
  

広 聴 特 別 委 員 会 

 

日 時  令和３年３月２２日（月） 

午前１０時 

場 所  第２委員会室 

 

付議事項 

 

 １ モニターアンケートについて 

 

２ モニター意見について 

 

３ 議会報告会について 

 

４ その他 



Ⅰ．議会だよりについて、お聞きします。 

１．第５８号～６１号について、ご意見をお聞かせください。 

（１）表紙について   

①大変良い【 ４ 】人  ②良い【 ８ 】人   ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・市内の風景、行事をアピールしていて親しみが持てる。読んで知ろう住んでるまちの

議会情報についてはもう少し簡潔に表現したら！ 

・子供が主体で、優しくてほのぼのとしている絵で素敵です。どなたの作ですか・・？ 

・子供が喜びそうな図柄で、表紙としてかたさがなくて良い。 

・良い表紙と思いますが、表紙の絵に関してコストは、どのくらいかかっているのでし

ょうか？ 

・見ただけで楽しい気持ちになり大変良いと思います。 

・悪くないと思いますが、議会と関連のある、絵や写真の利用もあって良いと思います。 

・風物が描かれ、親しみを感じ、次第も載せてあるのでわかりやすくていいと思います。 

・地域における季節の風情が伝わって、少し和みます。 

・市内の諸行事や観光スポットを色えんぴつ画でソフトに表現されており、親しみやす

い感じがする。反面、もう少し格調高い雰囲気であっても良いかとも思う。 

・現行の手書きイラストの利点は、親しみ易いことです。一方で、例えば、宇部の「市

議会だより」の場合、事実がそのまま伝えられているので、私はジックリ観ます。 

（２）委員会レポートについて   

①大変良い【 １ 】人   ②良い【 １１ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・良くまとめていると思いますが色刷りとかできないかと思います。 

・あと１頁程度の頁数を取って、もう少し詳しくしてほしいです。 

・「高泊地区の公共交通手段を検討」に対して、利用者の少ない時間帯をマイクロバスに

変えるとか、利用者数によってはバスからマイクロバスへの変更もよいのでは。 

・宇宙監視レーダー配備については、埴生の市民としても説明会を早期開催して頂ける

様強く要請いたします。２名の議員に期待しております。 

・悪くはないが、分かりにくいと思う。例）ＬＡＢＶのところでアドバイザリーの業務

実績があるか？とあるが、そもそものＬＡＢＶが分らない。 

・本市が抱える色々な問題に対応されていることは伝わりますが、市政調査権を行使し

て実態を把握しているのか、市議会議員の皆様の関与・努力の程度が伝わりません。 

・議題に対して簡潔にまとめてあり、読みやすいし理解しやすい。 

（３）一般質問・代表質問について  

①大変良い【 ０ 】人   ②良い【 １２ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・関心を持って読むと大変分かりやすいと思います。 

・議員の方々の活動を知ることが出来て宜しいと思います。 

・山陽小野田市政でどのようなことが質疑されているのかがよく解かる。市議の方々も

問題意識をもって山陽小野田市をよい街にしようとする意志を感じる。 

・議会だよりは、毎回拝見しております。よく見ると一般質問した議員のみが議会の殆



どの部分の主人公となっているがごとく見えます。これでは一般質問を度々する議員の

為の議会だよりに見えます。これでは一般質問をしていない議員は、何もしていない様

に市民には、見えるのでは無いでしょうか。この事は私の周りの市民の方々も同様に感

じている様に聞いております。議会だよりの内容を精査する必要があるのでは無いでし

ょうか。 

・掲載は悪いとは思いませんが、代表質問になってますか？理解できません。 

・質問の中で、「可能性がある。」「可能性が否定できない。」等の言葉が多く聞かれます

が、この言葉だけが一人歩きしていると感じます。「可能性が否定できない。」とする高

度な見解・研究成果を引用して、もっと分かりやすい質疑を期待します。 

（４）裏表紙について 

①大変良い【 １ 】人   ②良い【 １１ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・市民に伝えたいことが分かりやすくまとまっていると思います。 

・問題はないと思います。 

・議会の事が良くわかる。 

・「編集室より」の話題が、コロナウイルス災厄やトビイロウンカの被害等の暗い事象ば

かりでした。深夜間のタクシー運行の廃止情報等の市民生活に密着した話題の提供もお

願いします。 

・紙面の割振が決まっており、読みやすい反面、マンネリ化しているようにも思う。 

・日程表が毎回、掲載してあって、良いと思います。 

（５）ページ数について   

①ちょうど良い【 １１ 】人 ②少ない【０】人 ③多い【０】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・丁度良いと思います。 

・「何を伝えたいか」議員の思いがページ数にあらわれていると思いますので、回答はあ

りません。がんばって下さい。 

・特筆すべき事項はありません。 

・議会情報を知らせるためには必要なページ数だと思う。 

（６）文字の大きさについて   

①ちょうど良い【 １１ 】人 ②大きい【  】人 ③小さい【 １ 】人 

自由記述欄 

・年配者には、字数を少なくし字が大きい方が読みやすいと思います。 

・宜しいと思います。 

・読みやすいです。 

・特筆すべき事項はありません。 

・これ以上大きくても小さくても困る。老眼鏡をかけてちょうど良い。 

 

 

 

 

 

 



２．第５８号について、ご意見をお聞かせください。 

（１）令和２年度一般会計予算について Ｐ２～Ｐ３   

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ７ 】人 ③良くない【 ２ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・分かりやすく書かれていました。 

・Ｑ＆Ａは、どなたがされているのですか？ 

・何をききたいか理解できません。 

・「山口ゆめ博覧会」については、主会場等への行き方や巡り方、来場者用の駐車場の確

保等について、また「本山岬をより美しく」については、地勢的に駐車場の確保が難題

となることについて質疑がないように思う。また、両方に共通するトイレとゴミ問題に

質疑が及ばないことは残念です。 

・「市民の運動習慣をサポート」については、大賛成です。 

・住みやすさ日本一の山陽小野田市を目指して、どんどん見直しをし予算化して欲しい。 

・予算総額 296 億 5100 万円の内、掲載されている４つの項目を足しても、5000 万円に

も達しないので、全体像が分からない。 

（２）視察報告について Ｐ１２   

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 １ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・現在、市民生活に必要とされる事案について先進地視察を実施されていることが分か

りました。 

・視察をされて宜しかったのではないでしょうか。市報（The 市議会）へ記載されてい

る項目の、更に詳しい報告書は何処へ提出されているのでしょうか？また、その詳しい

報告書は閲覧出来るのでしょうか？ 

・安全な水道水を期待します。 

・何をききたいか理解できません。 

・旧山陽町地域における地域公共交通の充実強化に活かしてほしい。 

・地域・公共交通の整備は、交通手段としてマイカーが中心となっている本市では必要

な課題だと思う。 

・視察会議の写真だけでなく、例えば「デマンドバス」「デマンドタクシー」の写真をの

せてあるとイメージできる。 

・「デマンドバス」「デマンドタクシー」に関して、紙面に限りがある中、もう少し具体

的に説明して欲しかった。そこに一番興味があります。 

（３）議決結果について Ｐ１３  

①大変良い【 １ 】人  ②良い【 ９ 】人  ③良くない【 ２ 】人 

自由記述欄 

・各議員さんの考えを知る材料になります。 

・市長等の報酬は１０％カットのままなのに、市議会議員報酬の５％減額は廃止案が可

決したとのこと。否決されることを望んでいたし、また信じていました。残念です！！ 

・山田伸幸氏のすべての議決に対して×：反対は理解できない。 

・全ての議案に反対されている議員は、全ての議案についての対案提示等の事実があれ

ば、情報として加味されては如何でしょうか。 

・ほとんどの方が賛成される中、反対される議員のご意見が聞いてみたいと思う。 



・「原案可決」と「可決」の差を「表の見方」の欄に表示して欲しい。 

 

 

 

 

３．第５９号について、ご意見をお聞かせください。 

（１）新型コロナウイルス感染症対策特別委員会について Ｐ２～Ｐ４  

①大変良い【 ４ 】人  ②良い【 ８ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・新型コロナ対策をいろんな立場でなされていることが理解できました。 

・コロナの影響は多方面に渡っています。例えば飲食店が振るわなければ、そこへ食材

を納める業者さん【農業・漁業・食品加工業等々】も苦しくなっています。しかし飲食

店の中には持ち帰り可能の品で、活路を開いている処もあります。そこで金銭的な支援

だけでなく、他の生き残り方法等の助言や実施例などを取り上げて、伝えてあげてほし

いです。 

・「市内各種団体と懇談を実施」について、参加した団体の中に教育・学校関係者を入れ

るとよい。学校内には生徒を含め潜在した精神的（心理的）な問題があるように思う。 

・たいへんな最中ご尽力感謝いたします。 

・大変でしょうが頑張ってください。 

・急なことだったので特に P４は良かった。 

・経済対策が中心となっており、各職場・家庭・公共施設等に対する、コロナウイルス

予防・防疫・根絶対策等に係るマスク・消毒薬等の配布・支援策等について意見がなか

ったのが残念です。 

・市民生活応援スマイルチケットは、非常に良かった。利用させて頂きました。 

・早々に委員会を発足されたのはとても良い。積極的に取り組んでいただきたい。 

・より徹底した、かつ、具体的な感染防止策を実現し啓蒙する話し合いがされたと思う

が、その記載がない。 

（２）補正予算について Ｐ５   

①大変良い【 ４ 】人  ②良い【 ７ 】人  ③良くない【 １ 】人 

自由記述欄 

・教育環境整備、社会的な課題のひとり親世帯への支援、必要な予算と思います。 

・不正受給をした場合は、刑罰はあるのでしょうか？困窮した家庭を支援して差し上げ

ることは当然でありますが、税金で賄われているこの制度を悪用した者には厳しく処罰

して頂きたい。 

・タブレットのメンテナンス、通信費の助成に家庭間の格差がないようにお願いします。 

・出来るなら協力してあげたいですネ。 

・特筆すべき事項はありません。 

・ＩＣＴの活用は必要なことなので、児童生徒全員に拡充してもらいたい。 

・市民に必要と思われる補正予算はどんどん検討し、実現化していただきたい。 

・例えば、「定価ベースでタブレットは、13万 6963円」とあるが、これが予算として認

められたので、購入担当者は、その金額で買ってしまうような気がします。「相見積もり」

の価格で審議すべきと考えます。 



（３）広報特別委員会について Ｐ６   

①大変良い【 ５ 】人  ②良い【 ７ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・市議会をより身近に市民に感じてもらえるように努力されていると思います。 

・「里の竹灯り」の編集をされておられるだけあって、坂野さんのお話は要点をついてい

ると思います。 

・市内のことなのに意外と知らないことが分かった。 

・市民の声がいいですね。 

・悪くないが内容がうすすぎかなー。 

・特筆すべき事項はありません。 

・具体例をあげて取り組みを紹介されているので非常に良い。 

・一般市民の方の声が聞けて、とても良い。女性の意見も取り入れて下さい。（若者、子

育て中の方等） 

・（「広報」の受け手から意見を訊くのも良いが）今回のように、情報の発信をしている、

言ってみれば「同業者」の意見を訊くのは、視点の違ったコメントが得られて（例えば

「いつも縦書きで編集しているので、、、」という意見）非常に良いと考えます。 

（４）広聴特別委員会について Ｐ７  

①大変良い【 ２ 】人  ②良い【 ９ 】人  ③良くない【 １ 】人 

自由記述欄 

・いろんな立場の人の声を市議会に反映させるような取組をされておられ敬服していま

す。 

・新しいモニターとして参加させて頂いています。 

・私も市民の声の１人なので各々な人の声を聞いてみたいと思います。 

・委員長以外の議員発言がないのは違和感。 

・特筆すべき事項はありません。 

・市民の声をしっかり聴く体制に賛成です。 

・議会カフェが中止になり残念でした。 

・今回、モニターになって初めて知りましたが、だれでも応募できることを、前面に押

し出したらどうでしょうか？この紙面では、「特別な人がモニターになるんだろう」を、

一年前の私だったら、思ってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．第６０号について、ご意見をお聞かせください。 

（１）新型コロナウイルス感染症対策特別委員会について Ｐ２～Ｐ３  

①大変良い【 ３ 】人  ②良い【 ８ 】人  ③良くない【 １ 】人 

自由記述欄 

・新型コロナに対する市民の不安を解消するための対策を立てられたと思います。 

・議員からの要望書で、修学旅行等で発生するキャンセル料を市が補助するという項目

がありましたが、この扱いには抵抗があります。旅行に行けた場合は個人が支払ってい

たものが、キャンセルになったとたんに市の補助とは・・・。コロナで支払いが苦しい

のであれば、旅行の有無に係わらず補助して差し上げれば宜しいのではないでしょうか。 

・山陽小野田がテレビに何度も出たのでとても心配しました。自分の事なのでお互いに

気をつけていきたいと思っています。 

・スマイルステッカー取得店の定期的チェック等の続編があるのでしょうか。気になり

ます。 

・飲食店等に対する、コロナウイルス予防・防疫対策の助成・支援に一歩前進したのは

評価すべき事案であるが、市民個々が求めているのは各地域の安全評価ではないでしょ

うか？ 

・委員会での取り組みの様子がわかり良い。新型コロナウイルス感染が収束するまで、

熱意を持って取り組んで下さい。 

・（１）「医師が必要と判断すれば」ＰＣＲ検査を無料で受けられる点、今の今まで知り

ませんでした。広報３月 1 日、１５日付のＰ３にも、記載がありません。広報不足かと

考えます。（２）「基準に合格した店舗にステッカーを配布する」のであれば、「感染防止

対策取組宣言店舗」では、弱すぎるので、「感染防止対策基準合格点」にすべきだと考え

ます。 

（２）令和元年度決算認定について Ｐ４～Ｐ５  

①大変良い【 １ 】人  ②良い【 ９ 】人  ③良くない【 ２ 】人 

＊無回答１人 ＊複数回答１人 

自由記述欄 

・どの項目も必要な経費と思いました。 

・欧米の宗教的意味合いのある行事を、商業的なものとして運営することには、私は良

い印象を持てません。 

・「空き家解体賣用の補助は３件にとどまる」について、今後将来的に人口減少、高齢化、

過疎化がすすむ中、特に老朽危険空家が増えると思われる。その補助対策が急務と思わ

れる。 

・項目の選んだ理由が分らない。 

・特筆すべき事項はありません。 

・空き家対策費用を多くして、あまり意味のないハロウインイベントは縮小すべきと思

う。 

・「ハロウインイベント」の課題は大きいと思う。市民が納得いく企画を考えて欲しい。 

・歳入、歳出約 300 億円の内、この２ページで報告されている事案の総額が 1 億円に満

たず、「他はどうだったろうか？」という疑問を抱きます。 

 

 



（３）広報特別委員会について Ｐ８   

①大変良い【 ３ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・様々な立場の方から広報紙に対しての意見を聞いていてよりよい物へとの意欲を感じ

ます。 

・「ＦＭサンサンきらら」の穐本さんと山本さんのご意見は情報を発信される側の方々な

ので、指摘されている内容が的を得ていると思います。 

・議会報告会の録画放送の実現が叶うとおもしろいですネ。 

・用語解説について、迅速に紙面に採用されたのは評価できると思います。 

・幅広く意見を聞くことは大切だと思います。 

・「本会議や委員会などを放送したいですね。また、議会報告会なども中継できれば、よ

り市民に喜ばれる」という答があります。これが実現できれば、サンサンきららも、市

議会も、お互い win winになると考えます。試してみる価値はあると思います。  

（４）広聴特別委員会について Ｐ９   

①大変良い【 ３ 】人 ②良い【 ７ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答２人 

自由記述欄 

・私自身議会説明会に参加し議会のことが少し理解でき、又議員さん方の市民を思う熱

い思いを感ずることができました。 

・市議会モニターへの説明会の、令和２年８月２０日（木）開催に参加させて頂きまし

た。責任感のようなものが湧き出てきました。 

・今後は偏った開催にならない様求めます。 

・特筆すべき事項はありません。 

・都合がつかず参加出来ませんでしたが、良い企画と思います。 

・前向きな取り組みが伺えた。 

・希望を聞いて頂き、有難うございました。理解が深まると同時に、親近感がわきまし

た。 

（５）緊急質問について Ｐ９   

①大変良い【 ４ 】人  ②良い【 ８ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・本市で起った緊急な事案に対し、早急な対応をされたと思います。 

・緊急質問は宜しかったと思います。しかし、緊急質問のない、穏やかな日々であるこ

とが望ましいですねっ・・・。 

・クラスターと聞いた時はとても恐かったです。今は少し安心しています。 

・重大な問題を前に、見逃すことなく行われたことは評価すべきと思っている。 

・特筆すべき事項はありません。 

・市民の関心事をタイムリーに質問されて良かったと思う。 

・今後も何かあればよろしくお願いします。 

・「一般質問」と「緊急質問」の違いの説明があり、分かり易かった。 

 

 

 

 



５．第６１号について、ご意見をお聞かせください。 

（１）共生社会の実現を目指して市民の要望が実現について Ｐ２～Ｐ３  

①大変良い【 ４ 】人  ②良い【 ８ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・手話言語条例、バリアフリー化実現、すばらしいと思います。 

・手話の勉強会には参加してみたいです。エレベーターや点状ブロックの完備は必要な

ことなので急いで頂きたい。殆どの身障者トイレは１箇所しかありません。健常者は人

数が多くても所要時間が短くて済みますが、しかし身障者の方々には時間が必要です。

従って身障者トイレを最低でも２箇所体制とすることが望ましいと思われます。それと

視覚障がい者の方に配慮されたトイレが殆どないことが残念です。入口から便器までの

誘導や、操作ボタンの位置確認が出来難いのが現状。また洋便器も、車椅子の方が一人

でもズボンの脱着がしやすくなる、下着に空間の出来る壁付タイプのものなどが望まし

いです。 

・特筆すべき事項はありません。 

・子育て支援の為にも高千帆地区の保育所の確保にもっと力を入れて欲しい。 

・要望をどんどん取り上げ、実現させて下さい。 

・「バリアフリーの為の工事費用の一部（2425 万円）をＪＲ西日本に対し援助する」と

ありますが、ＪＲ側の負担額も表記して頂きたかった。 

（２）広報特別委員会について Ｐ６   

①大変良い【 ４ 】人  ②良い【 ８ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・どさけんさんの意見、興味深く読みました。 

・今回は「どさけん」さんの登場でしたが、専門家とは違った視点での意見だったので

良かったです。毎回、この欄は楽しみです。 

・他県から移住された人の意見は市内に住む市民とは違った感覚で市や市政、観光、文

化面を見ることが分かる。 

・移住者がふえると良いですね。 

・企画としては良いが、どさけんの回答を見ると、あまり意味はなかったかなと。 

・特筆すべき事項はありません。 

・山陽小野田市に移住された方の意見、頼もしいです。 

・このアンケートの趣旨から外れますが、「どさけんさんと市議会を傍聴に行こう！」な

どという企画を試されたらどうでしょうか？無論、しっかりした「広報活動」が必要で

す。 

（３）視察報告について Ｐ１４   

①大変良い【 １ 】人 ②良い【 １０ 】人 ③良くない【 ０ 】人＊無回答１人 

自由記述欄 

・２件とも市民が関心を持つ内容で、状況がよく理解できた。 

・視察をされて初めて気付くこともあるでしょうから、必要なことだと思います。但し

真剣に取り組んでされることが求められます。 

・理解できない。（だれもが知ってる、行くことのできる場に、皆で行った成果が表現さ

れていないので、何のためか、わかりません） 

・埴生支所等の視察時期について、実際に利用が開始された後のほうが実情を報告しや



すいのではないでしょうか。 

・県立おのだサッカー交流公園をもっと人の交流を生み出す施設となるようにして欲し

い。 

・視察されたことはわかるが、視察場所の内容がもう少しわかる写真があると良い。 

・敢えて言うならば、このアンケートの趣旨から外れますが、レノファの名前を付けた

サッカーにしたら、市内の関心も高まるかと思います。 

（４）議決結果について Ｐ１５   

①大変良い【 １ 】人  ②良い【 １０ 】人  ③良くない【 １ 】人 

自由記述欄 

・どういう内容が話し合われどのような事が決められたか分かりました。 

・各議案に対して各議員の方々の賛否状況が分かるので良いと思います。 

・山田伸幸氏のすべての議決に対して×：反対は理解できない。 

・特筆すべき事項はありません。 

・趣旨採択の意味がわかりませんであいた。（調べました） 

・各議員の最終意見が明確にしめされていて、良いと思います。 

（５）議場の改修、コロナ感染防止対策もバッチリについて Ｐ１５   

①大変良い【 ５ 】人  ②良い【 ５ 】人  ③良くない【 ２ 】人 

自由記述欄 

・議場が新しくなり、現在の新しい生活に適応できる様に完成できたことが分かりまし

た。 

・手消毒にアクリル板設置と換気等々は、今では何処でも実施されていることなので「バ

ッチリ」は言い過ぎでは・・・。語気を優しくするために使われたのでしょうから、目

くじらを立てるつもりはありません。 

・もっと環境の良い対策をして、議会が安全に開かれる事を願います。 

・公民館もアクリル板、人数制限など大変です。 

・議会がまちづくりを決定し、行政が進めることから大変重要なこと。 

・送風機によって、内部の空気の混和、外部にコロナウイルスを拡散する手段の一助に

なる可能性が高くなると心配します。空気清浄機を導入することは検討の対象外だった

のでしょうか？ 

・傍聴しましたが、コロナ対策は出来ていました。 

・（１）議場の改修費用がいくらだったか、表示して欲しかった。（２）これに関連して

議会を運営する費用に関して、予算をどの部署が立案し、これをどの部署（議会？市？）

が承認しているのが、不明であることに気付いた。 

※その他、議会だよりについて、お気づきになった点等ありましたら、ご記入ください。 

自由記述欄 

・良い事も、悪い事も掲載されることを望みます。耳障りの良い事ばかりでは真実は見

えてこないのではないでしょうか。 

・コロナ禍ですが、次回から対策して議員研修会は公開で！！ 

・文化財保存、トイレ整備、避難所の開設、地域づくり等の質疑に関心を持ちました。

観光や避難、地域活動等による人の移動について、人に町中や観光地を散策していただ

くためには、至る所にトイレの整備は必要だと思います。 



・毎号、良くまとめてあり、読みやすいです。読む時間の取れない子育て中の方、あま

り読む気のない若者にも興味・関心のある「議会だより」作成にさらにご尽力下さい。 

・議会だよりの購読者を増やすために、各市議の後援会を通して、後援者には行き渡る

ようにしては、どうでしょうか？ 

 

Ⅱ．議会ホームページについて、ご意見をお聞かせください。 

１．「市議会の案内」について   

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 １ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・見やすいので宜しいと思います。 

・放映や録画の視聴サイトへのアクセスが分かりづらい。先頭画面から直接入れると嬉

しいです。 

・わかりやすくて良い。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・「市長は、議会の決定した意思に沿って、住みよいまちづくりの実行を受け持ち、市議

会議員は、市議会を構成して、市長が市政を行うのに必要な条例や予算などを議決しま

す。」とありますが、条例案、予算案は、どちらが（もしくは、両方が）作成するか、不

明確です。 

２．「市議会議員の紹介」について  

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 １ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・各議員さんの市議会に対する想いや、議員としての目標などを聞かせて頂きたいです。 

・会派別名簿又は別でも良いので会派理念を出して下さい。何を目指す集団か、わかり

ません。 

・特筆すべき事項はありません。 

・会派のスローガン、目標等、めざす方向性等の記載があれば良いかと思う。他の項目

は良い。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・昨今、「有権者ハラスメント」が、ニュースで取り上げられています。各議員の自宅住

所を番地まで明記する必要を感じません。例えば、「山陽小野田市日の出」で充分かと思

います。 

 

 

３．「本会議・委員会等」について   

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 １ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・分かりやすく掲載されている。 

・整理されて見やすいです。 

・質問中に、質問の意図を分かりやすく盛り込んでほしい。答弁について、主として各

課長が行っているが、これでいいのですか？ 

・わかりやすくて良い。・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにし



て下さい。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・「傍聴に行こうか」と思う人は、「日程」のページを見ると思います。そこに、「誰でも

傍聴できる」旨、明記しては、どうでしょうか？（他の全てのページを見た訳ではあり

ませんが）そのような記載は、目に付きませんでした。 

 

４．「市議会の情報」について   

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 １ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・山陽小野田市議会議員政治倫理条例の冒頭の（目的）の言葉を良く噛み締めて、これ

からも引き続き各議員の皆さんは行動してほしいと望んでおります。 

・特筆すべき事項はありません。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・「議会提出による政策条例」の実績が皆無であるのは、残念です。国会も、同様の傾向

かと思いますが、、、。 

５．「市議会の広報広聴」について   

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ７ 】人 ③良くない【 ２ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・よく頑張って下さっていると思います。 

・以前、市議会モニターとして意見書を提出させて頂いたことがありましたが、内容の

良いところ取りをされて、掲載されてしまったので非常に残念に思っております。 

・特筆すべき事項はありません。 

・コロナで議会カフェが中止で残念です。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・「議会モニター」制度は、大変良いと思いますが、年に十数名では、広がりに限界があ

ります。市内の中学校の生徒会メンバーを、各学期、少なくとも年一回、議会見学に招

くというのは、どうでしょうか？ 

６．「議会事務局」について  

①大変良い【 ３ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・丁寧に応対して下さり、議会発展のため尽力されていると思います。 

・市議会モニターをさせて頂いて、事務局の方々の裏方としての活動に苦労されている

ことが分かりました。お疲れ様です。 

・市議会モニター関係の負担が増えましたが、対応が適切になされていると感じます。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・市議会モニターのお陰で、大変、参考・勉強になりました。お世話になりました。 

７．「新着情報」について   

①大変良い【 ２ 】人 ②良い【 ７ 】人 ③良くない【 ２ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・見やすくて良いと思います。 

・委員会開催等日々の内容をカレンダーまかせでなく、ここにも出して、ＰＲした方が



良いと思う。又、モニター会議や視察等、ここに出してほしい。 

・特筆すべき事項はありません。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・見当たりませんでした。 

８．「今月のスケジュール」について   

①大変良い【 ３ 】人  ②良い【 ９ 】人  ③良くない【 ０ 】人 

自由記述欄 

・見やすくて良いと思います。 

・日程が解りやすい。 

・特筆すべき事項はありません。 

・各議員の発表のおおよその時間がわかれば、自分のスケジュールの調整も出来るので、

助かります。 

・もっともっと市民が興味・関心を持つよう、みやすいＨＰにして下さい。 

・各ことに、リンクが貼られていて、良いと思います。 

９．「議場中継」について   

①大変良い【 ３ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・議員の方々の言動が見て取れるので良いと思います。 

・委員会同様にすぐにＵＰできるシステムに変更したら？ 

・放映や録画の視聴サイトへのアクセスが分かりづらい。先頭画面から直接入れると嬉

しいです。 

・時間がある時に議会中継を見ることが出来るので、議員の活動がよくわかって良い。 

・キーワード等、よくわかりませんでした。 

・マイクの配置に気を配れている結果だと拝察しますが、音声がクリアで聴きやすく、

良いと思います。 

10．「委員会室中継」について   

①大変良い【 ３ 】人 ②良い【 ６ 】人 ③良くない【 ２ 】人 ＊無回答１人 

自由記述欄 

・インターネットを使いこなせませんが、検索すると分かりやすく表示されていました。 

・上記の９番同様、宜しいと思います。しかし、上記と同様に画像は切り取りされて修

正出来るので、修正されない方が宜しいと思います。 

・今回のアンケートとは関係ありませんが、モニターになって色々な委員会をインター

ネットで見るようになりました。最近違和感を感じる事ですが幾つかの委員会の中で議

会運営委員会のみは、少し性格が違った様に見受けられます。議会運営委員会は他の委

員会と同じ様に公開していますが、全て公開すべき所と公開をする必要が無い所がある

のでは無いかと違和感を感じる所がありました。この違和感は、私のみが感じるもので

しょうか。 

・最近すぐにＵＰされないのは何故？ 

・放映や録画の視聴サイトへのアクセスが分かりづらい。先頭画面から直接入れると嬉

しいです。 

・３月 17日 12時現在、見ることが出来ませんでした。「お探しのページを見つけること

ができませんでした」とメッセージが出る。いつでも見れるようにして欲しい。 



・ユーチューブ等に慣れていないので拝見するのに勇気がいりました。 

・マイクの配置に気を配れている結果だと拝察しますが、音声がクリアで聴きやすく、

良いと思います。 

11．「会議録検索システム」について   

①大変良い【 １ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答３人 

自由記述欄 

・良いと思います。 

・きっと良いと思う。 

・特筆すべき事項はありません。 

・今まで見た事がなかった。 

・ＰＣ操作が得意でないので、ゆっくり拝見できなかった。 

・普通レベルだと思います。 

12．「委員会記録」について  

①大変良い【 １ 】人 ②良い【 ７ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答４人 

自由記述欄 

・良いと思います。 

・きっと良いと思う。 

・特筆すべき事項はありません。 

・今まで見たことがなかった。 

・常識的にまとめてあった。 

・特にありません。 

13．市議会のホームページを見る頻度をお聞かせください。   

①月３回以上【 ２ 】人 ②月１～２回【 ７ 】人 ③初めて見た【 １ 】人 

                                ＊無回答２人 

自由記述欄 

・見る頻度は高くありません。仕事が多忙であることを言い訳にしてしまいそうです。

反省です！！ 

・２～３月に１回くらいで、委員会等の録画をまとめて視聴しているが、議会便りを参

照して抜粋視聴となっている。 

・ＰＣを持ちませんので、なかなか見ることはない。（子ども方で見る）携帯からでは見

にくい。 

14．ホームページの設問１から１２のうち、どのページをよく見ますか。（複数回答可） 

【回答１～１２：２人 １：１人 ３：１人 ５：１人 ７：２人 ８：４人 ９：４人 

 １０：３人  無回答：４人】 

自由記述欄 

・市議会モニターをさせて頂いているので気になります。 

・傍聴の参考にするため。 

 

※その他、市議会ホームページについて、お気づきになった点等ありましたら、ご記入ください。  



自由記述欄 

・すみません。分かりませんので回答できません。 

・議員さんには、議場の外でインタビューをされたら、いつもと違った姿が見えてきて

面白いのではないでしょうか。 

・特筆すべき事項はありません。 

・ＰＣからは画面も大きく見やすかったが、フェイスブックとかユーチューブになると

高齢者は苦手です。良くまとめてありますが、もっともっと簡単に見ることができるよ

うお願いします。 

・常に、アップデートされているのが、特に良いと思います。 

 

Ⅲ．議会フェイスブックについて、ご意見をお聞かせください。 

※議会フェイスブックページは、「山陽小野田市議会ホームページ」→「市議会の広報広聴

のフェイスブックページ」→「山陽小野田市議会のフェイスブックページの後のアドレス」

をクリックすることで、閲覧できます。 

 

１．内容について   

①大変良い【 ０ 】人 ②良い【 ６ 】人 ③良くない【 １ 】人 ＊無回答５人 

自由記述欄 

・良いと思います。 

・事務局まかせ？ちゃんとしたら、どうでしょうか。もちろん事務局がＵＰすることが

悪いわけではありませんが議会として、もっと活用してほしい。 

・フェイスブックは、使っていませんので、以下全てに、お答えできません。済みませ

ん。 

２．レイアウトについて  

①大変良い【 ０ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答４人 

自由記述欄 

・字体や色使いが優しいと感じました。 

３．市議会フェイスブックを見る頻度をお聞かせください   

①月３回以上【 ０ 】人  ②月１～２回【 ２ 】人 ③初めて見た【 ６ 】人 

                                ＊無回答４人 

自由記述欄 

・申し訳ありませんが、今回のアンケートにお答えするため初めて拝見させて頂きまし

た。 

・このアンケートを記入するまで議会フェイスブックのことを知りませんでした。 

・時どき（月３回以上や月１～２回も更新されてますか？） 

・特筆すべき事項はありません。 

※その他、議会フェイスブックについて、お気づきになった点等ありましたら、ご記入ください。 

自由記述欄 

・フェイスブックも閲覧できませんので回答っできません。すみません。 

・時代に逆行するアナログ人間なので、山陽小野田市議会フェイスブックページにアク



セスすることが出来ませんでしたが、各所へ声掛けをして閲覧を出来るようになりまし

た。フェイスブックにアクセスするまで大変でしたが、一般の年配者の方が直ぐに出来

るのでしょうか？私だけが特別に機械音痴なのでしょうか？ 

・特筆すべき事項はありません。 

 

Ⅳ．議会報告会（議会カフェ）について、ご意見をお聞かせください。 

※コロナ禍にあるため、昨年の３月議会報告会から中止としておりますので、新しくモニ

ターになられた方は、これまで参加されたことがないかもしれませんが、ホームページに

掲載した内容から、ご意見を頂きますようお願いいたします。 

 

１．報告会の形式について   

①大変良い【 ３ 】人 ②良い【 ６ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答３人 

自由記述欄 

・堅苦しい感じがしないので宜しいと思います。 

・特筆すべき事項はありません。 

・少人数で意見が出しやすい。顔なじみの方が多いと安心等。 

２．報告会の内容について  

①大変良い【 １ 】人 ②良い【 ６ 】人 ③良くない【 １ 】人 ＊無回答４人 

自由記述欄 

・細かな話が出来そうな雰囲気ですねっ。 

・議員の中には間違った説明を平気で言っても修正しない議員に対して違和感を感じま

す。 

・何が良くて悪いか、私には分りません。 

・特筆すべき事項はありません。 

・参加者グループでディスカッション出来て良い。担当議員から説明を受けることが出

来るので良い。 

・報告が中心になるかと思うが、住民の意見もしっかり吸い上げて下さい。 

３．報告会の開始時刻について   

①大変良い【 １ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答３人 

自由記述欄 

・話し合われて決められたのでしょうから宜しいのではないでしょうか。 

・子育て家庭からの参加者が増えるような時間帯の検討をお願いしたい。 

・14:00からと 19:00から２回あるので都合の良い時間を選べて良い。 

・昼か夜しかむずかしいと思う。（高齢者は夜は困る方が多い。若い方は昼も夜も忙しい） 

４．報告会の開催時間について   

①大変良い【 １ 】人 ②良い【 ８ 】人 ③良くない【 ０ 】人 ＊無回答３人 

自由記述欄 

・丁度良い時間の長さだと思います。 

・特筆すべき事項はありません。 

・時間的には１時間 30分でちょうど良い。 



５．報告会の開催場所について   

①大変良い【 ０ 】人 ②良い【 ７ 】人 ③良くない【 ２ 】人 ＊無回答３人 

自由記述欄 

・市内であれば、何処でも大丈夫と思います。 

・いつも来ているのは、同じ方ばかりです。一回の報告会で議員一人につき三人まで連

れて来る事になっていると解釈しています。ないと思いますが議員によっては、沢山の

市民の方を連れてくる議員もいれば、全く連れてこない議員はまさか存在しないでしょ

うね。 

・たまには、サンパークでやってみたら？（昼間） 

・参加される議員の活動日・時間に余裕があれば、自治会館等の活用を検討されては如

何でしょうか。 

・いろいろご苦労いただいているが、もっと小さい単位で老若男女集えるように、自治

会単位が良いのでは。（議員さんは大変ですが） 

※その他、議会報告会について、お気づきになった点等ありましたら、ご記入ください。 

自由記述欄 

・調べ方が分かりませんでした。すみません。 

・議会報告会の報告書内にある、参加人数（市民）とあるのは、議員を除かれた市民の

人数なのでしょうか？ 

・新人議員の中には、全て先輩議員に任せて市民の意見に耳を傾けず意見すら言わない

議員がおられますが如何なものでしょうか。 

・素晴しい取組みと思っています。大変と理解していますが、がんばって下さい。 

・一般参加者の固定化が進まないような工夫について検討されては如何でしょうか。 

・議会が身近になる気がする。 

・自治会関係、女性会、老人会等の参加が予想される。若者や子育て中の方が参加しや

すい工夫が必要。（例えばＰＴＡの会、自治会の総会、会議の時）アンケートを拝見して

も６０代、７０代、男性がほとんどですね。 

 



 

令和３年１月２６日付 市議会モニター：樋口晋也 

                            

モニターからの意見 担当委員会 

 

  広聴委員会を見て 

 １月２６日の広聴特別委員会で「お知らせ」として、職務以外の意見は掲載しない旨の案内が出されること

が決定されました。これはただ単に委員長の指導力不足を露呈するもので、今さら全員に知らせるのは情けな

いと考えます。最初に説明していることです。議会のルールをルールとして、毅然と対応することが議会とし

て求められていると考えるが、いかがか。 

 

 

広聴特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年１月２８日付 市議会モニター：樋口晋也 

 

モニターからの意見 担当委員会 

 

  モニター意見の配布について 

 モニター意見の取扱いは機関決定され、その手順によって進められております。そのことに異議はありませ

んが、提出のタイミングにもよりますが、モニターの意見が提出されてから、議員各位に配布されるまでにタ

イムラグが発生しているようです。 

 モニター意見の配布については、議員に対して随時渡されるようなルールが良いのではないでしょうか。 

 

 その理由として 

１．まとめてモニターの意見を受け取った場合、数が多いときにしっかりと読めないことがあり得ること。 

２．委員会を見ての意見などは、議員が記憶のある間に読んでいただくことで、より理解が深まる可能性が強

いこと 

３．モニターの意見についての検討には一定の時間が掛かります。これはしようがないことですが、内容によ

っては速やかに検討を要するものや、議会として実行できることもあるかもしれません。そういった情報を取

りこぼさないためにも、タイムリーな周知を行う必要性があるのではないか。 

 

 

広聴特別委員会 

 

 

 

 

 



開催に向け努力致します。約1年間、議会カフェを

開催できず、議員一同、大変残念な思いでいっぱいです。

                                  主催:山陽小野田市議会
                                    【問合せ先】議会事務局 ☏８２-１１８２

なお、6月議会報告会につきましては、できる限り

3月議会報告会議会カフェ

国内でワクチン接種が始まりまし

たが、 コロナウイルス感染症の収

束がいつ頃になるか分かりません。

市議会としましては、市民の皆さ

まの安全を最優先に考え、誠に残

念ではございますが、3月議会報

告会「議会カフェ」を中止と致しま

す。

何卒、ご理解の程、宜しくお願い



議会報告会中止の周知について

・周知方法

①市広報

②議会HP

③議会FB

④宇部日報

⑤議員一人チラシ３枚

⑥会場にポスター

名　称 担当者

本山公民館・体育館 中岡副委員長

きらら交流館 中岡副委員長

赤崎公民館・体育館 長谷川委員

須恵公民館 奥委員

中央図書館 奥委員

高千帆福祉会館 杉本委員

高千帆公民館 杉本委員

有帆公民館・体育館 吉永委員長

高泊公民館 中村委員

厚陽公民館 中村委員

厚狭地区複合施設 森山委員

出合公民館 宮本委員

津布田会館 伊場委員

埴生公民館 水津委員

小野田商工会議所 奥委員

山陽商工会議所 宮本委員

市役所 吉永委員長

厚狭漁協組合 中村委員

２０２１．３．２２　広聴特別委員会資料


