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Ｑ１　性別・年齢・居住区

Ｑ２　「議会からの報告」はいかがでしたか。

ご意見

2 9②説明、資料 13 40 29

わかりづら
い

かなりわか
りづらい

どちらとも
言えない

無回答
大変わかり
やすい

わかりやす
い

10

無回答

①報告内容 23 43 17 7 8 5

大変よい よい やや不満 不満
どちらとも
言えない

③居住区 90 6 2 5

21 1

開催地域 開催地域外（市内） 市外 無回答

60代 70代 無回答

②年齢 0 2 4 3 25 47

10代 20代 30代 40代 50代

アンケート総数 103

・報告の内容の紙での資料がほしい。
・各部会からの報告は数字説明が多かった。
・水道事業はわかりづらい。
・資料を最低限配付して、説明してほしい。
・今後も継続してもらいたい。
・予算や決算については、議会だよりや市の広報等でかわりやすく説明されている。報告に時間を割か
れ、意見交換の時間が少ない。
・もっとゆっくり説明してほしい。
・報告は資料提供でよいのでは。短めでよい。
・プロジェクターだけでなく、資料が欲しい。
・具体的で種々の準備がありわかりやすかったが、説明が早い。
・説明が早くてわかりづらかった。
・なかなか説明を聞いたことがなかったので、わかりやすくよかったです。
・資料があったらよいかと思います。
・いきなり大きな資料での説明であるので
・議会説明資料が分かりにくい
・決算の数字説明だけでなく、問題指摘、解決案の提示などの中味の意見もあっていい
・要点がわからない
・各常任委員会説明資料(パワーポイント資料)も配布して頂ければ理解しやすい。しかしこの報告はそ
もそも「市民だより」か「市議会だより」で報告すべきもの（あるいは報告済みか？）。限られた時間なので
意見交換会に時間を割くべきと考える。
・パワーポイントの文字、図がもっと大きくされた方が解りやすかった様に思う。
・水道会計の説明がわかりにくかった。
・すばらしい事だ。今後も定期的に続けて欲しい。
・予算の流れや中味が今いち分からない。
・何のための報告か意図がよくわかりませんでした。もう少しスムーズな発表にして欲しいです。
・報告内容が市民の求めているものか疑問
・説明者が詳しく説明してくれてわかりやすい。市民のひろば等読んでいるが、スライド等を利用して大
変わかりやすかった。
・文面資料も揃えたほうが良かったのでは？                                                    　　               ・もっと
かみくだいた説明が欲しい。
・市財政の年次変化がわかりやすかった。よく選挙のときに言われる市財政は破たんするというのはデ
マですね。
・本当にわかって欲しくて作った文章なのか説明なのか不満です。これにかえる時間は十分になかった
んですかね。疑問です。
・話し方、滑舌の問題で聞き取りにくい議員もいた。パワーポイントの資料も欲しかった。
・説明資料は市民側にも提供してください。
・資料を読上げるだけの説明はまったく時間のムダです。
・各委員会の報告は、当局の代弁になってないか。議会としての対応も加えた方がよいのではないか。
・議会からの報告5-(3)のパワーポイントの資料は印刷資料としてほしかった。画面だけではとてもわか
りづらかったです。また、報告が行政の代わりに議員の方が報告しているという感じでした。議員の方
は、一般市民がわかりやすく話をしてほしいし、資料も細かい数字よりわかりやすさを重視してほしい。
・パワーポイントの文字が小さく読みにくい。民生教育委員会分の報告は国保会計だけでなくもっと広く
報告してほしい。
・常任委員会の報告をもう少し具体的にしてほしかった。
・議会のことが少しはわかった。
・赤字部分を福祉に回してほしい。
・もっと簡潔にわかりやすく説明してほしい。
・税や保険料など、大変わかりやすくまとめ、理解しやすい。
・議員の説明が長すぎる。できれば話は手短にお願いをする。
・常任委員会からの資料も提出してほしい。
・第177回市議会定例会資料がないのが残念でした。

市民意見交換会アンケート全班集計表　

参加受付人数 146

男 女 無回答

①性別 76 18 9
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Ｑ３　意見交換会の開催日時、場所はどうでしたか。

ご意見

２、変更した方がよい 23

・できたらもっと多くの方が参加できるように。
・土曜日にしたら多くの方が集まるのでは。
・広域すぎて各地の意見、提言等の集約には難があると考えられる。
・各地の行事等も注意をしてほしい。
・各区の要望も取り入れる。
・旧暦にも目を通して期日を決定する必要あり。
・今日は生年祝いと重なり、参加人数が少なかったと思います。
・開催日は行事等（沖縄の祝事）確認して決めて欲しい。
・行事のある日は避けた方がよい。（今日は生年祝いで参加少ない）
・今日は日時が悪かったため、参加少ない。
・可能であれば各区に来られて意見交換会を実施して欲しい。
・日中の時間を考える土曜日の朝等
・今回がスタートかつ、支所単位とういうことから様子見というところです。参加人数が少なすぎることを
よくよく検証する必要があると思います。（初回だからこそ、多くの住民が関心をもって参集するかと期待
していたのですが…)
・今回19:00からでしたがもっと早い時間17:00ごろからが良い。
・久志支所ホールの音響が悪い。改善の必要有り。
・地域の持ち回りができないか。
・今後年何回の予定ですか。
・市民の人に分かりやすい様な説明、真摯な姿勢をもっとみせてほしかった。ケータイをいじりながらな
どありえない。
・開催日時、場所は良いがもっと市民に周知させてほしい。
・開催時間が遅い。場所はリラックスできない一方的な感じの席の作り方だと思います。
・日時・場所を多様化してはどうか。
・一度考えた方が良いのでは。
・方法はもっとざっくばらんに話しができるようにしてほしい。一人の人が長々と話しているのを川野議員
が柔らかくでもきっぱり打ち切られたのはとてもよかったと思います。
・班ごとの意見交換会として深めた討議をしてほしい。
・晩7:00～9:00PM頃がよい。
・多くの人が参加できるようＰＲ不足では。
・多くの住民が集まれる時間帯を設定できたらいいと思います。
・開始時間を早めてほしい。
・日時について、もっと早い時間にしてほしい。
・平日で午後２時頃がいいと思う。集まりもよくなると思いますが。
・屋我地支所でできれば一番よいと思います。（今、建物が危険なのでできないということなので）
・土曜日の午後３時頃がいいのでは。
・市の課題等の提起もあってよかったのでは（意見交換会のヒントになるのでは）
・もう少し女性の参加もあればと思いました。時間帯からして、女性が参加しにくい時間ですね。
・土曜日か日曜日にした方がいい。

３、無回答 9

１、このままでよい 71

・報告の内容の紙での資料がほしい。
・各部会からの報告は数字説明が多かった。
・水道事業はわかりづらい。
・資料を最低限配付して、説明してほしい。
・今後も継続してもらいたい。
・予算や決算については、議会だよりや市の広報等でかわりやすく説明されている。報告に時間を割か
れ、意見交換の時間が少ない。
・もっとゆっくり説明してほしい。
・報告は資料提供でよいのでは。短めでよい。
・プロジェクターだけでなく、資料が欲しい。
・具体的で種々の準備がありわかりやすかったが、説明が早い。
・説明が早くてわかりづらかった。
・なかなか説明を聞いたことがなかったので、わかりやすくよかったです。
・資料があったらよいかと思います。
・いきなり大きな資料での説明であるので
・議会説明資料が分かりにくい
・決算の数字説明だけでなく、問題指摘、解決案の提示などの中味の意見もあっていい
・要点がわからない
・各常任委員会説明資料(パワーポイント資料)も配布して頂ければ理解しやすい。しかしこの報告はそ
もそも「市民だより」か「市議会だより」で報告すべきもの（あるいは報告済みか？）。限られた時間なので
意見交換会に時間を割くべきと考える。
・パワーポイントの文字、図がもっと大きくされた方が解りやすかった様に思う。
・水道会計の説明がわかりにくかった。
・すばらしい事だ。今後も定期的に続けて欲しい。
・予算の流れや中味が今いち分からない。
・何のための報告か意図がよくわかりませんでした。もう少しスムーズな発表にして欲しいです。
・報告内容が市民の求めているものか疑問
・説明者が詳しく説明してくれてわかりやすい。市民のひろば等読んでいるが、スライド等を利用して大
変わかりやすかった。
・文面資料も揃えたほうが良かったのでは？                                                    　　               ・もっと
かみくだいた説明が欲しい。
・市財政の年次変化がわかりやすかった。よく選挙のときに言われる市財政は破たんするというのはデ
マですね。
・本当にわかって欲しくて作った文章なのか説明なのか不満です。これにかえる時間は十分になかった
んですかね。疑問です。
・話し方、滑舌の問題で聞き取りにくい議員もいた。パワーポイントの資料も欲しかった。
・説明資料は市民側にも提供してください。
・資料を読上げるだけの説明はまったく時間のムダです。
・各委員会の報告は、当局の代弁になってないか。議会としての対応も加えた方がよいのではないか。
・議会からの報告5-(3)のパワーポイントの資料は印刷資料としてほしかった。画面だけではとてもわか
りづらかったです。また、報告が行政の代わりに議員の方が報告しているという感じでした。議員の方
は、一般市民がわかりやすく話をしてほしいし、資料も細かい数字よりわかりやすさを重視してほしい。
・パワーポイントの文字が小さく読みにくい。民生教育委員会分の報告は国保会計だけでなくもっと広く
報告してほしい。
・常任委員会の報告をもう少し具体的にしてほしかった。
・議会のことが少しはわかった。
・赤字部分を福祉に回してほしい。
・もっと簡潔にわかりやすく説明してほしい。
・税や保険料など、大変わかりやすくまとめ、理解しやすい。
・議員の説明が長すぎる。できれば話は手短にお願いをする。
・常任委員会からの資料も提出してほしい。
・第177回市議会定例会資料がないのが残念でした。
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Ｑ４　今後も名護市議会の意見交換会に参加したいですか。

ご意見

３、参加しない 0 理由

４、無回答 9

・意見交換の時間1時間では短い感じがする。
・年に数回は持ってほしい。もっと前もって開催日を知りたい。
・地域による独特の課題があるので参加する人たちの発言内容に注目していきたい。
・今まで目に見えない部分も具体的に見えてよかった。
・地域住民の参加が少なくて申し訳ない。
・市議の方々も市長と同じように市民の代表ですので、各仕事内容がわかりやすいと市民の考えも伝え
られる。
・議員の顔が見えるから良い。
・一般区民でもいいのですが、区代表でなくてももっとアピールして欲しいです。
・もっと気軽に意見を出せるようワークショップ形式にするなど工夫して頂けるとありがたい。
・もう少し時間が長い方が良い。
・時間をもっと長くして欲しい。
・意見交換会が初めてとういうのでびっくり。議会の役割として今回の取り組みは上等です。これまで議
会は閉鎖的だったのかな。
・議員にお年寄りが多すぎて、たよりない大丈夫かなと思う。
・会派についての説明がほしい。
・会議的な感じで、気軽に意見交換会の雰囲気が少ない。
・議会の動きと市民の声が聞けて有意義。
・今回は予算関係の説明が主であったと思われるが、次回は具体的に事業内容を説明して頂きたい。
・このままでは参加しにくいなあと思いました。
・事業別、施設別、課題テーマ別に絞っての討論型意見交換会論議を深める公開討論会を準備して開
催してほしい。
・他の村ですが、参考になりました。特に学校近くの信号等やダンプの件。
・今回、意見交換会は参加できませんでしたが、議員の方が頑張っていることがわかりました。
・年１回はぜひ開催してもらいたい。

２、できれば参加したい 39

・できたらもっと多くの方が参加できるように。
・土曜日にしたら多くの方が集まるのでは。
・広域すぎて各地の意見、提言等の集約には難があると考えられる。
・各地の行事等も注意をしてほしい。
・各区の要望も取り入れる。
・旧暦にも目を通して期日を決定する必要あり。
・今日は生年祝いと重なり、参加人数が少なかったと思います。
・開催日は行事等（沖縄の祝事）確認して決めて欲しい。
・行事のある日は避けた方がよい。（今日は生年祝いで参加少ない）
・今日は日時が悪かったため、参加少ない。
・可能であれば各区に来られて意見交換会を実施して欲しい。
・日中の時間を考える土曜日の朝等
・今回がスタートかつ、支所単位とういうことから様子見というところです。参加人数が少なすぎることを
よくよく検証する必要があると思います。（初回だからこそ、多くの住民が関心をもって参集するかと期待
していたのですが…)
・今回19:00からでしたがもっと早い時間17:00ごろからが良い。
・久志支所ホールの音響が悪い。改善の必要有り。
・地域の持ち回りができないか。
・今後年何回の予定ですか。
・市民の人に分かりやすい様な説明、真摯な姿勢をもっとみせてほしかった。ケータイをいじりながらな
どありえない。
・開催日時、場所は良いがもっと市民に周知させてほしい。
・開催時間が遅い。場所はリラックスできない一方的な感じの席の作り方だと思います。
・日時・場所を多様化してはどうか。
・一度考えた方が良いのでは。
・方法はもっとざっくばらんに話しができるようにしてほしい。一人の人が長々と話しているのを川野議員
が柔らかくでもきっぱり打ち切られたのはとてもよかったと思います。
・班ごとの意見交換会として深めた討議をしてほしい。
・晩7:00～9:00PM頃がよい。
・多くの人が参加できるようＰＲ不足では。
・多くの住民が集まれる時間帯を設定できたらいいと思います。
・開始時間を早めてほしい。
・日時について、もっと早い時間にしてほしい。
・平日で午後２時頃がいいと思う。集まりもよくなると思いますが。
・屋我地支所でできれば一番よいと思います。（今、建物が危険なのでできないということなので）
・土曜日の午後３時頃がいいのでは。
・市の課題等の提起もあってよかったのでは（意見交換会のヒントになるのでは）
・もう少し女性の参加もあればと思いました。時間帯からして、女性が参加しにくい時間ですね。
・土曜日か日曜日にした方がいい。

１、ぜひ参加したい 59
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★その他意見、感想

・若者が少ない。
・女性の参加が少ない。
・交換会のことがもっと知られていくと、地域が活発になることにつながるかと思います。
・これからも毎年実施していくことでもっとよくなると思いますが、できれば青年会、婦人会、一般の参加
をさせるために、周知を強化して欲しいです。
・区長さんの参加が多く、一般の人が少ない。あまり要望の多い、もっとよい方法がないのか。
・各地域から様々な要望、意見がありよかった。
・意見交換の時間をもっと長く取って欲しい。
・今回、初めての意見交換会で議員の説明等がわかりづらい箇所があったが、次回からは事前準備を
完備して臨んで欲しい。
・議員へありがとうございました。
・子どもたちの教育の育成等の会話が欲しい。
・意見交換の時間をもっと長くとってほしい。
・明確な議題を提出し、意見交換した方がよい。各区の意見を提出して意見交換をする。（区長中心に）
・現況の数的説明だけでなく、その原因、改善策等ありましたら、それも含めて説明していただきたい。
・議員各位の熱意に感謝いたします。
・市民の集まり悪い。
・この企画を続け、積み重ねることにより、議会と市民の距離が近くなり、よい結果を生むことでしょう。
・議会報告、直接聞くことができて大変よかったと思います。直接議員さんへ意見が言えたのがよかった
です。
・録音でなく、議事録での対応。
・チリ焼きがまの件。チリの区別が多い。
・「議会からの報告」より意見交換会の時間を長くとった方が良い。
・資料説明は細か過ぎる感じがします。
・各項目別に意見交換をした方がよりわかりやすく理解しやすい。
・意見交換会の回数を増やして名護市作りに反映できればよい。
・初の取り組みということで、議会側・参加者双方の若干の戸惑いや遠慮があったように感じられまし
た。今後も定期的に開催することでより良い意見交換につながると思います。他の先進自治体の様子
（意見交換会に関する）も紹介して頂きたい。
・今回の意見交換はとてもすばらしいものだと思っています。今まで議員は選挙の時だけ身近に感じて
ました。今回のこの意見交換で議員の仕事がはっきり分かりました。身近な市民の声を聞けることはす
ばらしい企画です。ぜひ続けて欲しいです。
・名護市の予算の流れを知るには、1・2回聞いてはなかなか理解が難しい。
・地域の過疎化対策について意見交換したいです。
・議員定数の削減については、やめて欲しい。市民の意見を反映させ市民サービスの向上につなげて
頂きたい。
・報告事項別に意見等を聞いて欲しい。
・どうしたら多くの市民に参加してもらうことができるか今後の課題として議会も努力が必要と考える。
・今後も続けて頂きたい。
・産婦人科・病院の充実をはかって欲しい。メタボを軽減させたいなら歩道の整備をもっとしてほしい。歩
ける名護市。街灯ももっとあるといいと思います。
・今回の意見交換会、議員より市民の方が勉強して参加していた。少し甘い考えで議員は準備していた
のではないか。2回目をするならもっと形のある会にしてほしい。
・行政への要望も取り入れてもらいたい。
・市民会議を提唱します。
・議会の市民への公開、市民参加として本格的に議会の中心的任務として研さんしてほしい。
・活発な意見が聞けて良かったと思います。今回は初めてなのでどんな内容なのかを考えたままでした
が、今後は是非活用したいです。
・市民意見交換会は年2回してほしい。
・次回は特別委員会（軍事基地等対策特別委員会）の説明をして頂きたい。
・宅急便の仕事をしていますが、最近出来た宇茂佐の森の玄関前に何丁目何番何号の表示がないの
で、早急に対応してほしいと思います。
・いろいろな人がいろいろな意見を持っていてそれを１つ１つ聞く議員さんはたいへんだな。よく頑張って
いらっしゃると感心しました。ごくろうさまです。
・１人の方の意見や質問が長い。また回答する議員を指名して端的に答えるようにしてほしい。
・今回だけでなく、市民と議員が一緒に市政を語り合える場（テーマを決めて討論型意見交換会・フォー
カス型市民討論会）を準備して開催してほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・議会
報告会も地域（屋我地に特化した）に特化したものが良いのでは。
・意見交換会の時間も回数も多く、長くしてほしい。
・なかなか議員の皆様と意見交換をする機会がなく、今回はとてもよかったです。ありがとうございまし
た。屋我地は市街地から離れていることで、ややもすると切り捨てられることもありました。同じ名護市民
です。へき地や住民の数ではなく、公平、平等性のある行政運営ができることを要望いたします。
・テーマを持って会を開けばよいのでは、教育であれば教育、農業であれば農業と。その方が参加しや
すい。また、時間もしっかりと使えると思う。
・過疎地対策について具体的に示せるように取り組みをしてほしい。人口、仕事、住宅、観光等。
・初めての取り組みでよかったと思う。
・身近に市議の皆さんと意見交換ができて大変よかった。
・区のみなし法人申告については、名護税務署と市が勉強会等をして解決方法をさぐれないでしょうか。
・防犯カメラの設置は適切にされているでしょうか。
・市民目線で取り組まれている名護市議団の皆さんの働き方は毎回勉強になります。今回新聞からの
情報でしたが、事前告知もあり助かりました。
・今日の意見、要望等の返事を後日ぜひ知らせて、問題解決をしてもらいたい。
・もう少し多くの市民が参加できるよう努力する必要がある。
・質問より議員の答弁が長い。
・地域力を高めるための地域づくり勉強会の開催。①「ふるさとがえり」上映会。②地域の課題解決に向
けたワークショップ。③地域の魅力を知り、地域力を高めるための地域ガイドの育成などetc・・
・参加者が少ない。各区から何人とか決めたらいいのでは。
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・年に数回は持ってほしい。もっと前もって開催日を知りたい。
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