旭川市議会に関するアンケート調査結果
【全体版】
1 調査の概要
(1)調査目的
市民の議会への認知度，ニーズや課題等を改めて把握し，市議会がこれまで取り
組んできた広聴広報活動の更なる充実化に向け，検討するための参考とする。
(2)調査対象
中学生以上の旭川市民
(3)調査方法
ア 市政モニター調査
市政モニターに電子メールで回答依頼を行ったもの。
イ インターネット調査
市議会ホームページに回答フォームを開設し，市民に市広報誌及び市フェイス
ブックで回答の呼びかけを行ったもの。
(4)調査期間
ア 市政モニター調査
平成30年10月11日（木）～平成30年10月25日（木）
イ インターネット調査
平成30年10月11日（木）～平成30年11月7日（水）
(5)回答者数
337人
市政モニター調査
89人（回答率69.53パーセント）
（内訳）
インターネット調査 248人
※設問ごとに，回答人数を「ｎ＝○」と表示している。
※各設問の構成比（パーセント）は小数点以下第３位を四捨五入しているため，合計
しても100パーセントにならない場合がある。また，複数回答の設問では，合計が100
パーセントを超える場合がある。
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2 回答者の属性
(1)性別
回答数
性別
184
男性
153
女性
337
総計

女性
45.40%

男性
54.60%

(2)年代
性別

年代

男

中学生
高校生（高校生と同年齢
を含む。）
10代（中学生，高校生を
除く。）

20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
総

計

2
5
1
10
33
62
42
20
8
1
184

女
0
5
0
21
44
46
31
6
0
0
153

総計
2
10
1
31
77
108
73
26
8
1
337

80代
0.30%
60代
7.72%

ない
4.75%

10代（中学
生，高校生
を除く。）
0.30%

20代
9.20%

50代
21.66%

30代
22.85%

40代
32.05%

3 設問別調査結果
【１】市議会に興味や関心がありますか。
n＝337
とてもある
85
少しある
161
あまりない
75
ない
16

あまりな
い
22.26%

70代
2.37%

中学生
0.59%

高校生（高
校生と同年
齢を含む。）
2.97%

とてもある
25.22%

少しある
47.77%
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【２】どのような方法で市議会の情報を得ていますか。（６個まで選択可能）
n＝337
市議会だより
182
新聞
120
市議会ホームページ
42
議員個人のホームページ，SNS
98
議員個人の報告書や報告会
51
その他
41

市議会だより

54.01%

新聞

35.61%

市議会ホームページ

12.46%

議員個人のホームページ，SNS

29.08%

議員個人の報告書や報告会

15.13%

その他

12.17%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

【その他の内容】
・市の広報誌。 （50代男性，40代男性，20代男性，30代女性）
・広報。（40代女性）
・雑誌。（50代男性，40代女性）
・北海道経済やメディア旭川などの広報誌。（30代女性）
・テレビ。 （20代女性）
・テレビ（ポテト）（高校生（高校生と同年齢を含む。）女性））
・ＳＮＳニュース。（50代男性）
・直接議員から話を聞いたりしております。（40代男性）
・市議の方と直接、イベントや研究大会などで話したり、情報交換をする。（50代男性）
・市議以外の方からの情報。（30代男性）
・家族。（中学生男性）
・噂。（60代男性）
・市議会の情報を得れるなんて知らなかった。（30代男性）
・興味がない。（40代女性，30代女性）
・情報を得ていない。
（60代男性，40代男性，30代男性，50代女性，40代女性，30代女性，20代女性，高校
生（高校生と同年齢を含む。)女性）
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【３】市議会の会議等の傍聴についてお答えください。
n＝337
傍聴したことがある
38
傍聴したいが方法が分からない
89
今後，傍聴したい
112
傍聴したいと思わない
98

傍聴した
いと思わ
ない
29.08%

今後，傍
聴したい
33.23%

傍聴した
ことがあ
る
11.28%

傍聴した
いが方法
が分から
ない
26.41%

【４】市議会では，「本会議のインターネット中継」を行っていますが，視聴したことは
ありますか。
よく視聴している
時々視聴している
知っているが視聴したことがない
パソコンやスマートフォン等の端末がないので視聴できない
インターネット議会中継を知らない

インター
ネット議会
中継を知
らない
51.63%

パソコンやス
マートフォン等
の端末がない
ので視聴でき
ない
0.30%

よく視聴し
ている
1.48%
時々視聴
している
11.28%

知ってい
るが視聴
したことが
ない
35.31%
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n＝337
5
38
119
1
174

【５】市議会だより（広報誌）について，臨時号を含め年５回発行していますが，どの程
度お読みですか。
n＝337
78
106
56
31
66

毎回読んでいる
時々読んでいる
ほとんど読まない
まったく読まない
市議会だよりを知らない
市議会だ
よりを知ら
ない
19.58%

毎回読ん
でいる
23.15%

まったく読
まない
9.20%

ほとんど
読まない
16.62%

時々読ん
でいる
31.45%

【６】【５】で，「毎回読んでいる」，「時々読んでいる」とお答えになった方におたず
ねします。どの記事に興味がありますか。（３個まで選択可能）
n＝184
77
85
72
121
37
17
5

本会議の結果
主な議案のあらまし
議案賛否の一覧
議員の質疑・質問及び答弁内容
請願・陳情
常任委員会・議会運営委員会・広聴広報委員会の動き
その他

本会議の結果

41.85%

主な議案のあらまし

46.20%

議案賛否の一覧

39.13%

議員の質疑・質問及び答弁内容

65.76%

請願・陳情

20.11%

常任委員会・議会運営委員会・広聴広報委員会の…
その他

9.24%
2.72%

0%

10%
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【７】市議会だよりをもっと分かりやすく，また，読みやすくするためにはどうしたらよ
いと思いますか。（３個まで選択可能）
n＝337
62
166
166
99
47

文字を大きくする
写真や図を増やす
内容を簡単にする
内容を詳しくする
その他

文字を大きくする

18.40%

写真や図を増やす

49.26%

内容を簡単にする

49.26%

内容を詳しくする

29.38%

その他

13.95%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

【その他の内容】
・発行していることを周知してほしい。（30代男性）
・まず、もっと認知される様に考えた方がいい。（30代女性）
・市議会だよりを認知していない方が多いと考える為、認知度強化策を考えて頂きた
い。（50代男性）
・市議会だよりの認知度をあげる。（40代男性）
・そもそもどこで手に入るのかわからない。（40代男性）
・もっと幅広い世代が存在に気づけるようにしてほしい。（中学生男性）
・PRが足りない。（50代女性）
・市役所のホームページに掲載。（30代女性）
・webでの観覧を希望する（40代男性）
・スマートフォン用サイトを作り、掲載する。 （30代男性）
・ウェブマガジン化を図りリアルタイムで情報発信する。（30代男性）
・「市議会だより」のFBを上げてほしい。（50代女性）
・インターネットでも配信する。表紙にこだわって、地域のコンビニなどに置く。
（20代女性）
・配布方法、閲覧方法の改善。（30代男性）
・色々なところで配る。（高校生（高校生と同年齢を含む。）女性）
・配る。（高校生（高校生と同年齢を含む。）女性）
・発信方法を考慮しコンビニや学校、スーパー、飲食店などもっと目に付く所に置い
て興味を持てる内容を増やす。（40代男性）
・ページ数を増やし、字を大きくする。 （40代男性）
・簡潔に要点をわかりやすくする。（20代男性）
・内容をわかりやすくする。（30代女性）
・読みたくなるような紙面にする。（30代女性）
・面白く興味のわくような内容にする。（40代女性）

6/32

・若者向け（マンガ等）。（30代女性）
・内容を小学低学年でも、分かりやすい分にするとか。（30代男性）
・簡単なグラフとともに意見の根拠を示してほしい。 （20代女性）
・陳情が各委員会で採択か不採択になった際に各委員が陳情の採択に賛成したのか反
対したのかを載せて欲しい。 （20代男性）
・全ての議題を扱う。意図的に取り上げてると思うので、信用出来ない。（40代男
性）
・つまらない 次世代へのビジョンがない。（50代男性）
・自分に時間がなくて読めないだけ。（40代女性）
・市議会での議案が市民に浸透していない。事前に議案の賛否を新聞で市民にアン
ケート提示してほしい。（60代男性）
・設問が変です。分かりやすく、読みやすく・・・ご自分でお考え下さい。（60代男
性）
・市議会だよりをなくして、移動市議会を市内各地で開いた方が良い。（40代男性）
・特にありません。 （70代男性）
・そもそも知らなかったので。（30代男性）
・存在を知らなかったため、何とも言えない。 （50代男性）
・見ていないのでわからない。（40代女性）
・見たことがないのでわからない。（40代女性）
・読んだことないからわからない。（30代男性）
・そもそも読んだことが無い。 （30代女性）
・どういうものか判らないので、回答できません。（40代男性）
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【８】市議会ホームページを閲覧したことはありますか。
よく閲覧している
時々閲覧している
知っているが閲覧したことがない
パソコンやスマートフォン等の端末がないので閲覧できない
ホームページを知らない

n＝337
14
61
105
0
157

よく閲覧し
ている
時々閲覧
4.15%
している
18.10%

ホーム
ページを
知らない
46.59%

知ってい
るが閲覧
したことが
ない
31.16%

【９】【８】で「よく閲覧している」，「時々閲覧している」とお答えになった方におた
ずねします。どのページに興味がありますか。（３個まで選択可能）
n＝75
38
15
22
28
23
20
0

注目情報・新着情報
議長・副議長・議員
市議会の案内
本会議・委員会
市議会を見る・聞く
議会改革の取組
その他

注目情報・新着情報

50.67%

議長・副議長・議員

20.00%

市議会の案内

29.33%

本会議・委員会

37.33%

市議会を見る・聞く

30.67%

議会改革の取組
その他

26.67%
0.00%
0%

10%

20%

30%

40%
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50%

60%

【１０】市議会が開催している「市民と議会の意見交換会」を知っていますか。
n＝337
知っている
140
知らない
197

知ってい
る
41.54%

知らない
58.46%
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【１１】【１０】で，「知っている」とお答えになった方におたずねします。どのような
方法で知りましたか。（１２個まで選択可能）
n＝140
48
89
19
7
11
29
15
34
3
15
38
7

市議会だより
こうほう旭川市民「あさひばし」
市議会ホームページ
生涯学習ポータルサイト“まなびネットあさひかわ”
チラシやポスター
新聞や雑誌
市民委員会や町内会等からの案内
旭川市フェイスブック
自治体情報サービス「地デジ広報」
友人や知人
市議会議員
その他

市議会だより

34.29%

こうほう旭川市民「あさひばし」

63.57%

市議会ホームページ

13.57%

生涯学習ポータルサイト“まなびネットあさひ…
チラシやポスター

5.00%
7.86%

新聞や雑誌

20.71%

市民委員会や町内会等からの案内

10.71%

旭川市フェイスブック

24.29%

自治体情報サービス「地デジ広報」

2.14%

友人や知人

10.71%

市議会議員

27.14%

その他

5.00%
0%

10%

20%
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30%

40%

50%

60%

70%

【１２】市議会議員に自分の意見や要望を伝えたことがありますか。
n＝337
ある
84
ない
185
伝えたいが伝え方が分からない
64
その他
4
伝えたい
が伝え方
が分から
ない
18.99%

その他
1.19%
ある
24.93%

ない
54.90%

【１３】市民の意見が市議会（市政）に反映されていると思いますか。
n＝337
反映されている
6
ある程度反映されている
62
あまり反映されていない
97
反映されていない
77
分からない
95

分からな
い
28.19%

反映され
ていない
22.85%

反映され
ている
1.78%

ある程度
反映され
ている
18.40%

あまり反
映されて
いない
28.78%
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【１４】市議会に期待することは何ですか。（３個まで選択可能）
n＝337
市政運営のチェック機能
137
議員による条例制定
46
市長への政策提言や調査
120
市民からの意見や要望の聞き取り
252
積極的な情報発信
180
その他
26

市政運営のチェック機能

40.65%

議員による条例制定

13.65%

市長への政策提言や調査

35.61%

市民からの意見や要望の聞き取り

74.78%

積極的な情報発信

53.41%

その他

7.72%
0%

10%

20%

30%
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40%

50%

60%

70%

80%

【１５】広聴広報活動において今後，充実させた方がよいと思う取組は何ですか。（３個
まで選択可能）
n＝337
96
63
50
28
161
182
156
24

市議会だより
市議会ホームページ
インターネット中継
ケーブルテレビによる議会中継
市民と意見交換する場
市民から意見を聴くためのアンケート調査
インターネットによる意見募集
その他

市議会だより

28.49%

市議会ホームページ

18.69%

インターネット中継

14.84%

ケーブルテレビによる議会中継

8.31%

市民と意見交換する場

47.77%

市民から意見を聴くためのアンケート調査

54.01%

インターネットによる意見募集

46.29%

その他

7.12%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

【１６】市議会に対して，御意見，御要望等がありましたらお書きください。

1
2
3
4
5
6
7

議会の広聴に関すること
議会の広報に関すること
その他議会に関すること
議員に関すること
議員定数に関すること
議員報酬に関すること
市政に関すること
件数合計

n＝110
22 件
32 件
20 件
26 件
9
件
6
件
37 件
※複数の分類に計上している回答
152 件
があるため，回答人数は件数合計
と一致しない。
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【１６】市議会に対して，御意見，御要望等がありましたらお書きください。（内訳）
※明らかな誤字を除き，原文のまま掲載しています。ただし，個人名が含まれる場合は該当
部分を削除しています。
※複数の分類に該当するものがあります。その場合，「再掲先」に分類番号を記載していま
す。
1 議会の広聴に関すること
御意見・御要望

再掲先

市民との意見交換会を開かれているが、テーマとなっている事項が良くないと感
1 じる。もっと市民から議論のニーズを拾ってから開催した方が良いのでは？ （30
代男性）
市民が気軽に意見を発信できるよう、ホームページに意見を入力できるフォーム
2 （住所氏名やメールアドレスの入力を強制しない）や、市議会だよりにコメント用
ハガキを付けるなどしてほしい。 （40代男性）
情報発信と意見募集はネットを介して行う方法を進めた方がいいと思います。ど
ちらもプッシュ型の通知と必要に応じた発信情報サイトへの誘導など、Twitter、
Facebook、僕はセキュリティ上の懸念があるためやらないがLINEなどを通じて情報
3 を発信したいその時にリアルタイムで告知でき、受け手も自分の都合に合わせてア
クセスできるのが一番楽だと思いますよ。これまでのような紙媒体も一部必要で
しょうが、むしろこうほうに適当ページを割いてヘッドラインニュース的に掲載す
ればいいのではないかと思います。 （60代男性）

2

興味を持っている、見ている年齢層におおいに偏りがあるので興味を持つ、持て
る年齢層の幅を広げる為にもSNSの活用や、また分かり易い内容での情報提示など
もっとしたほうがいいのかなと感じる。
また、せっかく意見交換の場があるにも関わらず、意見を提出する市民の割合そ
4
のものが低かったりその意見を提出する年齢層に偏りがあればどんなに市民の意見
を参考にすすめた市政だとしても、自ずと市政にも偏りがでてしまう気がします。
意見を提出する市民を増やす、意見を提出しやすい場を設ける意味でもFacebook等
SNSのアンケート機能なども活用してみてもいいかもしれません。（20代女性）

2

市議会について興味を持ったのは最近なので、知らないことばかりなのですが、
どのような意見を市議に伝えて良いものなのか、それさえもよくわからないです。
5 大人でも知らない人が多いのでは？と感じるので、小学生のうちから、市議に意
見が伝えられる授業などがあれば、もっと市のことを考える大人が増えるのではな
いでしょうか。 （30代女性）

2

あさひばしにて市議会の定例会等の内容は目にしますが、水面下で進んでいる内
容があり正直初めて目にする議題が多く感じます。市民あっての市議会だと思いま
6
す。
もう少し意見交換の場面を設けた方が良いのではと思いました。（30代女性）

2

インターネットによるだけの意見募集は必要ありませんが、意見を投函する窓口
としては必要だと思います。
7
意見交換会に興味あるけれど行く程でも…と思うので、行くきっかけとなる行事
や広報イベントなどがあればいいと思う。 （40代女性）

2
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自分にとっては身近な相談相手になる議員の方もいます 小さな意見でも聞き入れ
てくれ個人的な配慮ではなく 市民全体からしたらどう思うか尋ねたら早急に対応
8 してくれた議員のみなさんに感謝してます。
SNSは批判もあるかもしれませんが 一番 言いやすい環境で利用してます。（40
代女性）

4

どこに橋を作ってほしいとか、どこの道路を広げてほしいとか、こんな施設は必
要ないとか、こんな市のサービスがあったらいいなとか、まったくどこに訴えて良
いものが解りません。近くに市議もいないし、どうやって市民の声を市政に反映し
9
て貰えるのか、もう少し細やかな活動をお願いします。
毎月同じような市の広報誌や、市議会だよりは読む気がおきません。（50代女
性）

2

私は高校生ですがよく地区センターや公民館を利用しています。ここ数年前に比べ
今年は 市民からの意見を取り入れたイベントなど活動が多くなってきていると感じ
10 ています。ですがやはりまだ若者が活動できる場が少なく思いますので そういった
面ではもう少し市民からの意見 聞き取りやアンケートを行った方がいいと思いまし
た。（高校生（高校生と同年齢を含む。）女性）

7

市民とのやり取りがあるのかすら知りません。もっとわかりやすく、市民との向き
11 合う姿勢が感じられたら良いと思います。たかが市民の意見で、収集つかないかも
しれませんが、意見が伝わったなと理解出来たら、最高です。（40代女性）
意見交換会は必要な集会だと思うが、市民の側に事前・予備知識がないと何を意見
すればよいかすらイメージがわかない人も多いのではないか。各議員の市政につい
12 ての将来像や願望、具体的な争点などについて、議員が支持者にだけでなく、一般
市民に向けて発信する場や、SNS等での読みやすい広報が必要に思います。（50代男
性）

2

若者が全く興味を示していないので、興味を示すような事をして頂きたい。市議さ
13 んに意見を伝える場の提供、そして伝えた意見が少しでも実現されれば若者の興味
を引けるキッカケになるのではないかと考えています。（20代男性）

3

これだけオンライン環境が整った現在、市政や施策に対するアイデアや意見は広く
14 市民より集めるべき。いくら選ばれたとは言え、議員が考え付くアイデアなどから
最良のものが生まれる事などないのだから。（50代男性）
市民の声を聞く場を、増やして欲しいです。もっと気軽に話しができる場が必要。
15 若い世代の声をしっかり聞いてくれる議員さんが少ない。高校や、大学に出向き意
見交換などを積極的にして欲しいです。（40代女性）
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広聴広報活動がどんなことしているのか全く分からないので意見が思いつきませ
ん。会議してるだけですよね。市民との意見交換会は非常に素晴らしい企画です
が、内容が・・・？もっと議員の皆さんでお考えになって、改善できるのであれば
自らおやりにならないと、市民の意見でああしようこうしようとはならないでしょ
うね。皆さんプライドにあぐらかいてる方ばかりのようですから。議会基本条例も
理念・形式条例になっていませんか。必要ないと思う議員がいるのであれば、もう
一度ご議論なさってはいかがでしょう。まちづくり基本条例のようにゴタゴタい
16
ちゃもん付けて、骨抜きにするのでしたら条例なんて制定しない方が良いのではな
いですか。平成も時代に幕が下ろされ、本当の近代民主主義国家であるのなら、地
方議会のあり方も自らお考えになってみるべきです。30人そこそこで形式ばかりの
議会運営からあるべき議事機関とはどうなのでしょうね。決められない議会をいつ
までもお続けになった方が心地いいのでしょうね・・・先送り市長ととも
に・・・。『ヤッテルつもりのゴッコ議会とハリボテ行政旭川』
こんな
こと言うのは誰でしょうね。（60代男性）

2,3

人口減少に歯止めが効かない状況を踏まえ旭川市の将来像を描く市議会であってほ
しい。議員数の削減も議員自ら唱えすすめてください。議員報酬も旭川市の平均所
得を参考に改善してほしいと思います。広聴広報活動は回覧板とホームページでい
17
いと思います。ケーブルテレビやコミュニティFMなどは一部の地域しか視聴できま
せん。そこに税金を使うのはどうかと思います。どのぐらいの市民がそこで情報を
得ているのか調査したことはあるのでしょうか？（50代男性）

2,5,6

18

市民と議会の意見交換会は、平成24年のように１週間通しての方が参加しやすいと
思う。（50代男性）

せっかくインターネット配信しているのであればリアルタイムで市民の意見を吸い
上げるような事ができるのではないでしょうか？ただ特定の一部の意見が全体の意
19
見と勘違いされる場合の可能性もあるので投稿制限などのある程度の制約は必要だ
と思いますが。（40代男性）
市議会に期待すること
１ 政務調査費は領収書の提出による個別支給とし、支出項目を厳格に規定するこ
と。税金からの支出であることを忘れてはならない。
2 国内・国外にかかわらず他都市視察を行った場合は、具体的かつ詳細に報告書を
20
作成し、建設的な意見及び感想を付けて市職員（各現課）に報告すること。それと
共に、職員の調査費（旅費)を確保するよう市に要求すること。
3 市民の要望を聞く場合は、個人的な要望を票のために聞くのではなく、戒める態
度も必要である。 （60代男性）
身近なものであるべきですが、自分が関わり方がわからなくて何もしていない。
思うことはあるので、市長さんへの手紙は利用したことはあります。年代の幅広さ
21
を考えると、ネット環境だけでなく、紙面を利用した何かがいいのでしょうか。
もう少し積極的に考えてみようと思います。（40代女性）
22 市民との意見交換会はあまりかたぐるしくない形でお願いしたい。（60代男性）
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3

2 議会の広報に関すること
御意見・御要望

再掲先

市議会だよりのようにまとめられた形で、全ての質疑応答を読めるようにしてほ
しい。紙面に限りもあると思いますので、インターネット上でも良いです。
現状の会議録の検索だけだと、読みづらいうえに時間がかかりますので、よほど
興味がある人以外は、内容から遠ざけている印象さえ受けます。議事録として正確
な文字での記載も必要かと思いますが、まずはどんな内容を質問しているのか周知
してほしいです。
多くの人が読みやすい環境を作ることで、市政について興味を持つ若い人も増え
るでしょうし、興味を持つ人が多くなれば、市議の方からの質問もそれについての
1 回答も、今以上に良いものになっていくと思います。
市議会だより「賛否の一覧」について、なぜ賛否が分かれたか、議案の内容を含
めて紐付けし掲載してほしい。
賛否が分かれるということは、重要な内容も多いと考えますし、それについてそ
れぞれの議員がどう考えているかがわかります。それをもって、選挙時の参考にし
たい人も多いはずです。
市議会が「よくわからないもの」というのではなく、自分の住んでいる町を良く
するために必要なものであることを、多くの市民が感じられるよう、わかりやすい
情報の明示をお願い致します。 （30代男性）
私は知人に議員の方がいるので、議会などにある程度は興味がありますが、きっ
かけが無い市民はその構造や役割なども知らない方が多いと思います。インター
2 ネットでの発信も有効だと思いますが、ショッピングモールや各種イベントなどで
市民と触れ合う機会があれば、少しは議会を知る事にも繋がるのではないでしょう
か？ （30代男性）
スマートフォンでの情報発信がない限り、一般市民の目に触れる機会もないと思
3 う。旭川市の行政には市民感覚と乖離したものが多いので、糺す立場にあるのであ
れば実行して欲しい。 （30代男性）

4

議会で議論され、結論がでた案件について、詳細を理解できるよう、いままで同
様、広く広報して頂きたい。よろしくお願い致します。 （40代男性）

情報発信と意見募集はネットを介して行う方法を進めた方がいいと思います。ど
ちらもプッシュ型の通知と必要に応じた発信情報サイトへの誘導など、Twitter、
Facebook、僕はセキュリティ上の懸念があるためやらないがLINEなどを通じて情報
5 を発信したいその時にリアルタイムで告知でき、受け手も自分の都合に合わせてア
クセスできるのが一番楽だと思いますよ。これまでのような紙媒体も一部必要で
しょうが、むしろこうほうに適当ページを割いてヘッドラインニュース的に掲載す
ればいいのではないかと思います。 （60代男性）

6

地域選出の議員さんから色んな場でお話させて頂いていますので、情報把握には
充分満足しています。 （70代男性）
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1

市議会だよりの質疑応答、意見陳述等の欄に各議員について項目のみを挙げた場
合と具体的な内容を紹介した者の二通りある。項目のみを挙げたのでは、質問の要
旨、具体的な事例、根拠となる事例、資料、調査結果など議員の取り組みかた、本
気度が伝わってこない。つまらない質問や意見を述べる議員もいるだろうが、その
7 ことで議員の資質が推察され、次の選挙の投票の参考にできる。平等にできるだけ
具体的に掲載してほしい。賛否の一覧表は続けてほしい。予想外の結果に驚くこと
も多いので、「なんで賛成なの？」「なんで反対するの？」との疑問が解ければ、
各会派や個人の考えを理解するのに役立つ。賛否の理由についてもできるだけ付記
してほしい。 （70代男性）
市議会にそれほど関心を持っていないのが事実。
広報誌は一通り目を通すが、市議会だよりはそれほどではない。
8
無理ではあるが、市議会の会派を全廃し（会派の拘束を解き）、自由闊達に議論
するのはどうか？ （70代男性）

3

興味を持っている、見ている年齢層におおいに偏りがあるので興味を持つ、持て
る年齢層の幅を広げる為にもSNSの活用や、また分かり易い内容での情報提示など
もっとしたほうがいいのかなと感じる。
また、せっかく意見交換の場があるにも関わらず、意見を提出する市民の割合そ
9
のものが低かったりその意見を提出する年齢層に偏りがあればどんなに市民の意見
を参考にすすめた市政だとしても、自ずと市政にも偏りがでてしまう気がします。
意見を提出する市民を増やす、意見を提出しやすい場を設ける意味でもFacebook等
SNSのアンケート機能なども活用してみてもいいかもしれません。（20代女性）

1

市議会について興味を持ったのは最近なので、知らないことばかりなのですが、
どのような意見を市議に伝えて良いものなのか、それさえもよくわからないです。
10 大人でも知らない人が多いのでは？と感じるので、小学生のうちから、市議に意
見が伝えられる授業などがあれば、もっと市のことを考える大人が増えるのではな
いでしょうか。 （30代女性）

1

11

中高生でも 興味が湧くような発信の仕方をしてほしい。
わからないけどが多すぎるし わからないことすら わからないので
なるような書物を出してほしいと思います （30代女性）

読みたく

あさひばしにて市議会の定例会等の内容は目にしますが、水面下で進んでいる内
容があり正直初めて目にする議題が多く感じます。市民あっての市議会だと思いま
12
す。
もう少し意見交換の場面を設けた方が良いのではと思いました。（30代女性）

1

インターネットによるだけの意見募集は必要ありませんが、意見を投函する窓口
としては必要だと思います。
13
意見交換会に興味あるけれど行く程でも…と思うので、行くきっかけとなる行事
や広報イベントなどがあればいいと思う。 （40代女性）

1

どこに橋を作ってほしいとか、どこの道路を広げてほしいとか、こんな施設は必
要ないとか、こんな市のサービスがあったらいいなとか、まったくどこに訴えて良
いものが解りません。近くに市議もいないし、どうやって市民の声を市政に反映し
14
て貰えるのか、もう少し細やかな活動をお願いします。
毎月同じような市の広報誌や、市議会だよりは読む気がおきません。（50代女
性）

1
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市議会については新聞や広報で情報を得ていますが、正直なところ全般的によく
分かりません。市議会ホームページを見れば分かるかもしれませんが、 市議会便り
15
とは別の視点で広報で特集をしてくれれば、市民全体に周知されると思います。
（50代女性）
16

一般市民がもっと親しみやすい解りやすい情報が欲しい

（50代女性）

旭川市としての動向が市民に伝わらない。市議会の動向や活動の伝え方の根本的な
17 変化が必要と思われる。もっと市民との距離が近い市議会にしていただきたいで
す！（40代男性）
やはり身近ではない。北海道第2の都市の旭川の衰退が心配！もっと市政に関心を
もってもらえるような取り組み、（やっているかもしれないが小中高生の傍聴？や
18 議場の見学、ちなみに子供たちは北海道道庁には行ったと記憶しています。）市民
が積極的に参加できるプログラムをたくさん作る等。今は仕事があるので、必ずや
時間の余裕ができたら、町内会から参加したい。（60代女性）

19

7

議会だよりの質疑内容のところ、誰が（どの会派が）質問したかわかるようになる
と良い。（40代男性）

意見交換会は必要な集会だと思うが、市民の側に事前・予備知識がないと何を意見
すればよいかすらイメージがわかない人も多いのではないか。各議員の市政につい
20 ての将来像や願望、具体的な争点などについて、議員が支持者にだけでなく、一般
市民に向けて発信する場や、SNS等での読みやすい広報が必要に思います。（50代男
性）
21

何をやってるのかよくわからないので、子供でもよくわかるように定期的に仕事内
容を教えてほしい。（30代女性）

22

情報を発信しているチャネルがいまいちわからない。情報を「ばらまく」のではな
く市民が集まりやすい場所(例えば旭川駅など)で広めるべき。（20代男性）

1

興味があっても情報に接する機会がありません。旭川広報誌などで、市議会だより
23 を前面に紹介して欲しいです。市議会議員になるためには？などの情報もあると嬉
しいです。（30代男性）
転入して間もないので、市議会の構成員や会派のことがわかりません。来年には統
一地方選があるので、わかりやすくまとめたHPや広報を発行してください。地元苫
24
小牧市ではとまチョップWAONにポイントが貯まるので、よく傍聴していました。
（30代男性）
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3

広聴広報活動がどんなことしているのか全く分からないので意見が思いつきませ
ん。会議してるだけですよね。市民との意見交換会は非常に素晴らしい企画です
が、内容が・・・？もっと議員の皆さんでお考えになって、改善できるのであれば
自らおやりにならないと、市民の意見でああしようこうしようとはならないでしょ
うね。皆さんプライドにあぐらかいてる方ばかりのようですから。議会基本条例も
理念・形式条例になっていませんか。必要ないと思う議員がいるのであれば、もう
一度ご議論なさってはいかがでしょう。まちづくり基本条例のようにゴタゴタい
25
ちゃもん付けて、骨抜きにするのでしたら条例なんて制定しない方が良いのではな
いですか。平成も時代に幕が下ろされ、本当の近代民主主義国家であるのなら、地
方議会のあり方も自らお考えになってみるべきです。30人そこそこで形式ばかりの
議会運営からあるべき議事機関とはどうなのでしょうね。決められない議会をいつ
までもお続けになった方が心地いいのでしょうね・・・先送り市長ととも
に・・・。『ヤッテルつもりのゴッコ議会とハリボテ行政旭川』
こんな
こと言うのは誰でしょうね。（60代男性）

1,3

市議会のホームページを先ほど初めて拝見させていただきました。誰がどのような
活動をされているか、その方の人柄もわかると思うので議員個人のSNSをリンクさせ
26
る事が可能でしたら、ご検討ください。人口減少に伴い議員定数も減らして、半分
くらいでも良いのではないのでしょうか。（30代女性）

5

人口減少に歯止めが効かない状況を踏まえ旭川市の将来像を描く市議会であってほ
しい。議員数の削減も議員自ら唱えすすめてください。議員報酬も旭川市の平均所
得を参考に改善してほしいと思います。広聴広報活動は回覧板とホームページでい
27
いと思います。ケーブルテレビやコミュニティFMなどは一部の地域しか視聴できま
せん。そこに税金を使うのはどうかと思います。どのぐらいの市民がそこで情報を
得ているのか調査したことはあるのでしょうか？（50代男性）

1,5,6

28 何をしているのかわからない。（30代男性）

29

市民からの意見、要望がかなりあると思うが、その内容と対応を可能な限り開示し
て頂きたい。(個人に限らず町内会や団体も含めて)（60代男性）

期待すること、充実させたほうが良いことはすべて項目重要なので3つの選択では足
りない。ちゃんとやっている議員さんとやっていない議員さんが居ると思うが一覧
30 でこの議員さんは何をやっているか分かりやすくして欲しい。結局文字ばかりなの
で興味がなければ読まないし見ない。もっと市民目線になることを願ってます。
（40代男性）

3

市議会だよりの件ですが、分かりやすく読みやすく、手短に文章を。長々書いてあ
31 ると読む気が失せる。市議さんのSNSを拝見しますが、情報発信は有難いが改行な
し、長文の投稿は読みたく無いです。（40代女性）

4

市議会に興味関心がある世代は限られているように感じます。これからの時代を担
う20～30代の若者世代や、大学生への周知活動を行う等、もっと｢風通しのいい開か
32
れた議会｣を目指して欲しいです。また、小学校や中学生にも、市議会を傍聴する機
会を設け、市政がどのようなものかを伝えても良いかと思います。（40代女性）
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3 その他議会に関すること
御意見・御要望
1

再掲先

より活発な議論を重ねて、全国からモデルになるような条例を、是非とも制定し
て欲しいです。 （40代男性）

過去に何度か市議会の傍聴に出席しましたが、市議の質問の意味が不明瞭な点が
多かったのと、市長をはじめ各セクションの代表者の答弁も曖昧な点が多く感じら
2
れました。傍聴に行っている人をはじめ、インターネットの送信を見ている人達に
も判りやすい議会運営を望みます。 （50代男性）
市議が市民の代表では在るが、市民の意に沿った行動をしているとは、思われな
い。
市議会の決議に無作為で選ばれた議決権を持つ無報酬の市民の参加が必要と思
3 う。
調査権は市議にあるが、議決権は市民の物であるべきです。
議員の倍の人数が理想です。選別に無報酬で引き受ける民間企業は沢山ある。
（60代男性）

4,5

先日のテレビで北九州市の一週間程度の海外視察に行って、実際の視察が６時間
という放送がありました。旭川では海外視察はどのように行っているのか関心があ
ります。
4 又、それに関連してですが、現役の時は出張で行けるせいか、アジアやロシアな
どの海外交流が盛んにおこなわれていると思いますが、市議を引退すると関わった
地域や国に関心がないように見受けられますが、引退してからでも自費でも関わっ
てほしいと思います。 （60代男性）

4

市議会にそれほど関心を持っていないのが事実。
広報誌は一通り目を通すが、市議会だよりはそれほどではない。
5
無理ではあるが、市議会の会派を全廃し（会派の拘束を解き）、自由闊達に議論
するのはどうか？ （70代男性）

2

6

市民の期待していることと、現状の議会および議員の活動に乖離がある。
市民委員会、町内会の現状をどのように考えているのか、これからどうすべきか
真剣に行政、議会共に議論して欲しい。（80代男性）

今の市議会は人数的なものもあって男性的な発想が優位です。予算や市政の
チェック、要望や提言などに、女性的なものが加われば、市政も議会ももっと発展
していくと思います。
7 妊娠・出産・育児・介護を多く担いがちで、男性よりも収入が不安定になりやす
いなど、女性が議員となるためには男性より多くの壁があります。その壁をできる
だけ取り除いていけるよう、供託金の額の見直しなど、市議会としてできることを
探して欲しいです。よろしくお願いします。 （40代女性）

8

視察に行く場合、市民が納得いく内容であってほしい。視察は３割自費負担にす
るなど、公費のみはやめてほしい。 （50代女性）
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4,7

7

住民の声がいまいち届いていない現在の市政には不安を感じます。子育て支援や移
住・UIターン支援、私立大学の公立化など、先を見据えた施策の計画・検討の前に
「今住まう市民が安心して暮らせる街づくり」に資する施策の見直し、実行をお願
9 いしたい。市議会には市民の代表として、除雪や排雪の予算の見直し、生活保護費
の見直しや審査の厳格化、企業誘致の推進による雇用の創出など、血税をばらまく
ばかりでなく、適切な所に適切に配賦するための議論・提案を期待します。(30代女
性)

7

市民はあまり市議会や議員さんと接する機会が少ないので、もっと触れ合う機会を
増やしてほしいです。（40代女性）

4

10

旭川の高校や大学とも連携して官民共同で市議会について考える場をつくるなど、
旭川に縁のある人に向けてもっと関心を持ってもらえる仕組みづくりがあると良い
11
と思う。学生向けの市議会インターンシップや見学会なども面白いと思う。（20代
女性）
若者が全く興味を示していないので、興味を示すような事をして頂きたい。市議さ
12 んに意見を伝える場の提供、そして伝えた意見が少しでも実現されれば若者の興味
を引けるキッカケになるのではないかと考えています。（20代男性）

13

1

議員による質疑応答 に対する答弁に、もっと具体的な内容が欲しいといつも思う。
（30代女性）

もっと市民に近しい議会となるよう工夫が必要だと思います。より議員さんが団体
だけではなく個人に会う（すでにされているとは思いつつも伝わっていない）こと
14 が可能なのだ。と言うことを地道にやるしか無いのでは無いでしょうか？場合に
よってはイトーヨーカドーでの議会開催など突飛な案もあっていいと思いますよ。
（30代男性）

4

転入して間もないので、市議会の構成員や会派のことがわかりません。来年には統
一地方選があるので、わかりやすくまとめたHPや広報を発行してください。地元苫
15
小牧市ではとまチョップWAONにポイントが貯まるので、よく傍聴していました。
（30代男性）

2

広聴広報活動がどんなことしているのか全く分からないので意見が思いつきませ
ん。会議してるだけですよね。市民との意見交換会は非常に素晴らしい企画です
が、内容が・・・？もっと議員の皆さんでお考えになって、改善できるのであれば
自らおやりにならないと、市民の意見でああしようこうしようとはならないでしょ
うね。皆さんプライドにあぐらかいてる方ばかりのようですから。議会基本条例も
理念・形式条例になっていませんか。必要ないと思う議員がいるのであれば、もう
一度ご議論なさってはいかがでしょう。まちづくり基本条例のようにゴタゴタい
16
ちゃもん付けて、骨抜きにするのでしたら条例なんて制定しない方が良いのではな
いですか。平成も時代に幕が下ろされ、本当の近代民主主義国家であるのなら、地
方議会のあり方も自らお考えになってみるべきです。30人そこそこで形式ばかりの
議会運営からあるべき議事機関とはどうなのでしょうね。決められない議会をいつ
までもお続けになった方が心地いいのでしょうね・・・先送り市長ととも
に・・・。『ヤッテルつもりのゴッコ議会とハリボテ行政旭川』
こんな
こと言うのは誰でしょうね。（60代男性）

1,2

皆が皆良いと思われる社会はありません。良いと思う方もいればそれに対して必ず
悪くなったと思う人もいます。つまりは自分がその社会にどう対応していくか？と
17
いうことしかありません。という事であまり議会に期待はしていません。（40代男
性）
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市議会のチェック機能が不足してます。市職員？多過ぎます。市職員の地域貢献は
皆無だし、地元意識が絶望的に薄い。市議さんが積極的に地元貢献をアピールして
ください。市営住宅が何故オール電化なんですか？新設の保育園が何故オール都市
18
ガスなんですか？インフラの分散が大事だと思わない市議さんは議員失格です。災
害時の対策はどうするのか？市議会は役立たずだとしか思っていません。（40代男
性）

7

期待すること、充実させたほうが良いことはすべて項目重要なので3つの選択では足
りない。ちゃんとやっている議員さんとやっていない議員さんが居ると思うが一覧
19 でこの議員さんは何をやっているか分かりやすくして欲しい。結局文字ばかりなの
で興味がなければ読まないし見ない。もっと市民目線になることを願ってます。
（40代男性）

2

市議会に期待すること
１ 政務調査費は領収書の提出による個別支給とし、支出項目を厳格に規定するこ
と。税金からの支出であることを忘れてはならない。
2 国内・国外にかかわらず他都市視察を行った場合は、具体的かつ詳細に報告書を
20
作成し、建設的な意見及び感想を付けて市職員（各現課）に報告すること。それと
共に、職員の調査費（旅費)を確保するよう市に要求すること。
3 市民の要望を聞く場合は、個人的な要望を票のために聞くのではなく、戒める態
度も必要である。 （60代男性）

1

4 議員に関すること
御意見・御要望
1

再掲先

市議会の運営もあるが、市会議員そのものの資質を向上させて欲しい。視野が狭
すぎる。 （50代男性）

選挙の前後の時期にだけ活発に活動するのではなく、日常から市民の中に積極的
2 に入り込む市民の目線に立った活動が議会を活発化させ、市民を代表する場として
理解が得られると思います。 （60代男性）
市議が市民の代表では在るが、市民の意に沿った行動をしているとは、思われな
い。
市議会の決議に無作為で選ばれた議決権を持つ無報酬の市民の参加が必要と思
3 う。
調査権は市議にあるが、議決権は市民の物であるべきです。
議員の倍の人数が理想です。選別に無報酬で引き受ける民間企業は沢山ある。
（60代男性）

3,5

先日のテレビで北九州市の一週間程度の海外視察に行って、実際の視察が６時間
という放送がありました。旭川では海外視察はどのように行っているのか関心があ
ります。
4 又、それに関連してですが、現役の時は出張で行けるせいか、アジアやロシアな
どの海外交流が盛んにおこなわれていると思いますが、市議を引退すると関わった
地域や国に関心がないように見受けられますが、引退してからでも自費でも関わっ
てほしいと思います。 （60代男性）

3

23/32

5

市民の期待していることと、現状の議会および議員の活動に乖離がある。
市民委員会、町内会の現状をどのように考えているのか、これからどうすべきか
真剣に行政、議会共に議論して欲しい。（80代男性）

6

議員の一人よがりにならず、また党の顔色ばかりをうかがわず、常に市民の方を
向いた運営をお願いいたします。 （40代女性）

自分にとっては身近な相談相手になる議員の方もいます 小さな意見でも聞き入れ
てくれ個人的な配慮ではなく 市民全体からしたらどう思うか尋ねたら早急に対応
7 してくれた議員のみなさんに感謝してます。
SNSは批判もあるかもしれませんが 一番 言いやすい環境で利用してます。（40
代女性）

8

私達市民が、日頃、市議の方々と、お話するきかいがなく、選挙の時位、もっ
と、日頃から、市民との、距離が、近くなればよいと、思います。 （50代女性）

9

市民はあまり市議会や議員さんと接する機会が少ないので、もっと触れ合う機会を
増やしてほしいです。（40代女性）

3,7

1

3

どの議員が、何に関わっているか？また、その議員の行動で、どの程度関わってい
10 る問題、議題を解決しているのか？パーセンテージに出して、市民にわかりやすく
して欲しい。（40代男性）

11

人数多すぎ 今の半分の人数でいいかと ほとんどのやつがまともに働いてない
基本地方議員は無給のボランティアでいいかと思う。（50代男性）

5,6

12 議員さんには、小学校行事などにも顔を出してほしいです。（30代女性）

13

市議の個別の活動内容が分からないので、個別の活動や取り組みを明確に分かる術
を模索して頂きたい。（50代女性）

議員の中に特段下調べしないで仲間内の困りごとをあたかも市民の全体の声と偽っ
て議会に持ち込む人、弱いものの味方といって一部のずる賢い貧困層や障害者を擁
護して市民を困らせる人、老人の声ばかり発信する人…誰も働き盛りの人たちの声
を議会に届ける議員が居ないと思う。働いて税金納めてる人たちをないがしろにし
すぎです。あと、議員報酬が高すぎるので下げて欲しい。結果も出さずに給料だけ
14 高いなんて酷すぎる。議員も市長のように社会経験のある人がなって欲しい。よく
わからない議員を名誉職だと思っているような人たちに誰が興味関心を持つだろう
か。もう少しきちんと社会経験を積んでいる人や色々駆使して情報発信できるひ
と、志のある議員がいたらもっと興味が湧くと思う。個人的に市議会議員は市民か
ら最も遠い存在だと思います。このままだと働き盛りの人たちが定着しない旭川に
なると思う。議会はもっと危機感を持って欲しい。（30代女性）
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6

ある議員のFacebookへの書き込みが稚拙で議員としての品格を感じない。別の議員
に至っては、自身の意見が合わない書き込みについては痛烈に批判をし同意見のも
15 のについては迎合するコメントが散見される。SNSへの書き込みの講習を議員向けに
されてはいかがだろうか。お二方ともお若い議員ではあるが、若いからといって何
をやっても良いわけではないだろう。（30代男性）
定数が多い。それだけの仕事の成果として残しているなら良いが、ここ10年の旭川
の衰退は行政だけではなく議会の責任でもある。名前や顔を限られた場所だけにだ
16 して、選挙の時だけ大音量で街を回るのではなく日々、街中を歩いてほしい。議員
一人ひとりの取組が見えたら定数を減らせという声もなくなると思う。（40代男
性）

5

もっと市民に近しい議会となるよう工夫が必要だと思います。より議員さんが団体
だけではなく個人に会う（すでにされているとは思いつつも伝わっていない）こと
17 が可能なのだ。と言うことを地道にやるしか無いのでは無いでしょうか？場合に
よってはイトーヨーカドーでの議会開催など突飛な案もあっていいと思いますよ。
（30代男性）

3

旭川経済の発展 無駄な税金を注ぎ込むような事業の廃止。働けるのに働こうとし
ない生活保護者の審査をもっと厳しく。保護課の審査甘すぎ。低所得でも持病が
あっても働き続けて税金を納めている私達が馬鹿馬鹿しい。市議も市役所の職員も
18 上から目線。私の某職場にもたまに議員さん、市の職員さんいらっしゃいますが、
みんな偉そうな態度。人としてどうかと思う。市議？市の職員？だから何？私達市
民と何が違うのですか？我々の税金で飯食ってる事を忘れるな。皆さん天狗さんば
かりですね。（40代女性）

7

19

市長には期待ずっとしてます、市長以外のバカな頭の市議
まったくない。（40代男性）

この人たちには期待は

市職員の採用試験についてよくコネがないと受からないよねという噂をあちこちで
聞きます。実際子供がコネで受かったと言っているお母さんもいましたし。市議さ
20 んにはもうそろそろ古い因習を断ち切るべく何かアクションを取って欲しいもので
すね。そういうことが旭川の街を魅力無い(若者にとって)ものにしている気がしま
す。（50代女性）

7

21 議員１人１人の自覚が大事。人数を減らしても良いと思います。（50代女性）

5

22

当選後の個別の活動やマニフェストの進捗状況が見えてこない。個別の活動状況の
報告も知りたい。（40代男性）

市議会議員さんの、誰がどんなビジョンと情熱を持ってお仕事をされているのか知
りたいです。旭川は、空港もあり、大きな病院もたくさんあり、大学もあり、災害
23
は少なく、本当に住みよい街だと思います。誰もが誇りを持てるように正直者が馬
鹿をみるようなことのない誠実な街であってほしいです。（50代女性）
認知が低いと思う。活動内容も不明。市議会議員をやろうとしている人は変な人と
24 いうイメージ。子供が見て恥ずかしくない活動をしてほしい。まともな就職が出来
ない人が立候補をしているイメージ。（30代男性）
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7

己の人気取りや保身ばかり考えておらんで、本気で市政を考えれと言いたい。利権
25 争い等で足の引っ張り合いばかりではないか。口だけ大将はいらない行動しろ。
（40代男性）
市議会だよりの件ですが、分かりやすく読みやすく、手短に文章を。長々書いてあ
26 ると読む気が失せる。市議さんのSNSを拝見しますが、情報発信は有難いが改行な
し、長文の投稿は読みたく無いです。（40代女性）

2

5 議員定数に関すること
御意見・御要望

再掲先

旭川市の議員定数は少なすぎる。以前定数が36人だったころは、定数34に減らした
根拠の一つとして｢人口1万人あたり１人｣としていたが、人口1万人あたり1人という
のは何を根拠にしたのか未だに理解に苦しむ。地方議会では国会よりも、より直接
1
民主主義の精神を反映させるべきであって、定数は多いにこした事は無いです。
あと、定数の増員や議員報酬の増額、廃止された費用弁償の復活なども行うべきだ
と思います。（20代男性）

6

市議が市民の代表では在るが、市民の意に沿った行動をしているとは、思われな
い。
市議会の決議に無作為で選ばれた議決権を持つ無報酬の市民の参加が必要と思
2 う。
調査権は市議にあるが、議決権は市民の物であるべきです。
議員の倍の人数が理想です。選別に無報酬で引き受ける民間企業は沢山ある。
（60代男性）

3,4

3 人数を減らして、減らした分の議員報酬を上げては！（50代男性）

4

人数多すぎ 今の半分の人数でいいかと ほとんどのやつがまともに働いてない
基本地方議員は無給のボランティアでいいかと思う。（50代男性）

6

4,6

5 定数の大幅削減。（40代男性）
定数が多い。それだけの仕事の成果として残しているなら良いが、ここ10年の旭川
の衰退は行政だけではなく議会の責任でもある。名前や顔を限られた場所だけにだ
6 して、選挙の時だけ大音量で街を回るのではなく日々、街中を歩いてほしい。議員
一人ひとりの取組が見えたら定数を減らせという声もなくなると思う。（40代男
性）

4

7 議員１人１人の自覚が大事。人数を減らしても良いと思います。（50代女性）

4

市議会のホームページを先ほど初めて拝見させていただきました。誰がどのような
活動をされているか、その方の人柄もわかると思うので議員個人のSNSをリンクさせ
8
る事が可能でしたら、ご検討ください。人口減少に伴い議員定数も減らして、半分
くらいでも良いのではないのでしょうか。（30代女性）

2
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人口減少に歯止めが効かない状況を踏まえ旭川市の将来像を描く市議会であってほ
しい。議員数の削減も議員自ら唱えすすめてください。議員報酬も旭川市の平均所
得を参考に改善してほしいと思います。広聴広報活動は回覧板とホームページでい
9
いと思います。ケーブルテレビやコミュニティFMなどは一部の地域しか視聴できま
せん。そこに税金を使うのはどうかと思います。どのぐらいの市民がそこで情報を
得ているのか調査したことはあるのでしょうか？（50代男性）

1,2,6

6 議員報酬に関すること
御意見・御要望

再掲先

旭川市の議員定数は少なすぎる。以前定数が36人だったころは、定数34に減らした
根拠の一つとして｢人口1万人あたり１人｣としていたが、人口1万人あたり1人という
のは何を根拠にしたのか未だに理解に苦しむ。地方議会では国会よりも、より直接
1
民主主義の精神を反映させるべきであって、定数は多いにこした事は無いです。
あと、定数の増員や議員報酬の増額、廃止された費用弁償の復活なども行うべきだ
と思います。（20代男性）

5

議員報酬の1/4以下の削減や不正・汚職・腐敗の元凶の政務活動費(政活費)の即時
廃止、報酬を議会に出席した分のみの日当制として交通費支給とすること。議員は
ボランティアなのであるから本来、議員報酬等を生業にしてはならないと思う。
2 従って、生活するため生業を持ち兼職は許可すべしと思う。一度も議会に出ないで
報酬等のみを貰っている議員をなくするためにも必要な措置と思う。誰でも立候補
できるように供託金制度は廃止し選挙車を出しての選挙運動等は無駄なので別の方
法を制度設計すべきである。大胆な改革をすべきと思う。 （50代男性）

7

3 人数を減らして、減らした分の議員報酬を上げては！（50代男性）

5

人数多すぎ 今の半分の人数でいいかと ほとんどのやつがまともに働いてない
基本地方議員は無給のボランティアでいいかと思う。（50代男性）

4,5

議員の中に特段下調べしないで仲間内の困りごとをあたかも市民の全体の声と偽っ
て議会に持ち込む人、弱いものの味方といって一部のずる賢い貧困層や障害者を擁
護して市民を困らせる人、老人の声ばかり発信する人…誰も働き盛りの人たちの声
を議会に届ける議員が居ないと思う。働いて税金納めてる人たちをないがしろにし
すぎです。あと、議員報酬が高すぎるので下げて欲しい。結果も出さずに給料だけ
5 高いなんて酷すぎる。議員も市長のように社会経験のある人がなって欲しい。よく
わからない議員を名誉職だと思っているような人たちに誰が興味関心を持つだろう
か。もう少しきちんと社会経験を積んでいる人や色々駆使して情報発信できるひ
と、志のある議員がいたらもっと興味が湧くと思う。個人的に市議会議員は市民か
ら最も遠い存在だと思います。このままだと働き盛りの人たちが定着しない旭川に
なると思う。議会はもっと危機感を持って欲しい。（30代女性）

4

人口減少に歯止めが効かない状況を踏まえ旭川市の将来像を描く市議会であってほ
しい。議員数の削減も議員自ら唱えすすめてください。議員報酬も旭川市の平均所
得を参考に改善してほしいと思います。広聴広報活動は回覧板とホームページでい
6
いと思います。ケーブルテレビやコミュニティFMなどは一部の地域しか視聴できま
せん。そこに税金を使うのはどうかと思います。どのぐらいの市民がそこで情報を
得ているのか調査したことはあるのでしょうか？（50代男性）

1,2,5

4
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7 市政に関すること
御意見・御要望

再掲先

先日の地震災害で停電への弱さを露呈しました。もし真冬にあれだけの災害、停電
があったとしたら極論ではありますが凍死者がどれだけでたかわかりません。ぜひ
1
早急な対策を講じていただけますよう、よろしくお願いいたします。 （30代男
性）
今後も旭川市は超高齢化になるのは､全国規模でわかっているが、その対策が感じ
られない・・のか 対策の情報を知らないのか？わからないが・・数年前にもメー
ルで送付しましたが 橋の多い旭川市 河川も考えると近年の災害などから老朽化
した橋や市の面積規模の除雪やゴミ収集・・・など市の事業も経費が上昇し、特に
市立病院はお荷物化してきている・・市庁舎を市立病院閉院し移転がよいと思う
し、旧科学館・公会堂・大雪アリーナ・国際会議場？音楽堂？5条５丁目？駐車場横
2
の施設・・市営住宅は立て替えはしないで今後は縮小がよいと思う
これらの維持管理・・職員や退職の天下り先の施設となっている様子もあり思い
切った事が必要と思う 旭川の境に住居を構えている農業や酪農も衰退し農業関係
からの税収入も落ち込むだろうし・・
市長には期待していたが失敗がないから良いとの話あるが 市の余力を蓄えない
と今後 後悔する事になりそうで心配・・です （50代男性）
議員報酬の1/4以下の削減や不正・汚職・腐敗の元凶の政務活動費(政活費)の即時
廃止、報酬を議会に出席した分のみの日当制として交通費支給とすること。議員は
ボランティアなのであるから本来、議員報酬等を生業にしてはならないと思う。
3 従って、生活するため生業を持ち兼職は許可すべしと思う。一度も議会に出ないで
報酬等のみを貰っている議員をなくするためにも必要な措置と思う。誰でも立候補
できるように供託金制度は廃止し選挙車を出しての選挙運動等は無駄なので別の方
法を制度設計すべきである。大胆な改革をすべきと思う。 （50代男性）

6

より進む少子、高齢化と人口減少を見据えた今後100年間の10年後毎の財政（収入
=税収、地方交付金/現支給率参照、上下水道事業収入等）、（支出=人件費、公共施
設維持費、ごみ処理費用、除雪費用他）シュミレーションを行政と共に作成し、市
民への説明が必要である。
予算規模が縮小する事は誰もが想定する事であるが、いざその場になると一部の
市民から反対、苦情が出るのは必然であり、市民への説得資料が必要である。特に
今後は空き家問題が顕著になります。現在の税制（古い家屋がある場合の土地の固
4 定資産税の軽減処置）がある限り、空き家が増えていく事が必定であり、逆に古く
為った家屋でも、建っている以上永久に一定の固定資産税若しくは、新税（仮称=危
険税等）を設ける必要がある。
将来を見据えたコンパクトシティ化計画が必要である。
人口減少を緩和するには、子供を育てる環境の充実と旭川市の災害のリスクが少
ない事をアピールして現役を退いた若年高齢者の移住促進策が必要である。
リスクの大きい地盤の難弱な札幌市の人口一極集中を防ぐべきである。 （60代
男性）

5

市民の期待していることと、現状の議会および議員の活動に乖離がある。
市民委員会、町内会の現状をどのように考えているのか、これからどうすべきか
真剣に行政、議会共に議論して欲しい。（80代男性）

6

中学生のカバンが重すぎる。首や腰の痛みを訴える子が多発！！！！！。即急に
どうにかしてもらいたい。 （30代女性）
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3,4

今の市議会は人数的なものもあって男性的な発想が優位です。予算や市政の
チェック、要望や提言などに、女性的なものが加われば、市政も議会ももっと発展
していくと思います。
7 妊娠・出産・育児・介護を多く担いがちで、男性よりも収入が不安定になりやす
いなど、女性が議員となるためには男性より多くの壁があります。その壁をできる
だけ取り除いていけるよう、供託金の額の見直しなど、市議会としてできることを
探して欲しいです。よろしくお願いします。 （40代女性）

3

旭川市は、人口が減っていき、高齢化となっていく中で、私個人としては、住宅地
の除雪の回数をもう少し増やしていただきたいと思っています。我が家には、重度
の自閉症の子供がいて、通所バスが家の前に来ます。近所にも、デイセンターへ行
8 く為のバスや幼稚園バスが家の前まで来ますが、あまりにも除雪の回数が少なく
て、タイヤが埋まってしまう事があります。優先順位があることは分かりますが、
雪国なのですから予算を増やして、去年よりは走りやすい冬道にしていただきたい
です。（40代女性）
旭川にもっと面白い最新の施設とか最新の遊び場がほしいなと思います。そういう
9 団体とかを呼び込めるような場所があるといいな。芸術に触れる機会がなさすぎて
面白くないです。（20代女性）
住民の声がいまいち届いていない現在の市政には不安を感じます。子育て支援や移
住・UIターン支援、私立大学の公立化など、先を見据えた施策の計画・検討の前に
「今住まう市民が安心して暮らせる街づくり」に資する施策の見直し、実行をお願
10 いしたい。市議会には市民の代表として、除雪や排雪の予算の見直し、生活保護費
の見直しや審査の厳格化、企業誘致の推進による雇用の創出など、血税をばらまく
ばかりでなく、適切な所に適切に配賦するための議論・提案を期待します。(30代女
性)

3

１８ 期待すること
市民参加型の政治スタイルを期待したいです。同じ20代の間では、興味のある人以
外は市政について知ろうとしていない現状があるので、もっと市民を巻き込んだ政
11
治スタイルをすると旭川市も活性化するのではと思いました。クラウドファンディ
ングなどでも、一般の人と一緒に目的を達成するような企画が集客をしています。
市民がワクワクするような政策を期待しています。(20代男性)
私は高校生ですがよく地区センターや公民館を利用しています。ここ数年前に比べ
今年は 市民からの意見を取り入れたイベントなど活動が多くなってきていると感じ
12 ています。ですがやはりまだ若者が活動できる場が少なく思いますので そういった
面ではもう少し市民からの意見 聞き取りやアンケートを行った方がいいと思いまし
た。（高校生（高校生と同年齢を含む。）女性）

1

やはり身近ではない。北海道第2の都市の旭川の衰退が心配！もっと市政に関心を
もってもらえるような取り組み、（やっているかもしれないが小中高生の傍聴？や
13 議場の見学、ちなみに子供たちは北海道道庁には行ったと記憶力しています。）市
民が積極的に参加できるプログラムをたくさん作る等。今は仕事があるのて、必ず
や時間の余裕ができたら、町内会から参加したい。（60代女性）

2

市立病院側からの現場の専門職からの意見要望をきちんと聞いて欲しい。病休ばか
りなのにスタッフを増やせない、専門性のない事務職ばかりで何も改善されない、
14
採用試験が遅いため他の病院に新卒を先取りされる、では改善できるものすら改善
されない。市民である病院側の意見要望にも耳を傾けて欲しい。（30代女性）
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15

旭川市の人口増加のための対策、若い人が市外へ出て行ってしまわないような対策
をお願いしたいです。(総合大学の設立など)（20代女性）

市役所の職員の評価方法を減点ではなく加点にすることで、積極的に新しいことに
16 挑戦するような市役所運営を行う仕組みを導入するための働きかけをして欲しい。
（40代男性）
17 動物園以外の観光誘致

お菓子村

いけや

（50代男性）

旭川には若い子が集まるような相席バークラブリーズナブルの値段で遊べて飲めて
18 行ける場所を作ったり。海外の化粧品とか美容にも力を入れてほしい。駅前イオン
もフィールも今のままだと飽きます。（20代女性）
旭川経済の発展 無駄な税金を注ぎ込むような事業の廃止。働けるのに働こうとし
ない生活保護者の審査をもっと厳しく。保護課の審査甘すぎ。低所得でも持病が
あっても働き続けて税金を納めている私達が馬鹿馬鹿しい。市議も市役所の職員も
19 上から目線。私の某職場にもたまに議員さん、市の職員さんいらっしゃいますが、
みんな偉そうな態度。人としてどうかと思う。市議？市の職員？だから何？私達市
民と何が違うのですか？我々の税金で飯食ってる事を忘れるな。皆さん天狗さんば
かりですね。（40代女性）

4

市職員の採用試験についてよくコネがないと受からないよねという噂をあちこちで
聞きます。実際子供がコネで受かったと言っているお母さんもいましたし。市議さ
20 んにはもうそろそろ古い因習を断ち切るべく何かアクションを取って欲しいもので
すね。そういうことが旭川の街を魅力無い(若者にとって)ものにしている気がしま
す。（50代女性）

4

市民が、分かりやすい提案内容にして欲しい。旭川が住みやい環境作りをして欲し
いです。国政に甘える事無く市でやって行ける様に環境作りを対策して欲しいで
21 す。低所得者層を何らかの手当で安定した生活が出来る様にして欲しいです。女性
が安心して働ける保育所又託児所をお願い致します。出来たら２４時間営業の託児
所をお願い致します。廃校の対策を考えて欲しいです。（30代男性）
22 社会保障やサービスなどにまつわる補助金、予算の拡大と充実。（50代男性）
旭川の街をより良く住みやすく、人口が減っていかないような街づくりを目指して
23 いってもらいたいです。少子高齢化に伴う福祉関連やこれからの時期は除雪など、
積極的な取り組みを期待します。（30代男性）
生活保護費の見直し,削減。日本人以外への生活保護費支払いの開示,調査。税金支
24 払い能力のない市民を集めているようだが、市自体が弱体化,貧困に喘いでいるよう
に見える。（40代男性）
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2人の子供を育てているものです。私の住んでいる地域には私が幼少の頃にはあまり
綺麗ではありませんでしたが2ヶ所の公園がありました。いつもその2ヶ所の公園に
行って遊んでいましたが、ここ数年でその2ヶ所の公園はなくなってしまい、子供の
足でも行ける公園が無くなってしまいました。なんとか散歩がてら行けていたリベ
ラインパークも大雨の後なかなか復旧作業がされず、遊具も古くなって？使用禁
止。外で遊ぶために車で遠くの公園に行かないといけないのが残念です。常盤公園
25
も川のおもしろ館や科学館が無くなって、暗い建物があるだけ。もりもりパークな
どの室内施設も休日になると子供達が溢れて小さな子供には少し危険だと思いま
す。親は子供が楽しく遊べる所に連れて行ってあげたいと思います。せっかくなら
もっともっと子供が楽しく過ごせるような街にして欲しいです。室内施設、公園
もっと増やして下さい。そうすれば、地方からでも旭川に子供のために遊びに行こ
う！という人も増えるだろうと思います。お願いします。（20代女性）
26 プロレスとの癒着をやめてほしい！（40代男性）
市議会のチェック機能が不足してます。市職員？多過ぎます。市職員の地域貢献は
皆無だし、地元意識が絶望的に薄い。市議さんが積極的に地元貢献をアピールして
ください。市営住宅が何故オール電化なんですか？新設の保育園が何故オール都市
27
ガスなんですか？インフラの分散が大事だと思わない市議さんは議員失格です。災
害時の対策はどうするのか？市議会は役立たずだとしか思っていません。（40代男
性）

3

市議会議員さんの、誰がどんなビジョンと情熱を持ってお仕事をされているのか知
りたいです。旭川は、空港もあり、大きな病院もたくさんあり、大学もあり、災害
28
は少なく、本当に住みよい街だと思います。誰もが誇りを持てるように正直者が馬
鹿をみるようなことのない誠実な街であってほしいです。（50代女性）

4

29 もっと「農業」に力を入れて欲しいです。（40代男性）

30

シルバー選挙をやめ 若い人の投票点数を
全国に先駆けて解消する。（50代男性）

人口比率にあわせ

世代間の格差を

今回のブラックアウトで思うこと、新道・春志内トンネルを通る度に照明が不必要
に多すぎると思う議員さんは、いらっしゃらないのかと不思議です。トンネル内は
ライト点灯が当たり前なのであんなに明るくする必要ははなから無かったのでは？
31 物を作るときは業者の言いなりでは血税の無駄使いだと思います。ましてや東北の
震災、原発事故はたまた今回のブラックアウト等が起こり国民・道民に節電を呼び
掛けながらトンネルの照明を間引かない関係者、気が付いてください議員さんもっ
と他のところで必要な灯りがありますよ。（60代女性）
32 boss気質の市政は要らないです。（30代女性）
優佳良織工芸館再建は無駄な税金の投入になります。建物を利用して他の観光を考
えてもらいたいです。何故ならユーカラ織に興味を示すのは一部の高齢者のみで、
33 主に観光をする人たちの興味の対象とはなっていません。アイヌ政策はアイヌ利権
としか思えません。もっと住民のための税金投入の仕方を追求して頂きたいと存じ
ます。（50代女性）
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34

駅前が活気のない街は廃れていく 旭川、買い物公園っていうイメージなのにそれ
もダメ 観光客にしても外国人頼り どうにかしてください！（50代男性）

35

市政と市民の繋がりが軽薄に感じられる。もっと身近で難しい市政問題を簡単に市
民がわかりやすいものにしていただきたいです。（40代男性）

旭川駅に莫大な税金を使い、あれだけの無駄なスペースがあるが、市民の為に有効
活用はしないの？
ガラス張りなら、催事をすれば目に付くと思いますが。それ
なら外国人も金使ってくれるでしょ。夏にはビアガーデンでもやれば。表も裏で
も。地元企業でさ。じゃないと買物公園が死んでいきます。外の企業のイオンばか
36
りが集客に繋がっている。西武までアーケード作ったけど、失敗だったと謝罪する
べき。税金を使うのであれば、そっちのフィードバックもするべき。一般企業もそ
うでしょう。役所もそれは変わらない。それがわからない人に税金を使う資格は無
い。（30代男性）
教員の働き方の改善が必要だと思います。改革の一環として、
1、部活動を学校から切り離してほしい。または部活動の顧問を教員の仕事にしない
こと。
37 2、学校にタイムカードの導入を。しっかりとした労務管理の一環として。
3、教員の仕事の精選。絶対的仕事量が多い。毎日残業しなければならない。
4、教員の配置の増加。人手不足。
をぜひ期待します。（30代男性）
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