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１、アンケート実施の概要 

（１）対 象 者  市民と語る会参加者（令和 3 年 11 月 1 日～17 日開催分） 

（２）実施方法  各会場で来場者に配付及び回収 

地域 地区 参加者数 
令和元年度 
議会報告会
参加者数 

参加者数 
比較 

アンケート 
回答数 回答率 

庄原（8） 

庄原 31 34 ▲3 28 90％ 

高 9 7     2 9 100％ 

本村 18 16 2 18 100％ 

峰田 25 12 13 24 96％ 

敷信 9 8 1 6 67％ 

東 21 21 0 19 91％ 

山内 7 11 ▲4 6 86％ 

北 18 8 10 17 94％ 

西城（2） 
西城 20 11 9 16 80％ 

八鉾 6 11 ▲5 6 
 

100％ 

東城（7） 

帝釈 28 21 7 27 96％ 

小奴可 36 9 27 32 89％ 

田森 12 21 ▲9 9 75％ 

八幡 15 27 ▲12 15 100％ 

東城 32 17 15 23 72％ 

久代 16 20 ▲4 16 100％ 

新坂 15 13 2 12 80％ 

口和（1） 口和 18 8 10 15 83％ 

高野（1） 高野 19 10 9 18 95％ 

比和（0） 比和 開催なし 
 

10 － 
 

－ 
 

－ 
 総領（1） 総領 27 34 ▲2 23 85％ 

小計（20） 382 329 53 339 89％ 

団体（1） 比和やまびこ会 15 － 15 13 87％ 

合計（21） 397 329 68 352 89％ 

【実績】 

 実施年度 会場数 参加者数 回答数 備 考 

１ 平成 23 年度 22 488 394 口和地域:口北地区・口南地区 

２ 平成 24 年度 21 369 287  

３ 平成 25 年度 21 328 261  

４ 平成 26 年度 21 430 343  

５ 平成 27 年度 22 446 357 特設会場:ジョイフルながえ 

６ 平成 28 年度 21 375 324  
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 実施年度 会場数 参加者数 回答数 備 考 

７ 平成 29 年度 21 427 365  

８ 平成 30 年度 16 255 220 豪雨災害のため５会場で中止 

９ 令和元年度 21 329 282  

10 令和２年度 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

11 令和３年度 21 397 352 新型コロナウイルス感染症対策のた
め比和会場開催なし 
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２、アンケート結果 

 

 

 

【性別】 

性別 回答数 

男 288 

女 62 

無回答 2 

合計 352 

 

 

【年代】 

年代 回答数 

20 未満 0 

20 代 1 

30 代 8 

40 代 31 

50 代 33 

60 代 138 

70 以上 140 

無回答 1 

合計 352 

 

【住まい】 

地域 回答数 

庄原地域 130 

西城地域 20 

東城地域 132 

口和地域 16 

高野地域 17 

比和地域 14 

総領地域 21 

市外 1 

無回答 1 

合計 352 

男

82%

女

17%

無回答 1%
性別

20未
0%

20代
1% 30代

2%

40代
8%

50代
9%

60代
39%

70上
40%

無回答
1%

年代

庄原

37%

西城

5%

東城

37%

口和

4%

高野

5%

比和

4%
総領

6%

市外

1%

無回答

1%

住まい
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【何で知りましたか】 

回答 回答数 

① チラシ 169 

② 住民告知放送 115 

③ 議員、知人など 142 

④ ホームページ 10 

⑤ 無回答 18 

合計 454 

【回数】 

回答 回答数 

① 年１回 197 

② 年２回 102 

③ その他 16 

④ 無回答 37 

合計 352 

【時間】 

回答 回答数 

① 長い 30 

② 普通（ちょうどよい） 228 

③ 短い 13 

④ 無回答 81 

合計 352 

【参加動機】 

回答 回答数 

① 会の内容への興味 142 

② 議員との懇談 94 

③ 知人等に誘われた 36 

④ 参加依頼があった 130 

⑤ その他 29 

⑥ 無回答 11 

合計 442 

⓵チラシ
37%

②住民告知

放送
26%

③議員、知人

などから
31%

④市議会ホーム

ページ
2%

⑤無回答
4%

何で知りましたか

⓵年１回
56%②年２回

29%

③その他
5%

④無回答
10%

回数

⓵長い
8%

②普通
65%

③短い
4%

④無回答
23%

開催時間

⓵会の内容

への興味
32%

②議員との

懇談
21%

③知人等に

誘われた
8%

④参加依

頼があった
29%

⑤その他
7%

⑥無回答 3%

参加動機
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〇内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見の出しやすさ 】 

回答 回答数 

① 良い 128 

② 普通 182 

③ 悪い 22 

④ 無回答 20 

合計 352 

【全体の感想】 

回答 回答数 

① 良い 127 

② 普通 182 

③ 悪い 18 

④ 無回答 25 

合計 352 

【答弁のわかりやすさ】 

回答 回答数 

① 良い 98 

② 普通 203 

③ 悪い 27 

④ 無回答 24 

合計 352 

⓵良い
36%

②普通
52%

③悪い
6%

④無回答
6%

意見の出しやすさ

⓵良い
28%

②普通
58%

③悪い
7%

④無回答
7%

答弁のわかりやすさ

⓵良い
36%

②普通
52%

③悪い
5%

④無回答
7%

全体の感想



・病床減の提起については、一方的な不満を受け入れながら改善していることを伝える対応だった。偏った意見が
あった時に他の人の意見を聞くなど、意見を集約した方が良い。

・出席議員の専門分野について説明があれば、もっと充実した内容にできたものと思う。

・答弁のある会ではないのではないか。

・議員が本当に勉強不足だし他方の議員ばかりである。

・参加者がまだ運転できる人たちで、これから先の心配はあるにしても今は大丈夫との思いの中で、テーマが合ってい
なかったのでは?

・新たな発想の転換をとあったが、すぐの事にはならない。その間をどう過ごしていくか?

・あらかじめ議題を提示していたので、議会としての明確な説明を出してほしい。

・本会の目的が理解出来ていないので議論や意見交換にならない。議員の皆さんの住民の将来についての考え
（行動）や課題解決への取り組みが分からない。

・議員は自分の感覚で話す人が多い。住民意見に同調して具体的に進めたいという人は一部だった。もっと市民の
声を行政に伝えてほしい。

・具体策としての回答は無理でしょ。

・議員の方が各地区の現状を知らないでの話で現実味がない!

・共通課題であった①「かんぽの郷」②「小中学校整備計画」の簡単な報告を受けたかった。（流れを）

・聞き手に回ってもらいありがとうございました。

・市民の意見を受け止める場として良いが、来ることのできない人も言えない人もいるので、できるだけ個々の所で耳
を傾けてほしい。

・議員に各会派がおられる事により、議員もまちまちな意見になる。これが良い事か悪い事かわからないけれども、少
人員で参加できる会がほしい。

・進行が上手で聞きやすい。

・議員の答弁⾧過ぎる。

・保護者・地域の賛成がなかったら統合させないと全員の議員さんがおっしゃったのが希望です。

・終了予定時刻は最初に示せば、相方で上手な時間の使い方ができるのでは!

・市民の代弁者としてどう行政を動かしていくか、市の発展の為の責任と行動を願う。

・今年から変化したやり方で良いと思います。

・会の開催にあたり尽力された方々に感謝致します。

最後、議員報酬２期ぐらいではいいのではと意見がありましたが、庄原の報酬で良くがんばられていると思います。

【庄原地域　山内地区】11月11日（木）3班

【庄原地域　北地区】11月5日（金）4班

【西城地域　西城地区】11月10日（水）2班

問８．４その他（語る会の内容についてのご意見）

【庄原地域　庄原地区】11月15日（月）1班

【庄原地域　高地区】11月9日（火）2班

【庄原地域　本村地区】11月12日（金）3班

【庄原地域　峰田地区】11月1日（月）4班

【庄原地域　東地区】11月8日（月）2班

 ６



・問題が大きすぎ、この短い時間で議論を深めていくのはたいへん難しかった。色々、地元議員、会派等も含めて議
論を深める必要を強く感じました。

・前回は近藤議員、桂藤議員が来られてとても聞く耳をもって、その後の市政に生かして頂いています。帝釈で行っ
ているので、帝釈の意見をしっかり聞いていかして欲しい。

・議会側ではなく振興区について、意見が出しにくい。
・振興区側の意見提案の主旨がぼやけけて分かりにくい。また、何が言いたいのか不明。

・聞く方向で司会されていたので、参加者もいい時間になったと思います。

・高齢化と人口減の中、この地でどう生計を立てて暮らしていけるか不安。（これから生きる子や孫世代）

・検討すべき。議員さんしゃべりすぎ。半分以上議員さん?発言しにくい進行でした。

・行政ではないので、行政的答弁はできないが、議員と議会の役割を明確化し、議会としての意見を行政に対して
提案ができるくらいの政策提案をしてほしい。そのためには議員間の討論を活発化してほしい。

・フリートークで良い点もあるが、焦点がぼやけた印象である。市全体の「語る会」のまとめを市民に対して報告してほ
しい。

・話があちこちにとびテーマが見えなくなったと思う。

・課題を限定しない方が良い。

・これまで何回か参加してきたが、今年からの語る会は充実した内容であったと思う。

・小学校の再編はあってはならない。

・東城高校の良さなど、たくさんの意見が出て、聞かせていただき良かったです。

・やはり具体例が一つしか出ていないため、意見が出しにくく、答弁が優等生である。

・人の意見に感情的になるのはいかがなものか。

・語る内容をしっかり聞いていればよかったのですが…。

・議会活動の報告がなくなったのは非常に良い。→ムダである。

・回答が十分でなく、時間も短い。

・非常にこのような会をもっていただいて良かった。

・よく解らない。全体的に。

・何の話（意見）になっても結果が出ない。

・マスクをしての話なので、語尾がはっきりしなくて聞き取りにくい。

・市民と語る会を毎年開催してください。

・市営住宅の問題は良かった。

【口和地域　口和地区】11月5日（金）2班

【高野地域　高野地区】11月17日（水）3班

【総領地域　総領地区】11月9日（火）1班

【西城地域　八鉾地区】11月8日（月）1班

【東城地域　帝釈地区】11月16日（火）3班

【東城地域　小奴可地区】11月15日（月）3班

【東城地域　東城地区】11月11日（木）2班

【東城地域　久代地区】11月4日（木）4班
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・比和地区のみ「語る会」の開催が無いのは何故か?

・もっと市民の意見を聞く機会を多く持って実情を知ってほしい。現地を視察調査してほしい。

・忌憚のない意見交換ができた。

・市議の割振の件。庄原で実施の場合、地元選出の議員が出席するように。

・問題意見に対し、議員に真摯に対応してもらった。

・議員さんありがとうございました。住民の声を聞く機会を出来る限り多く持って頂き、今後とも共によき庄原市づくりの
為歩みたい。

・周知方法について、多く市民の皆さんに参加してもらい、多くの意見を聞くことは大事だと思いますが、周知の方法
を今一つ検討の要があると感じます。

・市政への反映をぜひお願いします。（本日の討議内容を）

・高地区は山と川の⾧細い町です。災害が発生すると孤立する市場地区・夜燈地区は毎年災害に合う。生命を守
る災害防止対策を整えるため、議員現地視察を願う。

・報告会よりこのスタイルが良いと思いました。

・電柵等設置への補助金は現在田んぼに対してのみ出されていると思いますが、畑に対しても支給してもらいたい。

・参加者の意見に個人の考えを述べる、懇談会形式にしないよう。

・課題は個別にあるが総合的に見た解決策を考えてほしい。

・獣害対策については自分の思いではなく正しい技術論を理解して取り組み頂きたい。

・同じ目線、同じテーブルで考える事が今後より重要になっている。共同の力でどうにかしたいと思う。

・意見に全く耳を傾けないで、住民の自己責任にしていく。前向きに考えていくことができない議員も見受けられた。
地域の実情・状況を勉強して来てほしい。これまでの地域の意見など。行政の立場ばかりを話す議員もいた。

・議員定数は削減すべきでない。報酬は増額すべき。もっと議員は市民の声を聞き、活動していくことが市民の代表
として大事だと思う。

・議員の皆様の答弁は議会としての答弁ではない。

・高齢化が進む中、先が見えない不安を皆抱えています。とにかく定住化人口の増への取り組みを期待します。

・地域の問題点が多く有る事が判明し良かった。

・市議の適正定数の検討をよろしく。

・特に得るものはなかった。

・語る会-進行方法のやり方を良く話し合って下さい!

・今後は各地の現状を調べてください。

・テーマに対する区民の意見を聞くことも必要です。又、テーマにそった実施地区があるので他の地域の情報も教えて
いただければよかった。（市民タクシーについて）

・なごやかに会が進み、ありがとうございました。

【庄原地域　庄原地区】11月15日（月）１班

【庄原地域　高地区】11月9日（火）2班

【庄原地域　本村地区】11月12日（金）3班

【庄原地域　峰田地区】11月1日（月）4班

問９　語る会の感想、市議会に対するご意見
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・参加者（議員）の思いを聞くこともできて良かったのではないか?

・従来の議会報告会より、この度の語る会は大変有意義であった。（具体例と細部の内容がより分かり易かった）

・市議会として何を重点とするのか。市の人員増が必要では。その為に最重要とする必要があるのでは。
・企業でいえば、三次庄原北部地区全体で考えるべきでは。庄原三次は農業が中心だが、食が今問題となって来
るので、そこらを考えて子供が増出来るよう考えるべきでは。

・選定された討議テーマ以外の事を聞きたかったのですが、その話題を出しにくい雰囲気でした。自治会役員の方が
決められたテーマということですが、もっと幅広い話が聞きたかったです。取り組み自体は良いと思います。

・今後も多く開催して下さい。

・言っただけ、聞いただけでは何も生まれないので、今日の疑問や意見に対する回答、取り組みを振興区に知らせて
ください。

・できるだけ議会傍聴に行きたいです。

・若者の定住対策。

・参加して色々な意見や市議さんの説明や参加者の思いが解って参加して良かったのではないか!

・質問などに対して丁寧に説明してもらいました。（わかってないことがわかりました。）

・市職員の負担軽減を図っていく工夫をしてください。

・個人的に依頼して参加していただくような議員に意見が言いたい。

・西日本一の面積を持つ庄原市、自然も豊かなので林業関係に力を入れてほしい。

・市民のため頑張って下さい。

・議会だよりを情報としております。

・くれぐれも丸投げ行政とならぬようお願いします。わかり易い答弁を頂きました。答弁の通りになるようご尽力頂きま
すようお願いします。

・司会（近藤さん）が明確で良い。

・今日は議員さんの個々の意見をと云う事でしたが、今、自分が議員として、自分は今後こうしていきたいとか、こん
な努力をしていると云う事が少なく少しがっかりしました!

・市の将来を考えて議員活動を続けていただく様希望する。

・個別案件での意見交換には、議員の皆さんに事前に資料・状況の説明をしたうえで行うべきだったのでは?!特に
（１）旧川北小学校跡地利用について。

・北地区会場では案件が少し多かった。やはり案件は２つくらいで深く話し、意見交換をして来場の皆さんが発言で
きる雰囲気ができれば「市民と語る会」の目的達成では!

・この機会を続けてほしい。

・地元の話を聞く。ビジョンを話し合う。庄原市のリーダーの説明が必要。庄原市の実態を見える化して話し合う必要
がある。

・人口減に対して、具体的な取り組みが見えない。赤字財政の対策を。出るものを絞る話ばかりでなく、入る話を展
開してほしい。企業誘致や新規事業の取り組みや導入等々。

・参加して良かったです。本音、お気持ちをまっすぐ伝え合えた会と思います。多くの問題の中でこの地域なら希望が
持てると思いました。さらに対話から持ち帰りの約束があった事、楽しみにしています。

【庄原地域　北地区】11月5日（金）4班

【庄原地域　東地区】11月8日（月）2班

【庄原地域　山内地区】11月11日（木）3班
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・なかなか問題だらけですが、しっかりやっていきましょう。お願いします。

・問題点が出されているので、出来るだけ取り組みをしてほしい。

・健康に用心して元気で過ごしてください。

・車座・円卓の方が良いかも。会の内容からもフラットな配置の方が話しやすい気がします。全員が同時に話せるよう
な形（マイク×）。

・国利・松本若い両名がいたので参加させてもらいました（桂藤さんも）。初めてだったので新鮮でしたが、あまり楽し
い会ではなかったです。（将来への暗い話ばかりで）

・新たな試みとして有意義でありました。意見交換というやり方は議員として必要なことではあると思います。

・議会答弁とは違って議員ひとりひとり個性が出て良いと思いました。

・地元議員との対話の席。

・林議員の活動報告は楽しみにH.P見ています。

・市民の声をよく聞いていただけたらありがたいと思います。そして、議会の内容を届けるのが難しいとは思いますが、そ
れもお願いしたいと思います。

・今後共よろしくお願いします。

・車座で座ればもっといいと思う。

・ていねいなお話をいただき、ありがとうございました。またよろしくお願いします。

・H30の災害であれだけ遅いのが良くわかりました。夏に２％の支払いをして、11月に下田建設の方が現地を見に
来られましたが、冬に工事が入ってかと聞くと、冬は河川に入るので、5,6月に入らせて下さいとの事で断りましたが、
市の職員のその間説明の無さ、忙しいのはわかりますが、その間一言もないのは不満に思います。役所に行けば親
切に対応はしていただけますが。

・議員の話す内容が難しく理解しずらい事があった。

・現状とのギャップをとても感じた。

・学校統合がきっかけになって不登校になった児童数が多く感じる。教育を受けるのは子供達で、教育を受ける環境
づくりは大人の役割です。統合する事で学校に行けない子供が増えるという事があってはならないと思う。

・各テーマである程度の話が聞けました。

・もう少し少人数でやりとりする方法もあってよいのではと思いました。例えば議員1人に市民5人とか。

・全員の議員が出席するように願う。

・議員の方の個人的な意見が聞けて良かった。

・議員の方の日常の活動について、最近、SNSなどを活用した情報発信があり、活動内容や考え方がわかるので、
より多くの議員の方の情報発信を期待しています。

・話し合いが深まり良かった。

・住民との対話（本音）が必要であり、今回のような内容は大変良いと思う。継続していただきたい。

・教わる事が多かったです。

・議員と地域住民が近くで話せる場が多くあれば良いですね。

・一般住民の参加がなかった。告知が悪かったと反省している。

・参加者が少ないのが残念です。

【西城地域　西城地区】11月10日（水）2班

【西城地域　八鉾地区】11月8日（月）1班
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・今までの市民報告会より今回の方が色んな意見が出て良い。

・ざっくばらんな意見を聞かせていただくことができて良かったです。また参加したいと思いました。

・自治振興区の仕事がたいへん多様化して大変です。次の職員がいない。

・なかなか議会だより等を読む機会が少ないので質問に対する解答を見る事が出来ていない。何かいい方法で回答
を出してほしいと思います。

・回答がテキパキと返って来て気持ち良かった。

・本日出た意見についての回答や意見については（個別に）振興区に返していただけると良いと思います。

・なぜ地元の議員が地元の会に出ないのですか?

・どの地域も見えない部分があるが、全てを満足させることは無理だと思います。少しでも一歩前進の建設的な政策
提議をして頂きたい。
・市民の声を実現させる為に市の職員をうまく活用して下さい。皆様に期待しております。

・自伐林等をしていますが、ぜひ林道整備に市の予算を付けて下さい。

・この会に参加して、庄原市の現状、問題が沢山あると知ることができました。どの問題もむずかしいと思うが取り組ん
でほしいと思います。よろしくお願いします。

・今までの議員さんの説明だけでなく、住民の意見の発表が多かったように思います。

・市民と議員の距離が縮まる取り組みを期待します。

・比和の人が比和でも開催してほしかったと悲しんでいました。

・地元に応じた意見交換で良かったと思います。

・JR東城駅と備北バスをつないでほしい。（小奴可駅・内堀）

・草刈りをしてほしい。(安い値段で）

・村部では経済成⾧は難しいと思うので、住み続けられる楽しみの様な方向にしかならないと思います。観光より、今
いる子供達が住み続ける。退職者が帰って来やすい場所つくりになればと思います。

・空き家について持ち主はどうするのがベストなのでしょうか。壊して空き地にすると固定資産税が高くなるとか。空き家
と認定されても上がるなどの話を聞きました。子や孫の代にその負担がいくことに心がいたみます。

・こうして議員さんが出動されて話し合われる企画ですが、素晴らしいと思います。この企画は続けてほしい。「住民の
声を聞く」活動を今後一層発展させてほしいと思います。

・進行を工夫する必要がある。

・問題提起の仕方、現状の把握を十分して開催してほしい。

・議員の考えをはじめに述べるべきではないか。事前に問題提起しているので。

・市民と語る会の方向性の検討が必要。

・色々と意見を聞くことができてよかったです。

・初めて参加させてもらいました。

・買い物弱者については個別注文と予約注文があったら良いと思います。

・なかなか要点がみえづらい話し合いであった。しぼり込みが何になっているのかわかりづらかった。もう少し回数が続け
ば違ってくるかと思います。

・市議会議員なので、国や県の方針などを理由にしないで自分の意見を聞きたい。

・市道の草刈りを年２回してほしい。市道の点検を。

【東城地域　小奴可地区】11月15日（月）3班

【東城地域　帝釈地区】11月16日（火）3班

 11



・動きが見えない。どういう庄原市を作りたいのか伝わらない。議員が働いていれば、すでに暮らしは、庄原市は良く
なっているはず。その為に語る会は月１回必要となる。

・議会は住民の代表であることを心に止め頑張ってもらいたい。

・市の未来像を語りたい。

・人口減・少子化は見ているしかない。

・意見交換という手法を取られたが、テーマのみで詳細な状況がわからず（資料等もなく）意見が出しにくい面があ
る。
・行政が行う説明会と違い、議員さんなので、課題（質問）に回答しづらい（できない）のは理解できるが、基本
的に質問はできず、意見を述べるとのスタイルは中々難しい面がある。

・人口減少に対する根本的な回答、方策等の話がなかった。

・市民の声を市に届けていただきたいです。

・空家対策への助成金の増額を検討願いたい。地域に空家があるが、少額の助成金では居住可能にする事が出
来ない。
・地元の議員が複数人参加してほしい。

・語る会での話が市政に生かされるようにしてほしい。聞いておくだけでは市民と語る会の意味がないと思う。

・開催回数も市政に生かされることにつながるなら多くても良い。

・意見交換、いい手法だと思います。できれば日中、座談会みたいになれば参加者も増えるのでは?!

・今後も継続してほしい。

・進行が上手でした。

・地域ごとのテーマを設けられたことは大変良かったと思う。

・東城高校の魅力づくりはどうあるべきかもっと考えていきたい。

・東城高校の存続を願うひとりです。ありがとうございます。

・今夜は東高に関する話題。しかし、現在は将来にわたる建設的な意見が見られなかった。それが残念でした。又の
機会に。やっと山木一守さんから具体例が出ました。

・司会のすすめ方がよかった。

・議員さんがよく調べて下さりありがとうございました。

・少子化対策を大至急行わないと今後大変な事になるのでは?

・回を重ねてほしいです。

・⾧い目で見た時、若い人の独身の人達が減る事も考えてみて下さい。

・参加者の強い「東城愛」の熱い想いを聞けて有意義であった。

・庄原市(東城町）への移住促進の助成等（若い世代を対象に）の充実をお願いしたい。

・非常に良かった。意見もかなり出て良かった。

・あるのが当然だと考えている地元の高校!何の選択肢もなく行った学校!カラーのある学校にどうしたらなるか（普
通科だけで）。例えば看護科とか福祉科とか。（そういう案は出ていると思いますが）

・議員さんの話が⾧すぎる時があった。

【東城地域　八幡地区】11月16日（火）4班

【東城地域　東城地区】11月11日（木）2班

【東城地域　久代地区】11月4日（木）4班

【東城地域　田森地区】11月17日（水）1班
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・出された意見をくみ上げてほしい。

・人口減少対策について　議員の出身振興区の宣伝が⾧すぎ。→こちらから意見を出す時間が少なかった。

・要望等の案件について重要課題としてご協議ご検討お願いいたします。

・庄原市、地域を大切にの思いをしっかり進めてください。

・昨年も久代中央線の話が出ましたが、努力しますと今年も同じ事を言われますが、もっと住民の事を考えて努力し
て下さい。工場の中を通って行く道はどこにもありませんよ!事故があってからでは遅いと思います。頑張って予算を付
けて下さい。
・よろしくお願いします。がんばって下さい。

・設定テーマにも問題があったが、それぞれが一方的な話になったことが課題に思った。

・市民の声を届けてください。私達が新坂で暮らし続けるために皆さんの力で生活を守るためのご支援をお願いしま
す。
・「市民と語る会」の話し合い結果を市議会ホームページでなく、広報「しょうばら」などの多くの人が閲覧するものに掲
載していただきたい。

・交通機関がない所で運転免許がなくなれば手段がない。地域を運行してもらうバス、タクシー等の利用方法は生
活に大事なことです。必要です。

・地域のみなさんがそれぞれの思いを話すことができて、このような会があって良いと思います。貴重な会だと思います。
ありがとうございました。

・農業の市なので声に出して言えませんが、動物の駆除について心を痛めている市民も私も含め確かにいます。共存
していかないといけないと思う。人間が１番ではない、人も動物も同じ命です。

・だいたい良かった。

・１回目で提言にはならなかった。時間制約は出席者を発言停止されているようだ!!

・教育⾧の再任も聞きたかった。賛成された議員に。

・まとまりがない会だった。

・高齢化を迎え、地域の活発化が無くなっている。地域内の技術の継承が出来ない。共働き家庭が多く、農業が下
がっている。農家の後継者が一家（農業）を継ぐこともなく、農業に意欲のある人が跡継ぎになって農業技術を継
ぎ、後継者、技術の継承が出来るような制度を期待します。

・今やっている報告よりも先に行う事を考え語っては?

・あいさつない。

・市立小学校件又教育者声がない。

・会に集まられているメンバーさんの幅のせまさに驚きました。口和会場の特有のものでしょうか?

・第１回の会の開催に感謝申し上げます。今後に期待いたします。

・日常生活の中で議員と懇談する場、機会が全くない。議会議員との溝を感じる。

・ありがとうございました。庄原市発展のために今後ともこのような会を持って頂きたいと思います。

・参加者に対してていねいに説明されていました。良かったです。

・教育⾧について、一度やめた人を又再任しているのはおかしい。

・選挙の時は人口減少対策を言っておられたのですが、現在どのような活動をされておられるのでしょうか。

【東城地域　新坂地区】11月16日（火）1班

【口和地域　口和地区】11月5日（金）2班

【高野地域　高野地区】11月17日（水）3班
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・私の住んでいる地区でUターンされて農業をされている家族がおられますが、住宅がないため口和から通われていま
す。また、道の駅たかのに新しく３人の方が職員になられましたが、住宅がないため三次から通勤されています。人口
増加のためにも高野に住宅を建てるよう活動してもらいたい。

・知らないことが多々あり、勉強になりました。

・ありがとうございました。初めての参加でしたが、勉強になりました。

・個人的には…のお言葉を何度か伺いましたが、今日お話しされたお話・お言葉は全て議員さんとしての発言、全員
の意見ですよね。提案は持ち帰られご協議いただけて、又ご回答いただけるものと思っています。

・市議会というより行政に質問ですが、選挙開票所の合理化出来る所はした方がいいと思います。例）上里原集
会所の開票所はなくてもよい。ポスターの設置場所の削減。例）下門田後谷の設置場はなくてもよい。

・議員さんの個人的な思いも聞けてよかった。庄原市がよくなればいいなと思います。

・情報開示は本当にどうにかしてほしい。

・市議会がそれぞれの地域をどう見ているのか?

・庄原をどういう方向に向けようとしているのか?

・デジタル化を取り入れる前に使う人の気持ちになって考えてほしい。

・今回の話し合いが一歩でも前に進められる事を望む。

・全てを最弱者の気持になって取り組んでほしい!

・今日の意見を市に届けてください。そして、解決できるように審議してください。

・もっと会を開く。

・身近に議員の皆さまの考え・思いを聞かせていただき有意義な時間でした。

・（議員のいない）総領住民の思いも大切に議員活動をして下さい。よろしくお願いします。

・必ず返答を。

・たくさんの意見が出ましたが、必ず返答を返してほしい。５名の議員さんに期待しています。

・大変有意義な時間だったと思います。定期的に開催いただければと思います。

・具体的な内容と、返答も真摯に感じられ、来てとてもよかったです。これからもよろしくお願いします。

・市民と語る会を毎年開催してください。若い議員の活躍期待します。

・五島議員　中学校庄原で一校、それぞれの地区にキャンパスを置くという考え賛成です。

・いろいろ意見交換が出来て良かったです。

・要望した事が数年かかっても実施されないのはなぜか。比和地域は特に聞き入れてもらえないのでしょうか。

・１年に２回開催してほしい。

・直接、意見が言える事

・本日の意見をぜひ実行に移して下さい。

【総領地域　総領地区】11月9日（火）1班

【団体　やまびこ会】11月9日（火）1班
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１５ 
 

令和 3 年度 市民と語る会アンケート 
 

本日は「市民と語る会」にご参加をいただき、誠にありがとうございます。 

お手数ですが、次のアンケートにご協力をお願いします。 （該当部分に〇印をしてください） 

 

１．お住まい   庄原  西城  東城  口和  高野  比和  総領  市外 

２．性別    男性   女性 

３．年代     20 歳未満   20 代   30 代    40 代    50 代    60 代    70 歳以上 

４．この会を何でお知りになりましたか（ 複数回答可 ） 

  １ チラシ   ２ 住民告知放送  ３ 議員、知人などから  ４ 市議会ホームページ 

５．開催回数     １ 年１回がよい    ２ 年２回がよい     ３ その他（   回） 

６．開催時間    １ 長い      ２ ふつう（ちょうどよい）   ３ 短い 

７．参加された動機について（ 複数回答可 ） 

１ 会の内容への興味     ２ 議員との懇談     ３ 知人等に誘われた 

４ 参加依頼があった     ５ その他（                   ） 

８．語る会の内容について、ご意見をお聞かせください。 

 １ 意見の出しやすさ  （  良い    普通    悪い  ） 

2 答弁のわかりやすさ （  良い    普通    悪い  ） 

3 全体の感想     （  良い    普通    悪い  ） 

4 その他         

 

 

9．本日のご感想、庄原市議会に対するご意見等ございましたら、ご記入ください。 

※ 個人情報を記入された場合、その内容は議会内でのみ使用し、他への開示はいたしません。 

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 


