議会報告・意見交換会関係

議会報告・意見交換会 記録（集約）
平成27年度
会場

区 分

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

佐久

市民

浅科

市民

臼田

市民アンケート

そろそろ（あいさつ）はいらない。

臼田

市民アンケート

意見交換会は開かれた議会に不可欠。より多く
の機会を提供したらいかがか。

臼田

市民アンケート

集まってきているのが、年寄りばかりなのが残
念だった。

臼田

市民アンケート

佐久

市民アンケート

佐久

市民アンケート

議会と語ろう会が昨年と比べて開催会場を減ら 消防団員や佐久大学の学生との意見交換として２回開催したこと
した理由はなにか。
もあり、市民向けの会は、旧市町村単位で１か所４会場での開催
としました。
消防団との意見交換会はワークショップ形式で 市民の皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交
行われたのことだが、市民向けの回もワーク
換会運営委員会」で調査、研究してまいります。
ショップ形式でできないか。小諸市もワーク
ショップ形式で行っている。
ご意見として承りました。

貴重なご意見として承りました。

多くの世代が出席できるよう、来年度に向けて「議会報告・意見交
換会運営委員会」で調査、研究してまいります。

市民の皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交
もっと車座的な、なごやかな形式で意見交換会 換会運営委員会」で調査、研究してまいります。
を望みます。（追及みたいだった）
議会報告・意見交換会は、区民にとって良い機 貴重なご意見として承りました。
会だと思います。今後も引き続きお願いいたし
ます。
貴重なご意見として承りました。回数については、市民の皆様の
昨年提案した議員さんの名札をちゃんと対応し 意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運営委員
てくれた事、手話や要約筆記の導入も素晴らし 会」で調査、研究してまいります。
い。しかし、語ろう会の回数が減ったのは残念。
貴重なご意見として承りました。

佐久

市民アンケート

より多くの意見交換の機会を提供した方が良い
のでは。

佐久

市民アンケート

説明の内容が配布資料のものと同じ。もう尐し
補足あるいは、きめ細かさが欲しかった。

市民の皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交
換会運営委員会」で調査、研究してまいります。

報告内容を重要な点のみに絞るとか、ただ読み 市民の皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交
上げるだけでないものに出来ないでしょうか。意 換会運営委員会」で調査、研究してまいります。
見交換会は対面方式ではなく、幾つかのブロッ
ク分けし、そこに議員が入り、話を聞き、返答、
なたは全体会に戻し報告するという方式にして
欲しい。
（不明なものは議会に持ち帰ること）
もう尐し意見交換しやすい雰囲気や、参加市民
の顔が見える会場配置を考えてほしいと思いま
す。開催数を昨年度同様に戻してほしい。
貴重なご意見として承りました。
議会の用語などは聞きなれない言葉なので、
はっきり発言してほしい。

佐久

市民アンケート

佐久

市民アンケート

佐久

市民アンケート

佐久

市民アンケート

浅科

市民アンケート

佐久市の政策について、もっと議題があれば活 貴重なご意見として承りました。
発になると思う。尐しさみしい感じがした。
この会に大変関心を持っている者ですが、雨上 市民の皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交
りの夜道は８４才の老人には車の運転が困難で 換会運営委員会」で調査、研究してまいります。
す。もし、できましたら土曜の午後あたりに設定
していただければ大変ありがたく参加しやすくな
ります。
開催の趣旨からして入場制限は難しいと考えます。
他地区の人はいらないと思う。

浅科

市民アンケート

大変良かったです。

貴重なご意見として承りました。
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議会報告・意見交換会 記録（集約）
平成27年度
会場

浅科

区 分

市民アンケート

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

より良い佐久市になるために大切な報告会だと 市民の皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交
思います。議会に説明しているわけではないの 換会運営委員会」で調査、研究してまいります。
で、市民に何を伝えたいのかを主体として考え
てほしい。そのためにも、９月議会での委員会
の主な内容について説明しますと前置きしてい
ただきたい。明示した方が良いと思います。
なお、資料として何を説明したいのか、市民へ
の説明資料になっていない。議会報告の資料で
はないのでは。
日々の活動ご苦労様です。市民と市議会とのつ 貴重なご意見として承りました。
なぎ役として出来る限り意見を反映していただき
たいと思います。
「意見を聞いてやる」態度では反映できないと思
います。
今日の企画の主旨を時間に追われるのは分か
るが、反映していただきたいと思います。

浅科

市民アンケート

浅科

市民アンケート

市民との会話が大事だと思います。

浅科

市民アンケート

あまりにも知識・理解が不足している議員から
の回答が複数あり、もう尐し勉強したら如何？

浅科

市民アンケート

県議等の出席は慎まれたい。

浅科

市民アンケート

議員さんの活躍・活動に期待しております。

浅科

市民アンケート

望月

市民アンケート

望月

市民アンケート

望月

市民アンケート

望月

市民アンケート

望月

市民アンケート

寒いので大変でした。

消防アンケート

今後を見ないと分からないが、それぞれの立場
での意見交換ができ、有意義だった。

貴重なご意見として承りました。
しっかりと受け止めてまいりたいと思います。
開催の趣旨からして入場制限は難しいと考えます。
貴重なご意見として承りました。

望月

消防署

資料があり、話し合いに有効でした。また、議員 貴重なご意見として承りました。
の皆様への要望ばかりでなく、市民として出来
ることがあれば、要望してもよいと思います。お
世話になりました。
市民の皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交
望月地区で「議会と語ろう会」を開催してもらっ 換会運営委員会」で来年度に向けて調査、研究してまいります。
たが、望月の議員４名出席したほうが望月の人
は多く出ると思う。夜７：００は遅い。もっと早い
時間にやってください。
積極的に意見を聞こうという姿勢が見られず残 しっかりと受け止めてまいりたいと思います。
念です。市議の方からも逆に質問してもよいの
では。
地域のために頑張ってほしい。
貴重なご意見として承りました。
今後の議会報告・意見交換会の運営に参考とさせていただきます
司会者、言葉をはっきりしてください。

寒いにもかかわらず、議会報告・意見交換会にご参加いただき、
ありがとうございました。今後は、より良い会場設営に努めます。
「質問ありますか、なければこれで終了します」
貴重なご意見と承り、今後の議会報告・意見交換会の運営に参考
市民アンケート
では、何のための意見交換会か？
とさせていただきます
今回は、分団長クラスの意見交換会だったの
皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
で、班長以下の消防団員も参加して意見交換 営委員会」で調査、研究してまいります。
消防団
会を開いてもらいたいです。
今後の議会報告・意見交換会の運営に参考とさせていただきます

消防署

消防署

消防アンケート

消防署

消防アンケート

消防署

消防アンケート

今日のこの会はとても良い試みだと思います。
なかなか議員さんと話す機会が無いので、また
開いてほしいのと、色々な方々とこのような会を
開いていただきたいです。ありがとうございまし
た。
地元の議員さんだったので、ざっくばらんに話せ
てよかった。
他の地区の議員さんとも話してみたい。
分団長の他にも、部長、班長、団員も参加する
ようにすればいいと思う。

今後の議会報告・意見交換会の運営に参考とさせていただきます

皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
営委員会」で調査、研究してまいります。
皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
営委員会」で調査、研究してまいります。
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議会報告・意見交換会 記録（集約）
平成27年度
会場

区 分

消防署

消防アンケート

消防署

消防アンケート

消防署

消防アンケート

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

議会としての消防に対する理解は、非常に協力
的と感じられました。
是非市民の方も同じ理解となる様、取り組んで
いただきたい。有意義な交換会であったと思い
ます。
また、こういった交換会を開いていただけたらあ
りがたいと思います。
この意見交換会がこの場だけで終わらず、次に
つながっていかなくてはならないと思いますの
で、今後もこのような場をもっと作っていただい
て、住みよい佐久市にしていただければと思い
ます。

貴重なご意見として承りました。

貴重なご意見として承りました。
それぞれの委員会で、対応方針を決めて、調査研究していきたい
と考えております。調査研究する中で、意見等によっては、市へ政
策提言していきたいと考えております。
貴重なご意見として承りました。
貴重なご意見として承りました。

消防署

消防アンケート

佐久市議会でこのような意見交換会を行ってい
るのは知りませんでした。参加してみて、良い会
だなと感じました。今後も続けて下さい。

消防署

消防アンケート

今後も定期的に意見交換会を開催をお願いし
ます。

消防署

消防アンケート

また、開催して欲しい

消防署

消防アンケート

消防署

消防アンケート

消防署

消防アンケート

大変有意義でした。
貴重なご意見として承りました。
議員の方々のほうが、積極的に意見を聞く感じ 貴重なご意見として承りました。
であり、一幹部として恥ずかしい気がしました。
これから消防団活動を行い易くする為、常に意
識しなければいけないと感じました。
毎年開催していただきたいです。
皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
消防団に対して、このような意見交換会を開い
営委員会」で調査、研究してまいります。
ていただきありがとうございます。
今後も定期的に（年１～２回ペース）で、出来れ
ばよいと思います。

消防署

消防アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

貴重なご意見として承りました。

貴重なご意見として承りました。

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

それぞれの委員会で、対応方針を決めて、調査研究していきたい
と考えております。調査研究する中で、意見等によっては、市へ政
出た意見をぜひ生かしてもらいたい。
策提言していきたいと考えております。
貴重なご意見として承りました。
それぞれの委員会で、対応方針を決めて、調査研究していきたい
と考えております。調査研究する中で、意見等によっては、市へ政
こういった機会があると、要望など伝えられてよ 策提言していきたいと考えております。
いと思う。この機会で要望を取り入れてほしい。 貴重なご意見として承りました。
貴重なご意見として承りました。皆様の意見を踏まえ、来年度に向
テーマを絞った方がいいのかなと思いました。ま けて「議会報告・意見交換会運営委員会」で来年度に向けて調
た、佐久が好きだし、佐久に住んで就職したいと 査、研究してまいります。
考えているので、佐久が今よりももっと住みやす
い市になってくれると嬉しいです。
はじめは90分もお話しできるか不安でしたが、 貴重なご意見として承りました。
自分の意見を伝えることが出来時間が過ぎるの
が早く感じました。今後もこのような機会があっ
たらいいと感じました。
なかなか無い機会だったため、良い経験になっ 貴重なご意見として承りました。
た。他の学生・議員・グループの意見を聞くこと
で多角的な視点で佐久市を見据えることが出来
た。
定期的に開催するのもよいと思う。
貴重なご意見として承りました。
お忙しいにも関わらずご参加いただきありがとうございました。
議員さんと直接お話しできる機会はなかなかな
いと感じ、今回このような意見交換会に参加さ
せていただき貴重な体験が出来ました。ありが
とうございました。
市政に関わる方々と話ができてとても勉強にな 皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
りました。人数も運営もよく、飛び込みでしたが 営委員会」で調査、研究してまいります。
楽しくできました。また、学生の話を聞いて自分
も気づくことがありました。尐し時間が短く、もっ
と話し合いが出来ればと思いました。今後もこう
いった機会を設けてほしいです。
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議会報告・意見交換会 記録（集約）
平成27年度
会場

区 分

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

佐久大学アンケート

議員はかたいイメージがあったが、フランクで良
かった。

お忙しいにも関わらずご参加いただきありがとうございました。
佐久大学

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

佐久大学

佐久大学アンケート

消防署

消防アンケート

消防署

消防アンケート

消防署

消防署

消防署

消防署

消防アンケート

話しやすい雰囲気をつくっていただき、話しやす
かった。

今後も、皆様が話しやすい雰囲気づくりに努めていきたいと考え
ております。

個々に佐久市に対して思っていることの意見を 貴重なご意見として承りました。
言うだけで、皆で共感したり深く話したりすること
ができれば、更によい意見交換になったと思い
ます。
貴重なご意見として承りました。
佐久市の新たな魅力に気づくことができた。
テーマをもう尐し具体的にした方が、事前に意 皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
見など考えやすいと感じた。
営委員会」で調査、研究してまいります。
学生の意見に市議の皆さんが耳を傾けてくださ ありがとうございました。
り、いろいろな意見等を伝えることができた。
貴重なご意見として承りました。
看護、介護だけでなく、理学療法士などいろいろ
な医療関係の学生と懇談できるといいと思う。
市会議員の方々はとても気さくで、学生の意見 お忙しいにも関わらずご参加いただきありがとうございました。
や要望に耳を傾けていただけたのでよかったで
す。
それぞれの委員会で、対応方針を決めて、調査研究していきたい
本日の意見交換会の内容が単なる意見交換に と考えております。調査研究する中で、意見等によっては、市へ政
終わらず、是非検討していただきたいです。
策提言していきたいと考えております。
貴重なご意見として承りました。
貴重なご意見として承りました。
今回のような活動は大変有意義でした。
他の方とも話をしてみたかった。
議員さんの活動報告も短時間でもしてほしかっ
た。
消防団の団員とも、このような意見交換会を
持ってもらいたい。
佐久市民が消防団をどの様に思っているのか
知りたい。

皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
営委員会」で調査、研究してまいります。

消防アンケート

今回初めて、消防団との意見交換会をさせてい お忙しいにもかかわらず、ご参加いただきありがとうございまし
た。
ただきました。
普段なかなかお話できない状況にありました
が、消防団の実情や意見をお聞きいただき、と
ても有意義な時間を過ごすことが出来ました。
装備の充実につきましては、着実に向上してい
ると思いますが、話にも出ました、ヘッドライト、
反射板等は安全に直結する為、支給品となると
大変助かると思います。消防団として、資機材
装備の充実以上に、資質と能力の向上に努め
たいと思います。

消防アンケート

地元の議員の皆さんと直接お話が出来ることは
良い。
佐久市消防団としての共通の問題として人員の
確保があり、議会としてもご協力いただければと
考えます。
消防団活動について、ご理解をお願いします。

消防アンケート

貴重なご意見として承りました。

初めての試みだと思いますが、普段消防団員 皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
が考えていることを市議のみなさんに聞いても 営委員会」で来年度に向けて調査、研究してまいります。
らえて、とても良い時間でした。また、今回は、
分団長クラスの意見交換会だったので、班長以
下の団員も参加して意見交換会を開いてもらい
たいです。
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議会報告・意見交換会 記録（集約）
平成27年度
会場

区 分

佐久大学

佐久大学アンケート

臼田

市民アンケート

臼田

市民アンケート

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

もっと堅苦しいおじさん達が来ると思っていたの お忙しいにもかかわらず、ご参加いただきありがとうございまし
で構えていましたが、女性や若い方もいて明るく た。
接して下さってよかったです。本当にありがとう
ございました。
議員さんを地域で囲む会を持ちたい。（地域活
性化など）

皆様の意見を踏まえ、来年度に向けて「議会報告・意見交換会運
営委員会」で調査、研究してまいります。

それぞれの委員会で、対応方針を決めて、調査研究していきたい
本日出された質問・意見は、是非議会で生かし と考えております。委員会において、調査研究する中で、意見等
によっては、市へ政策提言していきたいと考えております。
てほしいと思います。
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