
アンケート結果 

開催場所  

午前・鶴瀬西交流センター 午後・針ケ谷コミュニティセンター 

（参加者数５４人、回答者数３８人） 
 

■ 性別  (1) 男     (2) 女 

３２人      ６人 

■ 年齢  (1)２０代以下  (2)３０～４０代  (3)５０～６０代  (4)７０代以上 

０人      ４人       １５人      １９人 

■ お住まい  (1) 市内  (2) 市外 

３６人     １人（三芳町）  未回答１人 

 

 

○議会報告会の内容に関して 

 １ 議会報告会を開催したことの評価 

   (1) 評価する     (2) どちらとも言えない  (3) 評価しない 

     ３２人         ５人           ０人  未回答１人 

 ２ 説明の内容について 

   (1) わかりやすかった (2) どちらとも言えない  (3) わかりにくかった 

     １９人         １４人          ２人  未回答３人 

 ３ 説明時間について 

   (1) 長かった     (2) ちょうど良かった   (3) 短かった 

     ３人          ２５人          ６人  未回答４人 

 ４ ３班体制での意見交換の実施について 

   (1) よかった     (2) どちらとも言えない  (3) よくなかった 

    ２５人         ７人           ０人  未回答６人 

５ 預かり保育の実施について 

   (1) よかった     (2) どちらとも言えない  (3) よくなかった 

     ７人          ８人           ０人  未回答２３人 

 

 

○これまでに議会を傍聴したことがありますか 

(1) ある       (2) ない 

     ２４人        １４人 

○議会のインターネット中継（ライブ・録画）をご覧になったことがありますか 

(1) ある       (2) ない 

     １５人        ２３人 

○本日の議会報告会は何で知りましたか［複数回答有］ 

   (1) 広報ふじみ  (2) ホームページ  (3) 掲示板  (4) 駅頭配布チラシ 

     ８人        ３人        １５人       ６人 

   (5) その他 

     １２人   ・議員から誘われて［複数回答有］ 

           ・知人等から聞いて［複数回答有］ 

 



        

アンケート結果 

開催場所 

鶴瀬西交流センター（参加者数２７人、回答者数１６人） 
 

■ 性別  (1) 男    (2) 女 

１３人    ３人 

 

■ 年齢  (1)２０代以下  (2)３０～４０代  (3)５０～６０代  (4)７０代以上 

０人       ２人       ５人       ９人 

 

■ お住まい  (1) 市内  (2) 市外 

１５人    １人（三芳町） 

 

■ 参加された理由 

 ・富士見市の将来を考えるため。 

 ・町会で参加。 

 ・議員に意見するため。［複数回答有］ 

 ・小学校の見守りなどをしているので。 

 ・デマンドについて興味があったため。 

 ・関心があったので。 

 ・市民として市政に関心を持たねばと思ったので。 

 ・市政に興味があり、身近に知りたかった。［複数回答有］ 

 ・決算について知りたかった。 

 

 

○議会報告会の内容に関して 

 １ 議会報告会を開催したことの評価 

   (1) 評価する     (2) どちらとも言えない  (3) 評価しない 

     １４人         １人           ０人  未回答１人 

 ２ 説明の内容について 

   (1) わかりやすかった (2) どちらとも言えない  (3) わかりにくかった 

     １０人         ４人           １人  未回答１人 

 ３ 説明時間について 

   (1) 長かった     (2) ちょうど良かった   (3) 短かった 

     １人          １２人          ２人  未回答１人 

 ４ ３班体制での意見交換の実施について 

   (1) よかった     (2) どちらとも言えない  (3) よくなかった 

    １３人         ２人           ０人  未回答１人 

５ 預かり保育の実施について 

   (1) よかった     (2) どちらとも言えない  (3) よくなかった 

     ５人          ４人           ０人  未回答７人 

 

 

 



○これまでに議会を傍聴したことがありますか 

(1) ある       (2) ない 

     １２人         ４人 

 

○議会のインターネット中継（ライブ・録画）をご覧になったことがありますか 

(1) ある       (2) ない 

     ８人          ８人 

 

○本日の議会報告会は何で知りましたか［複数回答有］ 

   (1) 広報ふじみ  (2) ホームページ  (3) 掲示板  (4) 駅頭配布チラシ 

     ３人        １人        ７人        ２人 

   (5) その他 

     ５人   ・議員から誘われて［複数回答有］ 

          ・知人から聞いて［複数回答有］ 

 

 

 

○議会報告会や議会全般に対してのご意見をお聞かせください 

 ・四半期に一度の頻度で行ったらよい。市とのコミュニケーションの一環として良い。 

 ・デマンド交通について富士見市はどうするのか？ 

 ・親身になって聞いてくれてありがとうございます。 

 ・時間内では無理。 

 ・陳情についてもっと研究してください。 

 ・大変勉強になりました。手話通訳が素晴らしいですね。 

 ・とても良い企画でしたが、参加する人が少なかったので残念です。もっと気楽に参加 

できるように考えてほしい。とても良かったです。勉強になりました。 

 ・討論の時間があまりにも少なかった。このように市政について話し合える場と時間が 

もっとあるとよいと思いました。いろんな考えがあることを知り合わなければ先に進 

めないのでは。参加できてよかったです。 

 ・年に最低でも一回。 

 

 

◆アンケートで頂いたご意見は、今後の議会報告会に活かしてまいります。 

  



アンケート結果 

開催場所 

針ケ谷コミュニティセンター（参加者数２７人、回答者数２２人） 
 

■ 性別  (1) 男    (2) 女 

１９人    ３人 

 

■ 年齢  (1)２０代以下  (2)３０～４０代  (3)５０～６０代  (4)７０代以上 

０人       ２人      １０人      １０人 

 

■ お住まい  (1) 市内  (2) 市外 

２１人    ０人    未回答１人 

 

■ 参加された理由 

 ・デマンドの仕組みと現状の利用状況、今後の継続の可否。 

 ・何がどのように行われるのか知りたかったので。 

 ・富士見市の課題を知りたかったため。 

 ・昨年度も参加した。自宅の近くが会場だった。 

 ・市政について直接聞いてみたかった。 

 ・議会の活動を知りたいから。 

 ・地元まで来ていただき感謝。今後も聞いていただきたい。 

 ・様々な意見を聞きたかった。 

 ・富士見市をより良くしたいため。 

 ・市政の重点を知りたい。 

 ・教育行政について討論したかった。 

 ・市議会議員の皆さんからしっかり話を伺う良い機会なので。 

 ・デマンドについて話したかった。 

 ・案内をいただき、興味があったので。 

 ・住民の基本的義務。 

 ・議員と向き合って話をするということに興味があったため。 

 

 

○議会報告会の内容に関して 

 １ 議会報告会を開催したことの評価 

   (1) 評価する     (2) どちらとも言えない  (3) 評価しない 

     １８人         ４人           ０人  未回答０人 

 ２ 説明の内容について 

   (1) わかりやすかった (2) どちらとも言えない  (3) わかりにくかった 

     ９人          １０人          １人  未回答２人 

 ３ 説明時間について 

   (1) 長かった     (2) ちょうど良かった   (3) 短かった 

     ２人          １３人          ４人  未回答３人 

 ４ ３班体制での意見交換の実施について 

   (1) よかった     (2) どちらとも言えない  (3) よくなかった 

    １２人         ５人           ０人  未回答５人 



５ 預かり保育の実施について 

   (1) よかった     (2) どちらとも言えない  (3) よくなかった 

     ２人          ４人           ０人  未回答１６人 

 

 

 

○これまでに議会を傍聴したことがありますか 

(1) ある       (2) ない 

     １２人         １０人 

 

○議会のインターネット中継（ライブ・録画）をご覧になったことがありますか 

(1) ある       (2) ない 

     ７人          １５人 

 

○本日の議会報告会は何で知りましたか［複数回答有］ 

   (1) 広報ふじみ  (2) ホームページ  (3) 掲示板  (4) 駅頭配布チラシ 

     ５人        ２人        ８人        ４人 

   (5) その他 

     ７人   ・議員から誘われて［複数回答有］ 

          ・噂で聞いて 

 

  

 

○議会報告会や議会全般に対してのご意見をお聞かせください 

 ・市民と相対しての意見交換会は、議会に親しむ絶好の機会。続けていただきたい。 

 ・良い試みだと思います。 

 ・３班に分かれての意見交換は纏まりがあって良かったが、色々なことが繋がっている 

と思うので１つに絞らず他の意見も聞いてみたかった。議員がちょっと早口だった。 

 ・三芳町議会が実施している休日議会の開催を希望します（傍聴機会の拡大）。 

 ・質問、意見の時間が短いと思いました。 

 ・今年度も、市債の累計額が記述されていませんでした。過去最大の税収規模になって 

いるのなら、借金の返済に回しているのでしょうか？ 

 ・質問に対し、説明がもどかしい。執行部関係の人間を同席させるべきである。 

 ・議会と市民とがより密になり大変良いと思います。また、各会派の政策等が明確とな 

り、活動目標も明らかとなり大変良いと思います。 

 ・積極的な議員活動が見えて安心しました。市民も熱心に発言され、活発に議論が展開 

され、大変良かったと思います。 

 ・日頃の様々な活動に感謝しています。 

 ・３班体制で十分に議論する時間はあったが、テーマと参加者の思惑が一致していない 

部分があり、事前に内容がわかれば（インターネット等でも）もっと深い議論ができ 

たのではないかと感じました。 

 ・参加者を増やす工夫を。 

 ・ますます執行部に意見、提案する議会になってください。 

 ・算数専門教員の増員の要望があったということを議事録に残してください。 

 ・議員自身がカメラマンをするのはやめたほうがいい。 

 ・２時間程度では充分な意見交換ができないと思いました。また、議員の皆さんと話し 

合える機会を作っていただけたらと思います。 



 ・ふじみ野、鶴瀬、みずほ台をまわっていただけたら嬉しいと思います。 

 ・報告会の回数が少ない。 

 ・参加についてもっとＰＲしたほうが良い。参加人数が少なすぎる。 

 ・議会報告会は、議員にとっても市民にとっても、有益だと思います。定期的な開催、 

さらなる周知徹底を希望します。 

 ・構想や具体的数値での比較、説明などが不足している。今後の努力が必要。 

 ・議員がとても近しく感じられました。こういった機会はあればあるだけ良いと思いま 

した。会派関係なく市民の話を聞いてもらえる場が開かれている、垣根を作らないと 

いうことが素晴らしいのだと思います。 

 

 

◆アンケートで頂いたご意見は、今後の議会報告会に活かしてまいります。 

 


