

る。印象を持つ事が出来ないです。他人事だと思ってしまう。自分達がくらしていく大事

な市の政策等について、もっと知らなければならないと思っている反面、なかなか意識が

向かないという状況です。知る機会やチャンス、方法は今の時代たくさんありますので、

自分で情報収集していくべきかとも思いますので、一つ一つ、自分で勉強していきたいと

思います。今回アンケートで議会の事を知ることが出来た事もいろいろありました。あり

がとうございました。 

サラリーマンとして働いていた頃、たいして仕事もやっていなかった人が、議員として

やっている。そういうのをみると、なんだかなーとおもう。 

議員を看板にせず、住民に選出された事を心してほしい。 

市議会にてこれからの僻地の生活の件、買い物とか？年寄りになって車？病院に通院と

か？金銭問題？どうして生活をすればよいのか？考えて欲しい。町の人が多い順でなく議

員も地区ごとに一人欲しい。 

夫と話し合って記入しました。地区の催事にはどんどん出てきて顔を見せてください。

例えば、お祭りなどとてもいい機会と思います。 

なにをやっているかわからない面もある。もっと市民と接触があったほうがよい。報酬

が高い安いより、もっと活動してください。市政のチェックもいいけど、市政を（うまく）

使うほうがよいのでは。 

一般市民には、議会だよりしか知ることができない、これを読まないなら、なにもつな

がりはない事になる。もっとまちに出て行ったら。場を作って話をしたら。鳳来に住んで
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いると、新城や作手の議員の顔ややっていることや、やりたいことがわからない。 

このアンケートを機に、今後議会議員のありかたについて問題意識を抱いていきます。  

市の課題についても視野を広め、考えを深めていきたいと思います。 

議員にお願い 選挙運動中の時の様に身体を動かして地元の要望等良く聞いて欲しい。 

市政十周年を超えて、旧新城、鳳来、作手と１市１町１村がいまだに対等合併の言葉が

少ない。私は旧鳳来の人間ですが、いまだに新城市を見ても本当の１本化した新城市には

まだなっていないと思います。それは選挙の時期になると敵対心が出て見える事が有りま

す。自分の考えている事は十周年を超えてもう本当の新城市になりたい。これが本当の願

いです。お願い致します。 

議員は普段はどんな活動をしているのでしょうか。今日は市民の為にこういう事をして

頑張りましたというのを休日以外は発表して欲しい 

大気汚染の影響だと思うのですが、去年はほとんどミツバチがいなくなり困っている。 

市道を刈っていない所があるので刈ってほしい。 

石垣が崩れそうになっているので直して欲しい市道が。 

議員は市民の代表です。市民（民意）の地域活性の為の活動に理解をし協力して頂きた

いです。（自治）行政がダメと言ってくる問題に対し、なぜダメなのか？！どうしたらダメ

が良いに変わるのか、行政側に働きかけ、条例を検討して頂きたい。 

行政の提案した政策だけチェックしていても新城市は発展しない。 

新城市の古い体質を壊していくのが議員さんの務めではないでしょうか。 

市民と行政のパイプ役として今後期待します。 

議員は市民の代表であることを大いに自覚し、本気で臨んでいただきたい。議決した懸

案が執行されるよう市長に働きかけていただきたい。 

政務活動費の使途の明確化、言動の慎重さを自覚し職務に専念して頂きたい。市民は期

待しています。 

市政の予算が少ないのはわかるが、もう少し道路側溝のふたをしたり、立木を切って車

の妨げにならないよう希望する。また、職員の数が多すぎて税金の無駄使いも目立つ。そ

れにともない課が多すぎる。結局人が多すぎるので都合合わせて課を増やしているように

思える。 

追伸 狭い道でも広く感じるように整備をしたら見た目も良いし快適に思われる。又、

旧鳳来町の看板も多く残っていて目立つ。鳳来町は住所から消えたのになつかしい。 

市長の言いなりだから市議会は無くて良い。市の未来を考えていない市議がやたら多い。 

私の知っている議員さん、ちゃんとしたこと言ってくれなかったことがあります。 

駅前に老人等が集まる集会等の場所が欲しい。 

消滅都市と言われている新城市を救う政策をすぐ実施して頂きたい。 

昨今、市議会議員のあり方を見直す動きが全国的に具体化されています。これは議員の
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資質を問うもので、中には報酬目当てでともとれる行動・言動・・・、に疑問を持つもの

で。公開されていない議員自体の行動・経理全てを明らかに公表することから、市民から

の評価を得るようにしてほしいと思います。 

報酬は市民からの血税で市民のシモベであるはずが、選挙＝就活と思われるような議員

はいないでしょうか？ そのためにも収支全てはもちろん、行動の目的、進捗等すすんで

公表、ネット、ＳＮＳ等、何時でも見られるように登録制でも良いので発信してください。 

私個人の意見です！ 会社をリタイヤして５年以上過ぎましたが、現在の収入は年金の

みです。預金は退職金を含めて○○○位ありましたが、家のローン済ませて後は老後の為

と思っておりましたが、子供が家を建てた、入学祝だ、葬儀が有ったとか物入りで、最近

はやっとの生活をしています。後何年生きられるかわかりませんが、多分、老老介護世帯

になると思われます。若者だけに負担をかけない前途ある行政を心から希望っています。

※自分勝手な意見で申し訳ありません。 

文化会館の駐車場より出る時の混雑を無くす為に是非歩道橋を新庁舎完成後につくって

下さい。早急に！！ 

生活道路の整備をしてください。白線も、止まれの文字も消えている。 

消火栓の点検、整備を。火災になり消防自動車が来るも放水がなかなか始まらず延焼、

栄町、橋向は大火事に。給水車も来て初期消火に活用、放水出来ないでしょうか。 

戦後 70 年以上、時代はずいぶん変化しています。今の状況に農業委員は少し考え方が古

いように思います。農地法をたてにして、誰のための農地法か。これではますます耕作放

棄地が増えます。高いお金を支払って耕地整理して一度も稲作されない田、むなしさを感

じます。 

地域の高齢者が多くなりますが、地域の配布物等、何回も分けてこないで出来るだけま

とめて組長の負担を少なくしてほしい。 

高齢者にやさしく住みやすい（お役を少なくして）新城市にしてください。 

生活と一言で言っても仕事、子供の教育、私達の生活は出ていくお金が多く、入ってく

るお金が少ないと感じることがとても多い。私の生活している作手地区は高齢化も進みこ

の先どんどん人は少なくなると思っている。現に私の娘も大学へ入学し外で生活している。

自分の子どもが大学へ入学し、外で生活している。自分の子どもが大学へ入学して思った

事。私学にかかるお金の多い事。高校（公立）無償化。とても有り難かった。大学にも、

高校の私学半額と同じ制度を整えて頂きたい。無償化は望みません。少しずつでも大学へ

の教育費の有り方も考えてほしい。 

議会で議論した内容全てを議会だよりに載せて市民全員へ今、どのような問題を取り上

げ解決しているのかわかりやすく記載してほしい。議員全員別々の議論内容でも良いが、

その中で重要性を付け、一つの問題について全員で議論して解決につなげてほしい。議員

月報酬金額もわかり、各議員が一か月どのような活動をしているのか議会だよりにて報告

がほしい。 
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議員にお願い！お仕事は日頃大変だと思いますが皆様は名誉職で報酬は少ないと思いま

すが先生達にすがらなくてはならないと思います。どうか市民の為に力になって下さい。 

損得勘定は考えず今の報酬で頑張って下さい。 

別に何って有りません。新城市を良くしてくだされば良いと思います。 

議員の皆さまが「地域の為に」という想いは一緒だと思うので、それぞれ意見はあると

思うけど相手のことを悪く言ったり、それはムリと決めつけず、まず受け入れて議員の皆

さまが一丸となって多種多様な市民を説得したり引っ張っていってほしい。議員の皆さま

が市民から選ばれた地域の戦士（18 レンジャー）です！！よろしくお願い致します。 

アンケートをとっても、それをどのように活用したかは全く見えてこないのが残念。 

7 月に新城に引っ越してきました。働いているので、市役所の開庁時間をもっと延ばして

ほしいです。引っ越しで手続きを色々、役所へ行かなければならなかったですが仕事を休

むしかなく大変不便だと感じました。市民の不便さをわかってもらえるのでしょうか？ど

うぞ良い市になるよう、よろしくお願いします。 

以前テレビで、どこかの市町村で一つの「会社」として考えた結果、市政が立ち直った

という番組をやっていた。一つの会社、つまり「株式会社」という考えで赤字ではなく黒

字にならなければ会社はつぶれてしまうので、そういう考えは必要であると思う。新城市

は大きな産業で収益をもたらす市ではないのでラリーやスポーツイベントなどで市を盛り

上げていってもらい明るい住みやすい市にしてほしいと思う。 

議員全員を信用できないのでというか、人としてどうなの？と言える人もいますので頑

張ってみえる議員さんには申し訳ないですが、あいさつも出来ない人がいて本当に大丈夫

かと思ってしまいます。 

1）地方自治の二元性原理を認識して発言のこと（議員提案） 

1）議会の品位を保つこと議会外では（来賓席から座ったまま、スマホ撮影をおやめ下さ

い！！） 

1）コスト意識の徹底（財政ということを肝に命じていること）自分の財布ならどう使う？ 

1）複数の一流新聞など読破して今世の中（世界＆新城）はどう動いているか勉強して下

さい。（情勢分析） 

1）交通事故を含む（生命の尊厳） 

37 万２千円の仕事をただ議会に出席して賛成して帰ってくる人には 37 万円は高いよ。

市民との交流をしっかり、政務活動費 1 万 2,500 円は身のある活動をすればしっかり払え

ばいい。せめて地元の住民とはしっかり交流を図ってもらいたい。その地域の代表である

ことを忘れないで。（当選してしまえば、あとは知らないよ。選挙時には泣き落とし的に頭

を下げる） 

新城市民病院の悪評をよく耳にします。指導や監督すべきだと思います。 

高齢運転免許証自主返納者に対する手厚い支援対策。（例えば、新城市、豊川市、豊橋市



82 

 

内のバスの無料化等） 

高齢者運転免許証自主返納者家庭において、要介護者および同行者に対する病院への通

院手段としてのバスおよびタクシー等の無料化対策。 

高齢者家庭（年金生活者）に対する弱者対策。 

市議会が市議会としての本来の機能を取り戻す。市長ではなく、市民の側に立って。（行

政チェックと民意反映）議員の資質の向上。（現状はあまりにもお粗末） 

しっかり市民の声を聞いて欲しい。 

市議会が何をしているのか、市民からどんな要望が出ているのか全くわからないので、

きちんとやっていらっしゃるかもしれませんが、新城を発展させる気あるのかなーと思い

ます。私は 10 代ですが、新城にずっと残って住み続けたいと思えません。空や星や空気が

綺麗だったりしていい所ももちろんあります。ですが、みんなと集える場所が少ないです。

少しお高めなのでバイトができない中学生や高校生は行きにくいです。しかもなんで商業

施設の前にホテルですか。ホテルなんて桜淵の方にもありますし、泊まる人いるんでしょ

うか。老人ホームもたくさん作ってますが介護する人足りてるんですか。お金をうまく使

って欲しいです。議会が何をしてるか分からないので好き勝手言ってます。すいません。

でも友達とこんな話はよくするので書いてみました。いつもご苦労様です！新城をよりよ

くしてもらえるよう頑張って欲しいです。 

過疎化で新城市が錆びないで欲しい。若者がこの新城で夢を育て子供たちを育て次の世

代に新城市を引き継いでいってほしい。そのためには、ここが、お年寄りが元気でくらし、

未来の担い手である子供たちが元気に育っていくように、若者がここで暮らしていきたい

と思える場所であって欲しい。 

働く場所の確保ができないと、若者の流出が、加速してますます過疎化が進んでしまう

でしょう。    

産業の誘致や農業に力を入れられるよう力を貸して欲しいです。 

旧「鳳来町」名を復活して欲しい。 

選挙の時だけ!!市民の声など聞かない!!祭り、運動会に来てる知っている人だけ、話して

帰ってしまう。 

議員は給料もあるでしょう。報酬、政務活動費やめてしまったら。それがなければ議員

やめたら!!報告書もコピー費など本当に使われているか。活動報告も新聞などに入ってくる

なら費用が掛かっているのは理解できるが。（又各家に配るな。人が集まった時に持ち帰り

に配る議員がいる。） 

市民の声が伝わるようにして欲しい。意見箱の設置など、民生委員などと活動している

か。今は誰か知らない。議員が各家回ってくれますか。意見を言っても答えなし。 

市役所のどこかに行けば話を聞いてもらえるか。両親介護で会社退職。60 歳前、退職金

なしなので、税金の補助など考えてもらいたい。 

議員一人一人の活動の様子がよくわかりません。市民に寄り添って活動して欲しいと思
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います。 

特になし、頑張って与えられた仕事をしてくれたら良い。議員の方には、小遣い稼ぎや

飯の種では困る。 

昨今の国会での議論を見聞きして、強く思うのが有権者は選挙において政策をパッケー

ジとしてしか選べないということである。政党、候補者がそれぞれに賛同できる点とでき

ない点を持ち合わせていても個々の政策に投票することはできず、誰を選ぶか、選ばない

かという選択しかできない。この点は議会制民主主義の最大の欠点だと思うが、有権者の

声を聞き、政策に反映させようという議員の方の丁寧な努力で補える部分もあるのではな

いかと思う。市議会での議論を知らないので的外れかもしれないが、この点にぜひ留意し

て欲しい。また、市議会への関心が薄い理由として、一地方自治体の議会にことさらに注

目する理由が思い当たらないと書かせていただきたいが、このような考えでは政治、経済、

情報、文化など全てにおいてますます東京への一極集中が進み、地方は先細るばかりだと

も思う。憲法改正議論で地方自治が俎上に載っているとも聞き、地方自治が注目されるタ

イミングだと感じる。これから新城が幸せに暮らしていける市であるように、市議会の努

力に期待したい。 

なにもかも難しい。内容を漫画にして。 

市民意向の反映をしてほしい。市（市長）よりになり過ぎでは？ 市民の声を中心に！ 

若い人たちにとってもっと魅力的な市になってほしいと思っています。私の周りの若者

も新城から出たいと言って離れています。農業も後継者がいないのか雑草畑が目にうつり

ます。 

この先の新城市に希望を持てるような地域になることを願っています。 

新城市の市民愛の作成。郷土愛の作成。下水管等の早く作成。農薬等の使用規制。市民

と議員との懇談会の充実。市民と議員のフリートーク（まったくの雑談的な話合）的をえ

てなくても極端な言い方をすれば言いたい放題という意味の話し合い。今後の新城市の進

む方向をさがす。 

恥ずかしながら、この調査票が届くまで、あまり市議会や議員さんに対して関心があり

ませんでした。改めて自分の知識の無さを知りました。どこかで自分には関係ないと思っ

て無関心だったのです。ケーブルテレビで観ても、市議会だよりを読んでも自分の中に残

っていないことに気づきました。自分の中の意識を変えてもう少し勉強しようと思います。 

私のような市民ばかりではないと思うので議員の皆さん是非頑張ってください。 

北山峠ができて大変生活が良くなり南部の人々は喜んでいますが、（但し舗装は最悪）毎

日の食生活が不便で一宮まで出かける不便さを解消してほしい。南部にもっと目を向けら

れませんでしょうか。 

廃棄物処理場はナンセンス。こんなものがあれば南部の値打ちがガタ落ち。反対できな

い市議会も値打ち最低！！アンケートを取り入れた議員さんの熱意感謝多々！！東名高速
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新城豊橋スマートインターを早急に！！ 

市民がもっと興味を持てる市議会へ。 

無記名とはいえ新城市は高齢者が人口の多くを占めており、労働世代が回答するには小

学校区、在住何年というのはあまりに限られてしまうと思います。 

概ね特定されてしまうような地域では回答が拒まれるようなこともあるのではないでし

ょうか。 

それに加えて職業では、誰が回答したのか特定されているように思えるので今回は意見

のみ送付いたします。 

今、子供が高校に通っています（豊川方面）又、このごろは豊橋方面にも通う子もいま

す。朝の登校では作手のＳバスを６時台を利用しないと間に合わなくて、やはり、自家用

車をつかわなければならず、皆さん３年間がんばっています。また、夕方も、作手に上る

のに４時台がなく、残念に思います。 

学生がもう少し、利用できるなら時間帯を見直していただくとこれから利用する学生も

増えるのではないでしょうか？ 

丸山議長の手腕に期待します。 

新城市のシンボルである新城駅前や桜淵公園をもっときれいにしてほしい。その場限り

の消えて行く様なイベントや目につく催しにお金を使うのではなく残る資源に投資してほ

しい。 

私は県道沿いに休耕畑を所有しています。毎年定期的に草刈りをして手入れをしていま

すが、猪や鹿等が荒らします。土砂や大きな石が道にはみ出し困っておりましたが最近行

政の方達と思いますがきれいに片づけてくださり大変有難く感謝しています。ありがとう

ございました。重ねてお願いしたいのですが私の家の前には川があって土手があります。

今までは我が家で草刈りをしたり近所の方が草刈りをしていました。二人とも 70 才越えに

て斜面は足場も悪くとても危険な作業です。雑草は成長が速いので短い間に何度も草刈り

が必要です。市有地以外の草刈りを行政で一度でも良いのでやっていただけると助かりま

す。厚かましいお願いですがご検討していただけないでしょうか 

10 年後、20 年後又はもっと先の事を考えて今どうすれば新城市がよくなっていくのかを

思って活動してほしい。 

議員定数（今の半分以下）・報酬をぜひ見直し実施してほしい。 

バスの運行無駄、税の無駄。 

市職員を減らす。 

若者議会は、パフォーマンスにしか思えない。無駄。 

新しい試みより、現実を見るべし。 

学校のエアコン 市民病院 子供の医療 

選挙時だけの広報？ 活動はほぼなし、上位下達社会風土に乗っている、したがって議
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員そのものに関心が沸かない。 

高齢により市議会の事はよくわかりません。 

市政の事は、ほのかとか新聞をいつも読んでいるから毎日の生活に支障はありませんか

ら。 

人がいなくなれば街はなりたたない。新城市はまずこの 30～50 年先、人口減少問題に力

を入れたい策をドンドン出して実行してほしい。 

そのために一番思うのは、まとまった企業がこの街にある。又は移転してくることがよ

いと思う。50 人 100 人 500 人の規模であればその家族も考えると相当な人口増加。又

長期的にも人口増加が期待できると思う。 

まずは人の確保、これは民間の企業でも今大きな問題です。それと同じで新城市でも人

口維持増加から問題解決に向けて議会が進んでいくことを期待します。 

議員の皆さんへ もっと本気が見たい、どうでもよい話に時間を使わないで。 

議員さんにお願い  

長篠城跡が閉館の時にトイレの開放をしてほしい。観光客が困っていた。 

新城市民病院をなんとかしてもらいたいです。不安で市民病院に行こうとは思いません。 

救急車で入れる病院にして下さい。 

税金で不要な物を作ったりしないで、もっと必要なことで税金を使って下さい。けっこ

う不要な物ありますよ。 

フェイスブックなどＳＮＳで勝手に載せられた人もいて怒っている人もいます。載せら

れたくない人もいます、勝手に載せるのはやめて下さい。 

消滅可能性都市でこの先不安です。 

もう少し市民の声を聞き、議会で話し合いをして下さい。もう少し市民を大事にして下

さい。市民が投票したからあなたたちが議員になれたのですよ、もっとしっかり仕事をし

て下さい、高い報酬をもらっているのだから。 

豊川の体育館のように、運動する場所があれば運動する機会が増えるので、そうした場

所を青年の家とかに作って下さい。 

『昔からやっている』ことではなく、新しい視点で違った角度から取り組んで頂き、無

駄を省くようにして頂きたい。 

【税金が高いことに納得できるようにして下さい】 

新城がもっと良くなる様に日々頑張っておられると思います。私たちは税金を納めてい

ますが、それは義務であるので仕方のないことです。しかし、汗水垂れ流して必死で働き、

その上で納めているお金であるということを本当に頭に置いてほしいと思います。 

こんなこと議員の皆さんにはスルーされてしまう様な小さな事かも知れませんが、私は

とにかく大切に大切にお金を使って欲しい。市民の暮らしがより良くなる様に使って欲し

い。そこを声を大にして言いたいと思います。 

要望しても予算がない、予算がつかないと言われた。その後の報告もないから要望しま
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せん！ 

選挙の前しか顔が見えない。 

全国的に行政の議員の不祥事が露呈し、マスコミに取り上げられています。恐らくその

当該者は議員としての資格が欠落しており、またそれを特に疑念に抱くこともなく議員に

送り出した市民に問題があるのだろうと思います。 

少なくとも新城市議会議員は、その様な対象にならないよう切に願いたい、公人として

の立場を強く認識し、市民の代表として「議員はとにかく住民の声を真摯に聞く」これを

基本スタンスにしてほしい。 

市政が見にくい状況に感じるが、各議員が本当に活動しているかもっとアピールほしい。 

議員さんが、市民が要望することを自ら問いたことがありますか。一部市民の利益のみ

を行っている様に見えますが、私たちのために努力することを考えてほしい。 

選挙時は頭を下げて、選挙が終われば行政の長に頭を下げている様に見えます。 

議会で取り上げられ決議された事項に対し５W1H をはっきりさせ、P・D・C・A を正し

く回し結果を公表する。これを徹底してください。 

市民側に向いた市政になっていないように見える。 

無駄が多い。例えば、客のほとんど乗っていない高速バス。 

観光資源が充実しているのに、そうした無形財産の活用が下手。それが好転すれば人も

増すし、産業面も発展すると思う。 

製造業の多い中部圏、愛知であるし、行政の運営手腕をうまく発揮することを願う。 

隣の浜松市の都田などはガンバってますね。 

議員さんにあまり期待はしないけれど、選ばれた以上はそれだけの仕事はしてほしい。

給料ドロボーと言われぬようになるほど、選んで良かったと思う仕事をしてください。よ

ろしく。 

要求しても予算がないからの回答ですね。（いつも） 

市民病院の評判、信頼度が薄く、病気になっても行こうという気にならない。高齢者の

多い市で地元の病院に信頼が持てないのが何よりの不安です。治療、回復が望める病院に

なってほしいものです。 

ＳNＳをもっと活用して下さると嬉しいです。 

こども園の無料化、オムツ代補助（近隣の市町村は実施）など、子育て支援の充実を特

にお願いします。 

その他、商業施設の誘致、観光に力を入れて魅力ある街へ。 

新城総合公園、桜淵公園の補修。 

消滅都市と言われますが、５０過ぎてこの市で年老いて行くほかありません。先祖代々

の土地もありますので。息子３人いても働く場所が豊川、田原などで、新城に住んでとは

言えません。 
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今は車が乗れるので自由にどこへでも行くことが出来ますが、車を運転しなくなったら

と思うと不安は有ります。 

自分のおかれている立場で違いますが、息子３人を育てて思ったことは、高校の送り迎

えがとても大変でした。電車の沿線に住みたいと思いました。 

小さいバスでいいので路線を多くしてほしいのと、買い物難民をなくして欲しいと思い

ます。 

今はインターネットの時代なので市に潤いを与える新城市にならなければ商売を考えた

り、自然を活用したりして観光客を呼ぶ。 

一つの提案として、議会の活動を広く市民に知らしめるため、各議員の写真入りパネル

を市役所の正面等に掲げ、議員の日頃の活動を記し、併せて報告会等のお知らせ等を示し

て、もっと市民への政治活動に関心を持たせるよう喚起する必要がある。又、街頭演説だ

けでなく、官公署や会社等に立ち寄り、場所を設けて法に触れない範囲で個人の指針を示

す必要がある。それにより議員の人となりもわかり、親近感もわく。延いては、地味でも

それが市民の新城行政に積極的に関与できるひとつの方策となる。いずれにしろ現状では、

市民が政治に無関心になるのは否めない。 

雇用場所の確保（企業誘致等）を進めて若い人が魅力を感じる新城市にする為の議論を

していただきたい。このまま何もしなければ、新城市は確実に消滅してしまうと思う。 

市議の議員の方々、たとえ地上の星になろうとも、ベストを尽くして頑張って下さい。 

新城市の各地区の祭りについて、バクチクを鳴らすのはやめるべき。通行人への悪影響、

道路を汚染、騒音であり即刻廃止すべき。大迷惑。 

川田山田平から豊川インターまでのバイパスを早く作るべき。くだらないことに財政を

まわすのではなく、このようなインフラに積極的に投資するべき。 

新城市民病院について、規模を縮小するのでは中途半端。財政の無駄。さっさと独立法

人化して市は撤退するべき。 

消滅可能都市から市として生き残りたいのなら、人を呼び込めるよう、バイパスや新東

名、東名などの整備、渋滞の緩和のための原因除去などインフラを第一優先として取り組

むべき。 

東名高速の新城ＰＡのスマートＩＣ化、新東名高速の新城と岡崎東の間にインターを作

ること、１５１の二車線化など。 

Q２５でも答えましたが、とにかく町は今活気のなさにとても寂しく思ってます。夜なん

かまるでゴーストタウンです。なんとか昔の賑やかだった頃の様に戻りたいです。 

新城は近くに病院もスーパーもコンビニもあって生活しやすいところではありますが、

一つ気になったのが市内で一番の中心である新城駅のことです。駅の周り（裏側=北側）に

はたくさんの家が建ってきましたが今のままの駅ではせっかく近くにあっても利用者が少

ないと思います。時間帯によっては多くの利用者がいるようですが、子連れでベビーカー

やお年寄りの方（車に乗れない方）が利用しやすいようにホームの階段をなんとかして欲
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しいと言ったことがありますが、エレベーターがつくとか聞いたことがあります。本当か

どうかは分からない状態です。（何年ごろになるとか）もう少しはっきりした情報を知りた

いと思います。北側と南側の両方から出入できる様になるといいなぁと思います。議員の

方にお願いすれば、意見が届けてもらえると聞きましたのでよろしくお願いします。 

消滅可能都市といわれる新城市において日々頑張って活動されている議員の皆様には敬

服しますが、そう言われない市を目指して今以上の活躍を期待します。ニュースになって

いる○○市のように市の財政難の中で議員活動費を私的なことに使って膨大な赤字財政と

ならないように考えていただきたい。今は厳しい様ですが、議員の報酬は日当制にして議

会に出席したらいくらと身を切る改革を考えてもらいたい。皆さんは新城市を住み良い魅

力ある市、健全な市となる使命に燃えて議員になられたと思いますので期待しています。

行政のチェックも厳しい目で見て無駄遣いは許さない、又、赤字の事業については必要な

ものと必要でないものの見分けもきちんとしてもらいたい。報酬は減らし仕事は増やすで

はと思われるかも、でも新城市のために頑張ってください。 

新しく議員になられた方は、長年議員をされてきた方とは違い、議会に対して感じ方が

違う部分が多いと思います。今気づいたことを忘れない様に議会に新しい風を入れていた

だきたい。新人と経験豊かなベテラン議員さんが協力して、安心安全な新城市、住み良い

まち新城市、今以上の新城市となるよう議会に期待します。 

市民病院での医療を充実させる。道の駅もっくる新城の出入り口の交通渋滞の緩和。 

以前、中学生の議会を見ていましたら（テレビ）居眠りをされている議員さんが映って

ました。見たくないものです。新聞記事になる様な出来事はやめてください。 

“子育てし易い街 日本一”を目指してほしいです。 

こども園は他の市町村と比べて新城が自慢できる所と思います。 

他にもそんな自慢できる所が少しずつ増えていくと良いです。 

Q25 に関連して 

若者の農業離れ 

不耕作地の増加 

利用権設定に伴う問題（農林業公社しんしろ介在） 

担い手の不足？ 

地主負担の重荷（固定資産税、土地改良費、豊川用水費） 

借り手の水、草刈等の管理不足 

小作料は０ 

東愛知新聞に集団カゼ情報が出ているが当市はのっていない。カゼがはやっていないの

ならうれしいことだが、はやってないことないような気がするので心配です。情報提供し

てないのでは。 

最近はやたらとホームページを見てください、という文章が多すぎます。年寄りにはホ

ームページを見る術がありませんホームページに出ているから周知されていると勘違いし
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てはいませんか。 

町はどんどんさびれている。老人ばかりで若い人や子供がへっている。町に活気が出る

ようにしてほしい。宅地を安くする。家に補助金を出す。子供の遊び場を充実する。住み

たい町にしてほしい。 

新城市民病院の充実を図るために受診者を北設を含めて増やす方法を医師と共に考えて

ほしい。現状だと赤字運営の病院になる心配はあります。ある日の投薬数をみたら１日で

150 人の時がありました。 

市での使用していない土地の管理者に対して、畑の貸し出しをお願いし、市で地区ごと

に借りる場所を作り、応募者をつのり、管理してほしい。その畑への水道の設備なども整

えて１年間ごとに貸出金を徴収してほしい。 

新城には使っていない土地がたくさんあり、お年寄りなど固定資産税を払うのが大変だ

と良く聞きます。 

その為、このような提案をしてみました。 

畑をやりたい（家庭菜園）が土地がない、という方もいます。 

豊川市では、このような活動をしています。 

是非お考えいただきたいと思います。 

新城に若者がもっと集まるよう、環境を良くしてほしい。 

人口減少の対策となる政策を積極的に行って欲しい。 

桜淵などの観光地をもっと盛り上げてほしい。 

一人ひとりを存じ上げないので（人柄）、何も言えませんが、大変なお仕事をして頂いて

いるな～と思います。しかし、議員さんはそんなに偉い人なんだと、ショックでした。日

常の市民との接し方（簡単な挨拶＝何よりも気持良い）ができていない方が見えます。選

挙運動の時の半分でも…市民は見ていないようで見ています。 

市民のお手本になってあげて下さい。お願いします。 

市役所の窓口も感じ悪いです。（仕事がひまそうに見えます。全体的に） 

人口減少を防げるべく、不妊治療の保険適用地域にして欲しいです。それによりまして、

３～５年新城市に定住してもらう条件にして、その間税収があり、次々と新城市に入って

くることが考えられます。少子高齢化に向けて、是非よろしくお願い致します。 

障害児を診てくれる歯医者がない。 

児童精神科医がいない。 

そのため、豊川、豊橋へ行かなければならない。県外から引っ越してきて、新城市は活

気がないと思う。祭りもバラバラで、市をあげて大きな祭り（設楽原と長篠）を合体して

２日ぐらいかけてすれば良いのにと思った。その地域だけがやっている感じがした。 

高齢化が進む中、新城市民病院の充実を図って欲しい。 

鳳来北西部の国道２５７号と県道の整備と改良を早急にお願いしたい。 
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職務を忠実に行ってほしい。 

地域から議員が選出されていない所は、何かと不利益をこうむるという意見、話を最近

聞いて、びっくりしました。議会、議員の方々に、広い視野、心を持って取り組んでいた

だけることを強く希望します。 

現在、市が管理している地域の公共施設（例）鳳来地区に４個所位い残し、住民の趣味

を生かした健康づくりを目的とした施設の充実を図って頂きたいと思います。 

まず車を運転している自分からしてみれば、信号を守らないで横断歩道や高校前などを

渡られると、ものすごく恐いです。上記の事を話し合い、横断歩道を設置するなど、話し

合ってくれたら嬉しいです。 

本会議は９時より開催。 

小さなしがらみや利害関係にとらわれることなく、全議員が大局的な視野をもって、新

城市の発展に貢献していただくことを望みます。 

各報告等の周知をもう少し多くしていただきたいと思います。 

新しい議会構成、新庁舎の竣工も間近です。市民目線に立った市議会、議員活動の更な

るご活躍を期待しております。 

地区現役議員は保護主義的で、地域向上のために努力しようという態度がまったくない

と思います。他の地区の議員に優れた人がおりますので、その人に期待しております。 

民意を反映し、議会においてはしっかりとした議論をし、自由で闊達な議論を展開し、

小さい市だから消滅可能性都市だから高齢化率が高いが若者が都市へ流出したからなどと

言って、勝手に空気を作らず、流されずにどうしたら良いかを真剣に考えて、安全で安心

して生活できる市を作り上げて行ってほしい。 

議員は市民の代弁者であってほしい。もっと地区の市民と懇談するよう、市長のワンマ

ンにならないよう、議会で審議してください。 

市民病院の充実を早くするよう運動してください。 

もう少し活気づいた商業ができるようになってほしい。（鳳来地区） 

財政健全化計画を示す事。 

人口減少対策の発表。 

消滅都市にならない為の対策。 

外部監査員を導入する事。 

勉強したらどうか。 

理由)市職員や市議会議員が先をしっかり見ていたら、今のようにはならなかったと思う。

高速バスなんか、夕張市の観光投資と全く同じですよ。 

儀式みたいな議会は不要。いっそ議案を組長に渡し組内で議論し、まとめて組長投票に

したらどうか。議案を丁寧に説明しないと議論もできなくなる。逆に市職員の議案の提案

能力が高まると思う。もちろんではあるが、市民に議案内容がしっかりと伝わる。結果納
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税意識が高まる。 

※当アンケートの内容をそのままアンケート結果として議会だよりと一緒に配布したらど

うでしょう。議員はアンケートから、各人のマニフェスト化（最低 10 項目）をして議会だ

よりと一緒に配布したらどうか。マニフェストは具体的に数値で表現する。 

新しい議員さんも生まれ、今までの議員さんも含め、多いに期待しています。 

名誉狙いの特権議員はいらん。行動力も実行力もあり、稀に見る有能優秀な市長であり、

感謝期待していますが、３、４期となると自我自己主張が強く出る。そのいい例が市庁舎

建設費や庁舎に絡む諸問題等々。市政がこの方向でいいのか健全な運営であるのか、この

地に見合っているのか、未来を見据えているのか等々、議員各々が自身の信念に基づいて

いる議員であるのか、反省を願います。 

イエスマンはいらない。信念のある審議審査の議会である事を願います。 

市や青年の家の体育館を整備してほしい。 

今回のアンケートは必要なのでしょうか。形式的にならない事を願います。議員の皆さ

んが思っている以上に市民は市政と市議会には関心がありません。「質の向上」「信頼」と

言っていますが、いったいどういう方々が議員の皆さんにいっているのでしょうか？もっ

と市民の前にでてきてください。人間ですから完璧じゃあなくてもいいんです。時には間

違えても、後からそれに気付き直していけばよいと思います。個々の議員のみなさんが、

市民の血税で働かせてもらっていると思って良き議会にしてください。議会の向上が市の

向上にもつながると思います。静かに見守ります。地方自治体は、議員内閣制ではありま

せん。二元代表制です。 

新城市が合併して 13 年目になっています。でも人口は減少していっています。この人口

減少に歯止めをかける様に、住宅用地の確保、市営団地、商業施設の誘致など、これから

の新城市を担ってくれる人を増やす事が大切だと思います。 

コツコツ政策を進めてください。 

設問が多すぎる。 

政務活動費、年間 15 万あります。議員で使用しない方は返納しています。市民の税金で

すので使わない費用は、返納すべきです。市議会だよりに返納金額と氏名を出して欲しい

と思います。全市議会議員の名前も記入する事。 

若い女性が充実した仕事につけ定住してくれる市にしてほしい。若い女性が安心して暮

らして行く事が出来れば男の人も住んでくれると思う。 

高齢者には『ホームページ』と言われても見れない。現代の流れになかなか乗れない。

パソコンない、スマホない。 

市議会や議員さんに対して信頼してお任せしているという状態です。欲を言えば私の住

む地区には議員さんがみえないので、意見要望を気軽に言える場所を作って欲しいです。

具体的にはせめて新城駅でトイカ・マナカを使えるようにしてもらいたいです。新城市は
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とても住みやすい町だと思いますが、このような所がとても遅れていると思います。名古

屋新城間のバスの運行はとても画期的ですが，今時、マナカ等が使えないのは不便としか

言いようがありません。新城市の発展に期待しています。 

市長が提出した課題をよく検討し、話し合いをかさねて、決めていただく事を希望しま

す。 

年寄りばかりの村に愛の手を♡Q25 を宜しく！ 

市議会や議員の方々に対する要望とは少しそれるかもしれませんが、自分は新城市内の

運送会社で長距離トラックで全国を走っています。長距離運行を終えて新城 IC に向かうと

きに思うのですが、よその地域のインターチェンジに比べて新城市を宣伝する物（横断幕・

看板）が圧倒的に少なく感じます。また、料金所を出て信号に出るまでの区間にも新城市

の宣伝であったり、もっくる（道の駅）への案内も手薄に感じます。あくまで例えばです

が、料金所を超えた左側の法面に設楽原の戦いを再現するような人形的な物であったり、

絵があったりすると、ほかの地域から来た人への PR になるかと。 

また、自分の勤めている会社は主に関東・関西エリアがメインで新東名、東名、名神高

速を主に走っています。トラックのウィング部分は動く看板なので、新城の観光資源や新

城市の企業の PR 等に使えばいいのにねと社内で話したりしています。 

忙しく働いているため、なかなか議会について考えることもないです。限られた予算の

なかでの配分は難しいとは思いますが、費用対効果のあがるようお願いしたい。 

「軽トラ市」を他の場所でも検討してほしい。 

民意でえらばれた議員さん達ですので堂々と胸を張って前進してください！！ 

ぬるま湯に浸かっていてはダメだと思います。 

選挙当選時を思い起こしてください！！ 

将来に向けて子孫たちに素晴らしい山の湊を届け続けてほしいと願います。やる気・勇

気・本気かな 

勝手なことばかり申しましたが住んで良かったなと思う新城市にしたい、なりたいと願

います！！ 

頑張ってください！！18 名の議員さん 

選挙の前になると熱心に活動報告があるが、選挙が終わると市民の方を向いていないと

感じる。 

手順を得て議決した事項に意見は良いけど失ったリスクは誰が負担するのか？市民の権

利かもしれないが、行政よりも無駄遣いではないか！！一市民に惑わされないようにして

下さい。 

住民の触手となり、意見要望を吸い上げ問題を提起解決する積極的な議員さんであれ、

何気ない会話から要望等出てくるものです。正面きって解決を望んで訪ねる住民は少ない

と思います。実らず枯れる稲穂では困ります。応援しています。 
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このアンケート結果を、議会だよりで必ず載せてください。特集を組んでも。 

新城が過疎化していかないようにお願いします。市民病院も無くなっては困ります。救

急の受け入れも出来るように、余計なものに財源が使われないようにしっかり考えていっ

てほしい。大人も子ども住みよい新城市にしてほしい。 

新城市を住みよい町にする為に何をすべきか、それぞれ自ら考え、自ら広報し意見に賛

同する者や議論できるものを増やし、意見を集約してより良い地域社会を作るべく尽力で

きる議員を増やして頂きたい。 

医療介護分野に対する意識は大変低いように感じます。以前居た所はこうだったという

ようなことは言うべきことではないと思いますが、そういった意識の低さは１０～１５年

程遅れているように思います。劣悪といっていい状態だと思うのですが全くそのような状

態にあるという意識も感じられません。ある人は「こんなところに住んでいたら病気にも

なれない」と出て行かれました。しかしながらこんな町にも住み続けなければなりません

ので、自分の職域で出来る限りのことをやって行きたいと考えております。市議会、議員

の皆様方にもご尽力を贈りたく存じます。 

以前消防署東側の矢部地区への道路の歩道、歩行帯を要望したがなかなか動かず、当時

の西小学校の校長先生だったと思うがその人が児童が危なかったのを見てから市が動き出

した。その通りはスピードを出すことが多く、住民が私よりも前に出していたが、職員が

山積み？にしていたのかわからないが、動きが遅いと思う。新城市民全体に言えることだ

と思うが、考え方が古い。色々な街の人と仕事をしたが効率の悪い仕事のやり方を変えよ

うとしない。（東三河がそうなのかもしれない？）愛知県は西高東低旧鳳来、作手地区はど

んどん過疎化が進んでいる。大企業が少ないので若者は離れる。ある企業の人は新城市の

人は扱いづらいって言っていた。市議会、議員に対して関係ないことで申し訳ありません。 

新城は東三河では田舎です。よく馬鹿にされました。でも私は大学４年間を除いて 55 年

新城で暮らしています。田舎ですが私は新城が大好きです。気候温暖、人は優しい。自分

は消防団やいろいろな地元の組織で地域の皆さんと楽しい 30 年を過ごしました。新城は本

当に素敵です。議員さんには新城に暮らしているよさとプライドを伝えてほしいです。私

的には、記名でもご返答してよい内容です。アンケートが今後の市政に反映されますよう

に。 

固定資産税評価に疑問を感じている。人（特に若い人）が、どんどん減る山間地、○○

地区でありながら 299 坪の宅地（住宅あり）に１千万円以上の評価が付いている。これは

おそらく、路線価等により算出しているのだろうが、現実的ではないように思えてならな

い。地区の皆さんに話すと、誰も信じてくれない。これを読んだ全ての人が、買いたいと

は思わないだろう。なのになぜ？ 

何十年もの間、税額に疑問を持ち続けている。 

こんな山の中の土地を１千万以上も出して、納得してあなたなら買う気になりますか？

こんなところに住みたい人がいるのか？ 
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大変失礼ながら、こんなところで言っても何も期待できないとは思いますが。 

新城市が少しでも（今もいいですが？）よくなるようによろしくお願いいたします。 
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