平成２８年６月

市議会に
市議会に対する市民意識調査
する市民意識調査
調査目的
白河市議会では、平成２７年に「議会基本条例」、「議員政治倫理条例」を 制定し、
議会改革を進め、市政の一翼を担って参りました。また、平成２７年１２月定例会にお
いて「議員のあり方を検討する特別委員会」を設置いたしました。
この特別委員会では、本市議会が更に市民の信頼と負託に応えるための議会改革を目
指し、将来にわたり、あらゆる世代が立候補でき、安定した議員活動ができる環境を整
えるために、具体的な議員のあり方について改革方策を議論し幅広く検討する目的で設
置いたしました。
このアンケートは、その趣旨に基づいて実施することをご理解いただき、ご協力いた
だければ幸いと考えております。
回答期限
同封の返信用封筒をご利用頂き、お手数ですが平成２８年７月１日（金）までに、ご
投函くださいますようお願いいたします。
調査項目
（以下の各項目の□にレ（チェック）またはご記入願います。）

１

あなたの性別は、男性・女性のどちらですか？
□(1) 男性
□(2) 女性

２

あなたの年齢は、次のうちどれにあてはまりますか？
□(1) ２０歳未満
□(2) ２０歳代
□(3) ３０歳代
□(4) ４０歳代
□(5) ５０歳代
□(6) ６０歳代
□(7) ７０歳以上

３

あなたのお住まいの地域はどちらですか？
□(1) 白河地域
□(2) 表郷地域
□(3) 大信地域
□(4) 東地域

４

（※２０歳未満で、これまで選挙権を有していない場合は、今後のあなたの意向について回
答してください。）

あなたは、市議会議員の選挙にいきますか？【１つだけ】

□(1) 毎回、選挙にいく
□(2) 気が向いたら選挙にいく（次の質問にも、お答えください）
□(ｱ）忙しくて選挙にいけない
□(ｲ）選挙に関心がない
□(ｳ）誰がよいかわからない
□(ｴ）その他（
□(3) 選挙にいかない（次の質問にも、お答えください）
□(ｱ）忙しくて選挙にいけない
□(ｲ）選挙に関心がない
□(ｳ）誰がよいかわからない
□(ｴ）その他（
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）

）

５

あなたは、市議会の会議（本会議）を見たことがありますか？【１つだけ】
□(1) 見たことがある（次の質問にも、お答えください）
□(ｱ）１回
□(ｲ）５回以下
□(ｳ）１０回以下
□(ｴ）１１回以上
□(2) 見たことはない（次の質問にも、お答えください）
□(ｱ）関心がない
□(ｲ）開催日がわからない
□(ｳ）機会があれば見てみたい

６

あなたは、市議会だよりを読んでいますか？【１つだけ】
□(1) 全部読んでいる（次の質問にも、お答えください）
□(ｱ）有意義である
□(ｲ）やや有意義である
□(ｳ）つまらない
□(ｴ）その他（
□(2) 関心のある記事だけ読む（次の質問にも、お答えください）
□(ｱ）記事がつまらない
□(ｲ）記事がむずかしい
□(ｳ）その他（
□(3) 読んでいない（次の質問にも、お答えください）
□(ｱ）市議会だよりを知らない
□(ｲ）市議会だよりが届かない
□(ｳ）記事がつまらない
□(ｴ）その他（

）

）

）

７

あなたは、市議会だより以外で議会に関する情報を得ていますか？【１つだけ】
□(1) 情報を得ている（次の質問にも、お答えください 複数回答可）
□(ｱ）市議会のホームページ
□(ｲ）議員個人のお便り・活動報告等の印刷物
□(ｳ）議員個人のホームページやブログ、ＳＮＳなど
□(ｴ）その他（
）
□(2) 情報は得ていない

８

あなたは、現在の市議会議員の定数をご存知ですか？【１つだけ】
□(1) 知っている（
人）
□(2) 知らない

９

あなたは、現在の市議会議員の定数について、どう感じますか？【１つだけ】
□(1) 適当
□(2) 少ない
□(3) 多い
□(4) わからない

10

あなたは、議員の定数を考える際、何を基準に考えたらよいと思いますか？
【１つだけ】
□(1) 人口
□(2) 面積
□(3) 他市議会との比較
□(4) 予算や財政状況
□(5) わからない
□(6) その他（
）
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11

あなたは、市議会議員の活動内容をご存知ですか？【１つだけ】
□(1) 知っている
□(2) おおむね知っている
□(3) 知らない

12

あなたは、選んだ市議会議員の活動に満足してますか？【１つだけ】
□(1) 満足
□(2) 不満足
□(3) わからない
□(4) 選んだ市議会議員はいない

13

あなたは、現在の市議会議員の名前をご存知ですか？【１つだけ】
□(1) 全員わからない
□(2) １人
□(3) ２～５人
□(4) ６～１０人
□(5) １１人以上
□(6) 全員知っている

14

あなたは、市議会議員の「政務活動」の内容についてご存知ですか？【１つだけ】
□(1) 知っている
□(2) 知らない（次の質問にも、お答えください。）
□(ｱ）知りたいと思う
□(ｲ）興味がない

15

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？【１つだけ】
□(1) 反映されている
□(2) ある程度反映されている
□(3) 反映されていない
□(4) わからない

16

あなたは、「二元代表制」について、ご存知ですか？【１つだけ】
□(1) 知っている
□(2) 言葉だけ知っている
□(3) 知らない

17

18

あなたは、今の市議会をどのように評価しますか？【１つだけ、あわせて理由もお
答えください】
□(1) 評価する（理由：
）
□(2) ある程度評価する
□(3) あまり評価しない
□(4) 評価しない（理由：
）
□(5) わからない
あなたは、市議会議員に自分の意見や要望を伝えていますか？【１つだけ】
□(1) 意見や要望を伝えている（次の質問にも、お答えください）
どのような方法で伝えていますか？（複数回答可）
□(ｱ）議員に直接
□(ｲ）議員に電話
□(ｳ）議員にＦＡＸ・メール □(ｴ）知人を介して
□(ｵ) その他の方法（
）
□(2) 意見や要望を伝えていない（次の質問にも、お答えください）
意見や要望を伝えてない理由は？（複数回答可）
□(ｱ）知っている市議会議員がいない
□(ｲ）伝える手段がわからない
□(ｳ）伝える意見や要望が特段ない
□(ｴ）議員に遠慮して伝えていない
□(ｵ) 議員に意見・要望しても実現しない
□(ｶ) 仕事などで忙しく時間がない
□(ｷ) その他（
）
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19

20

21

22

あなたは、市議会の改革が必要だと思いますか？【１つだけ】
□(1) 必要である（次の質問にも、お答えください）
（※具体的な改革の内容を、３つまで選んでください）
□(ｱ）議会を夜間や日曜日にも開く
□(ｲ）自宅のパソコンで議会の中継を見られるようにする
□(ｳ）一般の市民も議会で発言できるようにする
□(ｴ) 通年議会の実施
□(ｵ) 行政へのチェック機能の充実
□(ｶ) 議会だよりの発行回数を増やす
□(ｷ) 議会のホームページを充実させる
□(ｸ) 各地域で議会報告会を行う
□(ｹ) 議員定数の検討
□(ｺ) 各議員がもっと勉強をする
□(ｻ) 各議員がもっと市民の話を聴く場を設ける
□(ｼ) その他（
□(2) 必要でない
□(3) わからない
あなたは、議員や市議会に何を期待しますか？【１つだけ】
□(1) 市及び市民の利益となるように政策の提言を行う
□(2) 地域の声を聞いてほしい
□(3) 市政のチェック
□(4) その他（

）

市議会では、あらゆる世代が議員に立候補でき安定した議員活動ができる環境づく
りを検討しております。そのためには何が必要だと思いますか。

その他、市議会に対する意見や要望がございましたらご記入ください。

以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。
返信用の封筒に入れて、ご投函をお願いいたします。

※

)

問い合わせ 白河市八幡小路７－１ 白河市議会（事務局）
電話 0248(22)1111(内線2411･2412)
FAX 0248(24)1888
メールアドレス gikai-s@city.shirakawa.fukushima.jp
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