■市民会議④ 2008/02/27 グループワーク 「安城の市民・行政・議会できてるネ！ここまでは…」 まとめ

い ： 碧の風

ろ ： 井戸端サークル

・市民・行政・議会の（情報の）風通しを良くしよ
う

・議会に公聴会制度を、そしてもっと情報公開
を！

・あいさつ運動を始める

・行政・市民の2極化の考えをなくそう

・学校運営に市民の参加を、教育委員の公選
制

・私たちのまちにもっと関心を持とう

・行政の効率的・効果的な運営。もっと情報公
開を！

は ： にこにこ

に ： 自然大好

ほ ： 星の会

☆今日のベスト３！

今日の
ベスト３！！

・ありのままの市民の姿を受け入れる（受止め
る）

・地域のためになる「活動」への支援策がある
ととよい

・議員を減らし責任を持たせ、活動報告を行う
）議会

・（市民、行政、議会）コミュニケーションを良く
する（深める）

・議会と市民との交流→「まちかど市議会」公
民館又は町内会

・行政職員が専門性が少ないため、専門性を
持ったプロを作るのが良い
）行政

・各町内自治を良くする。（まずはあいさつをす
る）

・住民投票条例の制定！！

）市民

・町内会にしわ寄せが多すぎる。町内会自立
）行政

◎市民のいいところ
人

・温和な性格の人が多い

・市民がおとなしい

あたたかい
人柄

・前向きでおおらか

・やさしい人が多いと思う
・おとなしい
・のんびりしている
・（田舎の人は）おおらかな方が多い
・ミーハー（ハート）（芸能人好き）
・極端な考えの人が少ないと思う

・文句を言わない（かげで言う）

・誠実
・まじめ

・公の場で礼儀正しい
・働き者です
・勤勉実直だと思う
・実直
・質実剛健
・こつこつやる

・いざという時にはがんばる

・行動にうつる人がいる
・積極的に参画してくれる
・テーマごとにすごく熱心な人が多い

･前向き

・今まではおっとりしている（これからは変わ
る）
・比較的おだやかでのんびり、富裕
・閉鎖的でない

・ガマン強い

真面目でガマ
ン強い人柄

元気で行動力
があるよ！
ボランティアに
熱心

行政に協力的

地域の
つながり
人口増！
豊かな土地柄

人

・行動力がある
活動的（ｘｘ団体 ｘｘの会が多い）

人

・ボランティア活動などをしている人が
いる

・ボランティアをしている

・ボランティアグループが多い

・行政を信頼している
・行政の言うことを良くきく

・協力的な人が多い
・市政に関心の高い人が多い

・建設的なご提案をくださる

人

・行政に協力的である
・行政の動きをよく知っている
・いいアイデアを沢山持っている（行政
に対し）

・地域町内会組織がしっかりしている

・町内会組織が整備されている
・田舎は人のつながりがある

・地域の結びつきはまだまだ残っており、まと
まっている

・町内会活動的に活発なところが多い
市民
・活動的団体が多い ex.○前 ex.公民館
活動
・地域交流がある（チームワーク）

・古くから居住している人と新しく居住した人と
でまとまりを持っている
・出生率が高い

・市の人口が増えて居る
・土地が豊かで有る
・土地が平野で有りどんな事にも対応できる
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・子供が多くて元気

い ： 碧の風

ろ ： 井戸端サークル

・町内会組織を分かりやすく機能させよ
市民 うよ
活動 ・アパート、マンション住人のコミュニ
ティへの参画→ゴミ出し

・中学校区で町内会が協調・協働するべし（コ
ミュニティー作り）

・自分のスキルを行政に提案してはどう
か

・わがままを言う者が多い（地元優先）
・市民に行政、議会に無関心な人がまだまだ
いる

は ： にこにこ

に ： 自然大好

ほ ： 星の会

●市民へのアドバイス
地域コミュニ
ティを充実させ
よう

人

行政と市民
お互いに
認め合おう！

・行政やまちづくりに関心のない人が多
いので関心を持って

・町内会運営がもっと開かれるようになるとよ
ろしいかも
・地域の問題点により興味を持って頂けるとよ
いと思う。
・行政を理解してほしい
・行政に関心をもってもらう

・市民が地元の利害を考え、市全体の視野に
かける

・一方的に話すのでなく、職員の話もきいてほ
しい

・素直な人が多いので疑問があったら投げか
けてほしい

・用件がわかりやすいといいです
・「お互いさま」と相手を思いやれるとよい
・行政を信頼してもいい
・全ての人があなたのように出来る人じゃない
ことに気付いて欲しい

・他のまちのことを知っていただくと安城のこと
がよくわかるかも

・マニアすぎて自分のテーマ以外みとめない
人はもっと他のこともみとめて
・行政に対する要求（権利の主張）が多く義務
感が少ない

・困ったときは市役所へという安易な考えを直
す

・国や県、警察などの不満も市役所に言うの
はやめてほしい

・市役所に仲介、解決を求める前に、今一度
「自分たちで見直せるところ」を探って頂くとよ
いと思う
・やっとけではなくやりましょうと提案してくれた
らよいのになぁ

行政に
まかせすぎは
やめよう

・言いっぱなしではなく行動が伴うといい
・「市役所にまかせてある」の考えを｢自分た
ち」に！
・目の前の出来ることは自分で処理して
・行政をうまくおだてて使ってほしい

もう少し外へ
積極的に！

・女性が公の場所で発言を

議会もあるよ

要望 ・議員を上手に使おうよ

環境にやさし
い生活をしよ
う！

・もっと近所で散歩しようよ
くらし ・車に乗るのをやめて自転車及び歩くこ
と

・仲間意識が強い

・少し排他的？

・積極性に欠ける

・全体としては積極性が欠ける嫌いあり
・もっと議会を注目すれば良いと思う
・近隣の移動にも車を使う人が多いと思う

・ごみ、たばこのポイ捨てするヤツ

・道はゆずりあおうよ！
・地域の人がみんなでマナーを守るとよい
・タバコのポイ捨てはやめようよ
・ルールは守ろうよ

マナーを守ろ
う！
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い ： 碧の風

ろ ： 井戸端サークル

は ： にこにこ

に ： 自然大好

ほ ： 星の会

◎行政のいいところ
ハコ ・昭林公民館に音楽ホールがある

施設が
充実してるね

・豊田市から西尾市までの自転車道路
・公共施設が整備されている（公民館・福祉会
館・運動場）

・福祉会館の職員の応対はよい
・各市の窓口の応対の態度がよくなった。各職
員の態度がよくなった

・市役所の職員の対応の仕方が良い人
が多い

職員の応対が
良い!

行政サービス
が充実

医療・福祉の
充実

・交通機関の確保（２件）
名鉄バス路線の確保
百円バス

・安城駅からデンパークまでのフラワーロード
・スポーツ施設
ひと

まじめで優秀な
職員さん

・公園が多い
・支所があって便利である

・文書配達等の内容がよくなった。理解しやす
くなった。お願様式になった （例 ○○○下さ
いはなくなった）
・職務についてよく勉強している
ひと ・真面目に職務をこなす
・若い人が優秀である

・職員は条例に忠実だ
・職員と飲み会もできる
・職員のがまだまだ威張っている人がいる

・行政の皆さんがこれだけワークショップに出
てきてくれているのはとても良い

・前向き
・我慢強い、きたない市庁舎でがんばっている
・若い
・けんじつ

・図書館の貸し出し方法が良い。ネット
ハコ 予約で本を準備してくれる、好きな場所
で貸し出し返却できる

・ゴミの収集はまあよく行っている
・市内のパトロール強化

・図書館が使いやすい

・市広報が月に2回発行されている

・保育園の待機幼児なし
・ちゃんと医療が受けられる

・子育てしやすい

・やってほしい事を何でもやってくれる
・作ってほしいものを何でも作ってくれる
・市長への手紙でちゃんと答えが返ってくる
・議会の質問に市長がちゃんと答えている
・市長が市民に近い所にいる（まちかど座談
会）

・何かあったら申し出てくださいといわれ、依頼
すれば考えてくれる

働き

・独居老人への配慮がいきとどいてい
る

ハコ

・保育園など新生児の受け入れが近隣
で一番良い

市民の声に
耳を傾けて
くれるよ

・各課（部署）によって依頼した場合すぐやって
くれるからありがたい。個人的な事ではない

・社会福祉にきめ細かい行政がゆきとどいて
いる

・行政の窓口がオープンである（対話）
・行政のトップが開放的である（町内の座談
会）
・民主的な市だと思う

・市民の声を聞く（パブリックコメント）
・市長は市民に身近に接し市民の意見に耳を
傾けて欲しい

文化的だね

働き ・講演会が多い

・文化への理解がある
・やさしい
・他のまち（例オ○ザキ市）と比べてやさしい
行政マンが多い気がする

親切な
職員さん

新しい・変化
組織体制
その他

・おとなしい（親切？）
・市の行政が親切である
ひと

・時代の変化に対応
・案外、あたらしいとこあるよ
・縦の組織業務の仕分けがはっきりしている
・田んぼが残っている
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い ： 碧の風

ろ ： 井戸端サークル

は ： にこにこ

に ： 自然大好

ほ ： 星の会

●行政へのアドバイス
ひと ・いつまでも財政豊かでいられないよ

税金、お金の
ムダをなくそう

・行政は血税を使って余計な公共物を作るな
・職員は市民にやとわれていることをちゃんと
理解しろ

効率的な
運営を！

チャレンジ！

ひと

道

施設の充実
まちの賑わいを

・職員は市民の税金を使っていることを理解し
ろ

働き

・実行するのに時間がかかる
・事務事業を経営感覚をもって運営して欲しい
・市民の相談に対し、タライ廻しをせずに解決
するようにしてほしい

・複数で物事に対応する（出来るだけ少人数
で）

・人数を少なく効率的に

・職員組織がタテ割で無駄が多い

・守りすぎる
・まだまだ前例を言いすぎる

・職員が改革の気運をもってほしい
・行政に女性リーダー（管理職）が少ない

・歩道は人のため、自転車の通行帯を
つくってほしい

・バスの利便性を良くする
・道路のバリアフリー化

・ほどうを充実して

・行政が縦割りで組織されているのでもっと総
合的であったほうがよい
・チャレンジがあってもよい

・土地を有効活用するために休耕田などを行
政が借り上げ、果樹園等を作る

・市の公共施設が少ない

・歩行者用の信号がほしい

・すべての道路に街路樹があるとよい

・交通が混む、右折レーンが少ない。環境に悪
い

・商店街の活性化を考えてほしい、大
型店ばかりふやさない

・小学生までの子供を自由に遊べる場所を提
供し、ボランティアの方々、安全、安心手助け

・更生病院跡地の活用方法を積極的に

・駅のまわりがにぎやかになってほしい

・地形を生かした遊び場作り（子供と親が同
時）

情報公開しよ
う
市民の意思を

・市民の意見・要望の取組状況を開示してほ
しい
ひと ・市民の志を大切にしてよ

開かれた委員会

・情報の量が最っと多い方が良い

・行政のやりたいことを押し付けられる
・各種審議会に市民を選任してほしい

・各種委員会は公選でなるべきだ
・職員の中に専門性をもった職員が少ない
・職員の中に仕事に対するプロを作る必要が
有るのでは
・テレビ、新聞等で情報公開しているのに全く
知らなかったり説明出来ない部署（福祉関係）
がある

いい仕事を
期待してま
す！

・市に備えてあるもの位は精々理解を（出来れ
ば根拠も）
・マニュアルどおりの説明はダメ、もっとわかり
やすく説明を主旨を理解してほしい（福祉関
係）
・来訪者の用件をよく聞くこと

行き届いた行政

・土日、夜に市役所がやっていると良い
・地域の住民と一体感を持って事業を進めた
らどうか

協働しよう！

その他

・道路の拡張工事を進めてもらいたい、 中部
電力前から中部小学校前の道路

・もっと軽くてもいいよ
ひと ・新しい住民に対して働きかけることを
もっとする

・行政に無関心でおまかせで

・市内の末端まで行政がとどくように
・行政と団体（ＪＡ，ＪＴ、ＪＲ、ＪＲＡ等）の関係を
密にすること

・他のまちに比べてやさしすぎる人がたまにい
るので時にはバチッと自分の意見を伝えても
らっても良いと思う
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・むかしながらの町名を・・・・（三河安城では
ネ！）
・町内会とマンションとの連携が×

い ： 碧の風

ろ ： 井戸端サークル

は ： にこにこ

に ： 自然大好

ほ ： 星の会

◎議会のいいところ
若い！
まじめで熱心
意見を
聞いてくれる
公開されてい
る

人

・若い

人

・まじめにやっている

人

・市民相談をしてくれている

情報 ・ネット等で会議を公開している

・若い議員が多い

・若い人も多く考え方が柔軟

・職務に専念している人が多い
・勉強熱心な議員が多いと思う
・地元に一人くらいいるので、地元の意見を反
映させ易い

・議会が市民の意見を聞いてくれる

・議会が他地域よりかは開かれている。ネット
中継等

進行がスムーズ

・市と議会がよい関係にある（争い事がない）

チェック機能

・議事のトラブルが少ない（スムーズに進む）

・行政をチェックしている
・定数はちょうどいい

その他

・若い議員さんが多い

・行政のチェックを行う
・条例を作る

・議場がきれい
・議員の選挙はいつもある

●議会へのアドバイス
情報 ・何をしているかを明確にしよう

情報公開・ア
ピールしよう！

・議会運営の情報が少ない
・政務調査費支払い状況を市民に開示してほ
しい
・議会だよりを定期的に発行し、情報を開示し
てほしい
・議員と地元民との接点があったら良いと思う

もっと市民の
意見を聞こ
う！

勉強しよう
提案しよう！

人

・活動的になってほしい（情報は自ら集
める）

・かなずしも市民の意見を反映していない

・政策提言できるよう政策勉強して欲しい！
・議員が提案していない
・議員が立案をして提案している

・地元への報告はよく勉強して報告してほしい
・ものごとをよく理解していない

・市民から8千〜一万人に1人の議員を構成で
きるよう定数是正してほしい

・議員の数が多いと思う。中学校区の数だけ
の議員数でよいのでは

・議員が作る条例が少ないを思う
・基本条例策定に前向きではない、議会でも
動きを見せて！
・ハンディキャップを持った議員がいてもよい
・女性が少ない

・女性議員が少ない
・議員定数を削減
人

・特権意識があるのでなくす
・地域の圧力団体の代表にすぎない

・議員は町内会の物品を私物化するな！選挙
に使うな！
・議員の報酬が高い

議場

・市民の意見をもっと吸い上げてくれると良い
（選挙の時以外でも）
・議会と市民の交流をすすめてもらいたい
・市民との距離を近くすると良い
・住民との取次ぎ役になってしまっている
・地域の実情を踏まえた質問が少ないを思う

・女性議員を一定割合（少なくとも30%）の枠
（定数）入れるべきだ

・議員の質問者は前置きが長い
・何年か前と同じ質問をするので、事前
に確認を

議論を
尽くそう！

・意見の吸い上げ方をもっと考えて欲しい

・議会と市民のパイプが少ない
・議員は市民の仲の問題、地域の中の問題に
入れていない

構成を
改善しよ
う！！

市民と同じ
目線で！

・議員が何をしているか分からない（市民に報
告がない）

・議会の会期を多くして徹底的に議論し、公開
してほしい

・同じ質問が何人かの議員からでるの
で調整を
・事前通告なしで質問しよう
・筋書き通り文章読むだけ、議論に欠け
る
・質問に対して具体的な回答が少ない
（検討します 前向きに）

予算の時期

・来年度予算の時期が少し早い
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い ： 碧の風

ろ ： 井戸端サークル

は ： にこにこ

に ： 自然大好

ほ ： 星の会

・もっと女性議員を
・公聴会制度を設置して欲しい
・議員さん、もっと勉強してください（ドブ板はも
うあいません）

・議会、出席具合を公開する（顔出しだけでは
ダメ）

議会も移動式に各中学校単位で対話を進め
てはどうか

・議員一人一人の活動報告がない（議員さん
がもっと近いと良い）

・議員さん、有力者だけでなく、住民の声も聞
いてください

・議員の報酬は現状のままに、総議員数を減
らし、一人当たりの報酬を増やし、一人一人の
議員の責任を重くする

議会評価システム
・地域のためになる"活動"への支援策がある
とよい

☆さらに良くするには…（アイデア・提案）

議会をもっと
良くするには…

・議会運営の情報公開、これ一つだけ
人

行政をもっと
良くするには…

・行政・市民の2極化の考えをなくす
→協働
・行政に関心を持とう

・もっと市民参画を、行政運営
・行政の市民との協働の仕組みづくり
・効率的・効果的な運営
・市民にもっと情報公開を
・持っている情報をいいもの、悪いもの公開す
る

・ＮＰＯをやっている人がギ員になるといい
・市民のニーズにあわせた窓口時間の設定
・市民、行政、議会との関係をもっと密に

・市長と市民との各町の懇親会、対話集会を
多くしたらどうか

・施策の説明責任

条例を
つくろう！

・条例をつくり基本、分野別、個別
・あいさつする 運動化する 恒常化する

・政治家、小学校、親の朝立ち、挨拶がない

・あいさつ運動 子供大人も皆が声を掛け合え
るようにあいさつ運動をすすめる
子供に見知らぬ人から声をかけられたら逃げ
る考えがある。解決？

あいさつ
しよう！

できることを
頑張ろう！

・自主防犯
・自主防災防犯活動
・地域の問題は住民自身で解決を

地域をもっと
良くするには…

・町内会のルールの明確化
・町内会の活性化
・開かれた町内会
・悪いことは悪いと言える環境づくり

交流しよう

・住民投票条例の制定
・市民活動（参加）の支援条例

・コツコツ運動、小さいこと・出来ることから始
める
・色々なことに関心を持つ（興味をもつ）

・自治組織が民主的

・外国人との交流

教育をもっと
良くしよう！

・学校運営に市民の参加を
・教育委員会のより独立性
・教育委員の公選

医療をもっと
良くしよう！

・更生病院、八十代病院の運営審議会に、行
政、市民の代表を選任せよ

・街をきれいにする、道路、市庁舎、美観eｔ
ｃ・・・

6

