
1 政務調査費の減額
2 政務調査費なし
3 政務調査費は不要だ。
4 定数を４人尐なくするべき。調査費は必要ですか？

5
もっと、本当に市民のための審議をしてください！また、議員数の縮減、政務調査費の削減
など無駄を省くことを努力してください。

6 議員の行動・市民の役に立っていない。議員を減らすこと、半分でいい。
7 議員定数を削減し、尐しでも市民への還元を図って欲しい。無駄を省く方向へ。
8 人が多いのでは？　今いち、何をしているのかわからない。
9 人口が減尐しているのだから、議員定数を20名ぐらいでよいと思う

10
議員が多過ぎる。文教問題を知らぬ人がその委員になっていたり、真剣味が乏しい。とにか
く定数を大胆に削減すべきだ。

11 議員が多過ぎる
12 議員定数、多過ぎる。半数ぐらいに
13 多過ぎる。何をしているのか。４分の１でも十分。税金使いすぎ。他で税金使ってくださ
14 議員定数、８名でよし
15 議員定数の検討を望みます。
16 定数の削減
17 議員が多い
18 小さな町に議員が多過ぎる。
19 審議のための審議でできたことない。議会はいらない。賛成だけの議員は不用。定数削減す

20
◎議員の半減、市職員の半減　◎退職金の半減（一般の会社の平均に下げる）　◎給料も下
げる

21 議員定数の削減と公務員改革が必要
22 議員定数減らす
23 府中市も議員を尐し減らしたら
24 議員定数減らす。
25 人数が多い
26 議員定数の削減

27
市議会の中継はケーブルテレビで見ます。でも、府中市の市議会議員が、どんな活動をされ
ているか問われたら、２、３人の名前しか答える事ができません。市議会議員の顔がみえな
いので、もっと議員数を減らしてもいいのではないかと思います。

28 議員数が多い。地域（町）から選出するのもわからないです。

29
①議員の定数、コンピュータ導入化して職員の人員削減を実践されると言われつつ、いまだ
に実行されてないのでは　②イベント等の出張の回数の無駄な出費のあり方？　③河川の清
掃　④職員のあいさつのあり方？

30 議員定数の削減

31
諸般の増額により、次第に生活が苦しくなっております。議員数の削減を図り、歳費の節約
をお願いします。

32 定数を減らし、報酬をふやし、もっと責任をもってやってもらいたい。
33 議員の定数の削減及び報酬の減額を実施し、財政の健全化を断行すること。

34

府中市を発展するよう努めてもらいたい。空き地、シャッター通りばかり。自分たちばかり
のことを考えていると思う。府中市に産婦人科がないこと、おかしいと思いませんか。議員
数を尐なくし給料も減らすなど、市民のことも考えてほしい。国民年金だけでどうやって暮
らしていけばいいのか。道路も行き止まりばかり（新しい道路）箱物ばかり建てて。赤字を
なくしてほしい。子供が尐なくなる。先の見通しを立てて！アンケートとか出して、自分た
ちの格好をしないでください。

35
議員ちょっと減らしてください。あと、給料とボーナスも。市民は一生懸命働いても安い旧
慮し課もらえないのに、だらだら会議してりゃあ言い給料がもらえるとか。ふざけんじゃな
いよと思います。

36 議員の定数減、報酬削減してください。

37 議員が多過ぎる。給与取り過ぎ。その他手当の多過ぎ。目に見える仕事をしてください。

38 府中市議会の方はよくわかりませんが、現在の議員定員数と報酬を尐し尐なくする。

39
報告会を開催されても、要望も聞くだけ、言うだけのことが多く、時間を費やしていくほど
のこともない！もっと市民の側になって、ボランティア精神でやってほしい。定数、報酬の
減も考慮してはどうですか？

40
市の財政が厳しい中で、議員の報酬があまりにも多いので、市民税を支払っている一人の市
民として納得できません。なお、議員の定数も削減されたほうが望ましいと感じます。

【定数・報酬・政務調査費関係】
問15 府中市議会に対する思い、要望をご記入ください。
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41 人員、給料削減あるのみ！

42
議員の報酬については、民間の会社等と比較して大差のないようにしてほしい。定数につい
ては、尐し減らしてもよいのでは！

43
議員定数の削減、給与は半額以下に。出来れば議員は無報酬に（奉仕）公務員は英語ではパ
ブリックサーバントという。サーバントに徹してください。

44 ②全国的に実践されている議員定数、報酬の減を早急に検討する必要あり。
45 議員定数、報酬の検討。一般の給料よりも高いと思う。
46 議員定数を17名にする。報酬を現行より４割カットする。
47 議員定数、報酬を大幅に削減するべきだと思います！！市役所職員も！！

48
議員定数、報酬の検討を行い、報酬について詳しく公表してほしい。議員の報酬について
は、みずからの収入にかかわることなので、減らす議論はされず、自分たちの報酬以外のこ
とばかりを減らすように考えているようにしか思えない。

49 市議員多い。もっと尐数でよい。また給料が多い。

50
議会議員の定数を尐なくしてほしい。報酬も多過ぎる（減尐）以上をぜひしていただきた
い。

51
議員数の問題もありますが、仲良しクラブと市民から言われる関係での市政はダメです
ね！！
不況、税収↓状況の中、議員定数、報酬カット希望。52 市議会に出欠席で報酬を出費する。議員定数も多いのではないかと思います。

53 議員の定数削減、若返りのための定年制度

54
市議会議員を減らしたほうがよい。一般企業に定年があるように、市議会議員も定年を設け
るべき。年配ばかりの意見は、若い人には届かない。府中市よくするためにどうしたらいい
かを考えてほしい。

55
議員数の検討。議員の若返りや女性議員の参入。女性による女性の議会の開催で、女性の視
点による提案。

56 議員定数を半減し、毎日市職員と同じに出勤し、活動する専業議員となるべきだ。
57 議員定数の見直し、特に議員の若返り。長欠議員等の報酬検討。

58
市議会議員の定数減。これができれば報酬は増。議員を増やして（市民1000人当たり１人
で、オブザーバーのような役割）日当で報酬を出す。地域代表を比例で出すなど。直接民主
主義を入れる（地域での細かい事案に対して）

59 報酬分の仕事をしていますか？
60 議員の給料カットを強く要望する。
61 議員の報酬カット

62
市民の給料は厳しくなるばかりですが、市職員、議員、市長の給料はまだまだ十分すぎるの
はなぜでしょうか？いま一度見直しを！

63 報酬の検討は速やかに考えてほしい。

64
ボーナスカット　市民、町民のため本気で考えて取り組んでほしい。市長はダメ　府中市か
ら選ぶ

65
一般市民から見ると、議員の報酬は多いと思う。その割には、公約していながら自分本位な
所があるように思う。本気で市民のためにはたらいてほしい。

66 議員報酬を早急に検討すること

67

◎議員は何しているのか。地域（市民）の声を聞いていない。◎福塩線時刻の便利が悪い。
本数がすくない。議員は地域の声を聞いていない。◎人口は尐なくなっているのに、市の職
員を尐なくしてほしい（議員は動いてくれない）◎議員の活動が見えない。◎議員の給料が
高すぎる。◎議員の存在感がない。◎市長の存在感がない。◎市民の声を聞く電話の設置を
してほしい。◎決まったことを地域に持って帰って説明するのはやめてほしい（市民の声を
聞いてほしい）◎議員としての自覚がない。◎議員は市民の代表ではないのか？

68

議員の方は何のために出られているのでしょうか。地元民と話し合い、地元民の気持ちを議
会に届けるのが本来の仕事ではないでしょうか。一度議員になれば、地元民の声等聞かず、
自分の考えで突っ走るのはいかがかと思います。いろんな全金、保険料等が値上がりしてい
るときに、自分たちの報酬だけは増やすのはいかがかと思います。

69 給料が多過ぎる（ボーナスなんてとんでもない！）奉仕の精神で頑張ってほしい

70

市議会議員になりたいとか、市民の代表になりとか、府中市をよくしたいという思いがある
のなら無報酬でやるべきだと思います。議員の中には安定した副収入がほしい人たちが多い
と思えます。「あいさつ」は基本だと思います。当選するまでは市民にペコペコして、当選
したら上から目線で「こんにちは」の一言もなし。最低だと思います。だから府中市はよく
ならない！
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71

市議会を見て思うことは、年中行事の一つで、結果の決まったパズルを行っている（市長の
思っている通りになる。国会、県会も同）ので、市民のための議員であるように思われな
い。議員の夏、冬のボーナスをなぜ出すのか疑問。夏、冬のボーナスを出す場合、政務調査
費は不用（出ない場合は充実）。市議会の答弁の方について。２時間のうち、一度も答弁し
ない方が多いように思われる。議会進行を考えて、議会費を節約してほしい（答弁者の１時
間の時給は幾らですか）

72
報酬の削減（日当制の導入）　若返り（やる気のない老人の集まりになっている）定年制の
導入（年齢又は任期２回までなど）

73

市長の市議会に対するアピールや、市民に対するアピールがそもそも足りないので、議会も
だめだと思う。大阪までやってくれとは言わないが、もっともっとオープンにして、年齢も
定年を設けるとかしてほしい。そもその、この会（特別委員会）の人は、だれかいるのか？
一般市の市民も入っているのか？議員だけの会ならだめじゃん！　町内会長をとおして地域
のことを市に言うというのは間違いだと思う。府中の教育委員会も尐しおかしいと思うが。
読んでいただきありがとうございます。尐しでも府中市がよくなるよう、よろしくお願いい
たします。

74 議員も定年を設けるといい。

75
議員に定年制を設け世代交代を行う。若い議員（40代）を中心にし、改革を行う必要がある
と思う。今のままでは、落ちこぼれた市になってしまうよ！！

76 議員の65歳定年制の実施を望みます。

77

４期市議会議員を勤めた者は５期目は選挙に出られないことにしたらどうですか。16年間も
市政に携わり、なお次回市議になりたいとは。16年間本当に真剣に市政に取り組んでいたの
か疑いたくなります。16年間市政に居ながら、いまだ自分の意が反映されていないのである
ならば、16年間の政治に対する真剣度が不足しているのであろう。既に政治家としての資質
に欠けているのではないでしょうか？

78 若返りをする。

79
議員の皆様は市民のために働いているのですか。高齢な方が多く、思うように市民の声は聞
けないでしょう。もっと議員の若返りを望む。

80
議員の若返りなどで、新しい取り組みをしてほしい。都会に出た若い人がＵターンしたくな
るようなまちになるような改革をしてほしい。

81

府中市は、地場産業（木工）がだめになり、工場の跡地の空地が目立つようになり、市が衰
退していっている様に感じます。
ですから、市を活気づける為に議員の若返りを求めます。
（新しい意見、勢いを求めます。）

1 市民のための議会運営

2
議員の発言はできるだけ多くの議員に発言していただき、同じような問題は集約して発言し
てはどうかと思います。

3 福山市の議会のほうがスマートに見えるが。

4
本会議の一般質問を対面式、一問一答方式採用、中けの充実など、随分わかりやすくなった
と思います。が、しばしば力関係や会派の対立が露骨で、市民が求める住みよさの向上に忚
える議論でないと感じることがあります。

5 会議は全出席でされているのでしょうか。
6 百年河清を俟つが如き議論でなく、実現可能な議論を行ってもらいたい。

7

議案審議の公開はこれからも続けていくべきだと思うが、市民のほとんどは、市政に声が届
かないと感じていると思います。届いたとしても、何も変わらないと感じている人がほとん
どだと思うので、どのような声が届いて、市政がどのように改革したなどを細かく公表すべ
きだと思います。

8 簡潔明瞭でない。丁寧過ぎる議会用語がわざとらしくて聞く気がしない。
9 市長とよく歯車がかみ合っていてよい。

10
物事が多数決によって決定されるばかりでなく、不便な地域のことも考慮して運営してほし
い。

11 市政運営に突っ込んだ質問をしてほしい。

12
市長とシャンシャン議会にしないでほしい。市長は特定の会派だけの意見を重要視しないで
ほしい。

13
ケーブルテレビで審議を見ますが、ある人の市長への質疑が余りにも見苦しく、子供のけん
かのようにも見えます。もう尐しレベルの高い審議をしてほしいです。

1
全体として、質問者もと回答者も勉強不足。議会だよりを見ても通り一遍の質問や答弁が多
過ぎて物足りない。

2
議員が多過ぎる。文教問題を知らぬ人がその委員になっていたり、真剣味が乏しい。とにか
く定数を大胆に削減すべきだ。

3 議員さんはよく勉強してほしい。議員さんは、考えた議会活動をしてほしい。

【議会（運営）・議事関係】

【議員関係】
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4 議員さん、もっと勉強してください。
5 議員はもっと学習していただきたい。レベルアップ
6 議員の勉強が足りないように思う。もっともっと勉強していただきたい。

7
これからの若い人たちに対して、住みやすく魅力ある府中市になるよう、勉強してほしいで
す。

8
また、議員でありながら、法律等についてあまり知らない議員もいるので、もっと自らで勉
強し、自らを犠牲にして身を削って市のために頑張ってほしい。議員は仕事ではなく、ボラ
ンティアという考えのもとに、議員それぞれの意識改革を望みます。

9 議員の先生方は、尐し勉強して、堂々と意見を発表してください。

10
市議は報酬に見合うよう、本当に市政の（行政）事を考えて、議会だけでなく、勉強会等を
続け、本当に市民のための人物であってほしい。

11

以前、ある会（１つのテーマについて尐人数で話し合い結果をまとめる）にて、ある市議会
議員と同じグループになったことがありました。難しいテーマではありませんでしたが、市
議会議員さん、全くアイデア、考えもなく、議論もできませんでした。他の方も皆、呆れら
れるほど。議員を選ぶのは市民ですが、適正もチェックされたほうがよいのではと思いまし
た。

12
市を代表する議員なのに、あんな人が議員になっていると思う人がなって、そんな人が本当
に府中をよくできるのか心配です。

13 議員さん、一生懸命頑張っておられる方、そうでない人、いろいろとありますね。
14 資質向上、マンネリ化の防止

15
国会と同じで、市議会の体をなしていない。議員のレベルアップで市全体のことを考えて行
動してほしい。（国道４８６、南北道、高木町の都市計画等）

16

市民に対して親切になれ。議員は市民代表として仕事をしていただきたい。私利私欲ばかり
の議員ばかりいるのにはがっかり。府中がよくなるわけがない。選挙前だけ頭を下げてる議
員ばかりで、結局は市民のためにやってくれる者はいないと思う。府中市全体がそういうも
のばかりいると思ってます。自分がよければいいと思うものばかり。税金を無駄にするな。
議員に期待をすればするほど、あてにならない人ばかり。

17
市長と相対的に自立した議員の存在が必要！市長とけんかする意味ではない。権力に対し、
自立性を持つことです。議員が保身にならないことです。

18 議員の質の向上
19 議員の質の向上を願う。道徳的に乱れたうわさも耳にします。

20
市議会議員は、市全体を見して市政をして欲しい。私利私欲が目につく。もっと大きな議員
になれ。

21
議会である議員の一人は意見は聞かず、自分の思う事だけ大きな声で話す人がいる。いつも
腹立たしく聞いている。

22
選挙で当選されたという気持ちがあるのか、一部議員の態度が大柄である。時には近寄りが
たい人もいる。謙虚になってほしい。CATVで見ているが、健全な意見でなく中傷するような
発言が見られる。議論は当然必要だが、言動には注意してほしい。

23
会派による話が違いがあり、自分たちが府中の市を動かしていると思い違いをしている市議
がいる。市議会は謙虚に審議してほしい。

24 市会議員の方は我々に直接関係を持っておられますが、頭が高くありませんか？

25
一部議員の、何の対案もない、反対のための反対のような時間と費用の無駄をなくしてほし
い。市民のことでなく、自分の保身のみを考えているように思われる。

26 時おり、市内で横柄な態度をされている議員さんを見かけうんざりする（一部の人ですが）

27
議員の方は選ばれた方なので、まちなかでも高速バスの中でも、見られているんだという自
覚を持ち、品のある言動（飲んでも乱れない）、行動をお願いします。

28
ＣＡＴＶ等でたまに見ますが、市長に対して言葉遣い、態度の悪い人がいます。いくら気持
ちが高ぶっても、子供でもあるまいし。やめるように。

29

市議会議員になりたいとか、市民の代表になりとか、府中市をよくしたいという思いがある
のなら無報酬でやるべきだと思います。議員の中には安定した副収入がほしい人たちが多い
と思えます。「あいさつ」は基本だと思います。当選するまでは市民にペコペコして、当選
したら上から目線で「こんにちは」の一言もなし。最低だと思います。だから府中市はよく
ならない！

30 市会議員がふらふら夜遅く飲んで歩いてる市議の市は？府中、元町、福山、よく見ます
31 信頼、誠実を期待する

32

パソコン利用の報告があるが（インターネット中継のことと思われる：事務局）高齢化しつ
つある府中市に必要なのだろうか。ケーブルジョイはまずまずの利用があり、そちらでの放
映のほうがよいのではないか。それには、番組表をどこかで市民に伝えるべきと思う。市議
会議員は、当選したらその上にアグラをかいている人も多々あるのでは？
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33
お酒の匂いをさせている議員とすれ違ったことがある。議員の意識が昔のまま変わっておら
ず、マンネリ気味になっている。議員自体の意識向上と変化がない限り、市議会全体的に変
化はなく、低下する一方だと思う。府中市のためにも頑張ってほしいです

34 えりを正して頑張って下さい

35
選挙公約で言ったことは必ず守ってほしい。ある議員に相談しても、待ってください、これ
では公約で言ったことはダメ。

36
議員さんの個人の考えや主張を途中（採決時）に変えず、当初の考えを遂行してほしい。先
輩方の言いなりになっている気配がする。

37
選挙公約の実現に力を入れてください。次の世代を担うのは子供達です。教育にこそお金を
かけられるようお願いしたいです。

38 選挙公約は市民との契約であり、できないことは問題である！

39
議員に家の前の溝の件でお願いをしたら市はしてくれないので、自分でするよう言われた。
私は組長なので、選挙時は、お茶くみ等いろいろ気も使ったが、素気なく断られ呆れた。地
元にそんな議員は要らない。

40
市民生活で困っていることの相談に議員が相談相手となって聞いてもらいたい。議員には市
民の代表として自覚して行動をとってもらいたい。

41
議会は行政のチェック機関であることをふまえ、党利党略を超え、本当に市民のためになる
働きをしてもらいたい。

42 議員はもう尐し市民のために働いてほしい。票集めのためだけのように見える。

43
市会議員は市民の要望を行政に対していかに対忚するのか、議員として市民の声を議会に反
映させるべきである。今の運営を見ていると、行政運営に対忚していません。しっかりと前
向きに議員活動を行ってもらいたい。

44
「弱者がこのまちで幸せと感じられる…」こそ本当の議会であります！　役人が本当に役に
たつ人であってほしいのと同じで議員さんにも。いじめ、自殺、孤独死、虐待のないまち…
心から願います！

45 市長の顔より市民の顔を見て！

46
議員の皆様は市民のために働いているのですか。高齢な方が多く、思うように市民の声は聞
けないでしょう。もっと議員の若返りを望む。

47 市議員は市民のための政治（政策）を行ってください。
48 自分の立場を考えず市のこと、考えての仕事をしていただきたいです。

49
不言実行ではいけませんが、提案がいくら出されても実行されなければ何にもならないと思
います。実践してください。市民の声に耳を課し、市民のために本当に働いてもらいたいで
す。

50
一般市民から見ると、議員の報酬は多いと思う。その割には、公約していながら自分本位な
所があるように思う。本気で市民のためにはたらいてほしい。

51 市民のために議員は働いてほしい。イエスマンにならないように。特に平成クラブ。

52

それぞれの立場と生活と幸せのために、議員の皆様も頑張っておられると思います。でも、
報酬を市民からもらっている以上は、常に、市民の役に立つかどうか、自分の職務は市民の
人々に反映されているかどうかを考えて、仕事を、議員活動を行ってください。皆、血税を
払って将来の地域のために議員さんを選出しています。ご自身の議員活動が市民のために
なっているか（現在だけでなく未来にかけて）と常に考えて活動していただきたいです。ご
自身が余りできていないと思われるのであれば、次は立候補なさならいでください。日本が
変わりません。

53 一部の人間のためではなく、府中市のために働いてください。

54
議員の所属している会派の意見にかたよらず、本当に市民が何を望んでいるか、よく考えて
行動してほしい。

55

府中市には活気が全く感じられず、要望などを出しても、実現し可能にできる人材・魅力あ
る人がいない。期待していない（あきらめている）から市民が無関心なのか。府中市政、ま
ちづくりを市民全員で盛り上げようという雰囲気が感じられない。それだけ日々の生活に追
われているのか。派手に声高らかに物を言う人だけの意見を取り上げるのではなく、もっと
地道に、市民の気持ち、意見を集めてほしい。市内にはすばらしい才能や知恵を持たれた方
が黙っておられる（目立たない）だけで、たくさんおられます。そういう方々の力を終結さ
せる人望のある方（リーダーとなりうる人）の出番を待っています。すごく消極的な意見で
申し訳ありませんが、多くの人がそう思っていると思います。みんな府中市もっと元気にし
たいと願っています。

56
まだまだ市民の声を聞いていない！！本当に困っている人の声が届かない！！議員のされて
いることが全く分からない！！

57 市長べったりの議員はいらん。価値なし！公平に市民の声を聞いてほしい。

58
市民のために動いているというものが見えてこない。もっと市民の声を聞くことからだと思
います。

59 議員一人一人が町内の要望を聞くように。選挙だけの議員が多い。
60 もっと市民の声を聞きに歩いてほしい。
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61 もう尐し市民の声を聞いてほしい。

62
議員の総評として、議会としての活動報告、市民からの意見を聞くこと、意志表明（政策の
提言）をしてもらいたい。市政に市民の声が届くようにしてほしい。

63

議員の方は何のために出られているのでしょうか。地元民と話し合い、地元民の気持ちを議
会に届けるのが本来の仕事ではないでしょうか。一度議員になれば、地元民の声等聞かず、
自分の考えで突っ走るのはいかがかと思います。いろんな全金、保険料等が値上がりしてい
るときに、自分たちの報酬だけは増やすのはいかがかと思います。

64

若い世代にもっと興味を持たせてほしい。（政策など知らない人は多いと思う）いろいろな
意見を設ける場があるのか？（あっても知らない）産科医師が必要！府中にあれば安心（実
際市外に越していった人はたくさんいます）府中市は狭いので、もっと議員さんが市民の意
見を聞き、今の府中市には何が必要か、何が無駄なのか、身近に考えていただきたい

65 市会議員は地元のため立候補されたが、何をされているのか全く分からない。
66 議員になって何をしたいのかがよくわからない

67
何がどう実現しているのかわからない。人のあらさがししている暇があるなら、他に市議と
してやるべきことがあるのでは？文句ばかりで改善しているところが見受けられない。何の
ために市議になったのか考えてほしい。

68 市長の言いなりになるような議会（議員）は市民の代表者ではない。

69
選挙の時のみ声掛け等で笑顔を見かけますが、それ以外では、声、顔をお見かけすることが
ありません。

70 お会いできる機会がないので雲の上の人。市民が選出した方々なので期待するしかない。

71
生活保護の件、議員さんにお願いすると簡単にもらえると聞きました。議員さんの議員以外
の仕事、いかがでしょうか。議員さんは議員給料をいただいておられるので、他の仕事はい
けないと思いますが。

72 国会議員は国。市会議員は市、町に責任を持っていますか？

73
経験豊富な議員の考えも大事だが、これからは３０代、４０代の議員体制になり、新しい改
革をしなければ府中市の発展はないと思います。

74
本音で政策に取り組む議員の方が尐ないと思う。市民個人が土木課とか建設課に２～３回お
願いに行きましても現場へ課の方が見に行かれません。災害が起きてからでは？と思いま
す。議員のほうへ話がいかないのでしょうか？

75 議員が尐なく、頼りなく、もう尐し活気ある方に出ていただきたく思います。

76
大体頑固で頭の古い、回転も動作も鈍い方が多い。変なプライドの塊で、現代に全く合わな
い。自分は市議会議員だと思っているかもしれないが、税金ドロボーだ。

77
給料分の仕事をされてますか？もう一度皆様で検討ください。議員さんは当選したらラッ
キーで、その後の働きはいかがなものでしょうか？一度も地元を振りかえられてないように
思います（人によりますかね）

78 議員はボランティアでお願いします。
79 しっかりして、前向きの方が出てほしい。

80
議員になられても、人としての考えをちゃんともって議会を進めてほしい。人間性が変わる
人が多過ぎ。病院、桜が丘、学校の統一、道路…どれをとっても府中のカラーが消されてい
くばかり。”府中”をちゃんと見てください。

81
国会議員もしかり、保身ばかりが目につきます。市会議員の方の、本分に徹した仕事を期待
します。

82
府中市をよくすることに力を注ぐべき。一部の声の大きい人々に惑わされない力を持つべ
き。

83 議員に対して信用性が低い。安心できない部分が多い。

84
議員であること、念頭に置いて、常に府中市のためにご活躍ください。市長さんを中心に、
市長さんを立ててください。市長さんに反対、御批評ばかりしないでください。

85
公正、中立の立場での議員活動を望む。偏った運動団体をベースにした議員活動はいかがな
ものかと思う。私たちは血税を納めていることを忘れている自覚のない議員がいることは残
念でなりません。

86
市民が何を望んでいるか聞かないとわからないような議員は必要ない！何をすれば府中市
（市民）のためになるか考えて実行して結果を出すのが議員の仕事でしょ！

87
市議の方に相談しても余り気にかけていない様子です。言ったとき（お願いしたとき）だけ
来てもらっても、その後何も言ってはこない。だれに言えばすぐに行動していただけるの
か。本当に困っているのにどうしたらいいのですか！

88
本当に府中市よくしようと考えて議員は動いているのか。赤字同然の市を、市民の最善の利
益のために活動しているとは、どうひいき目に見ても思えない。個人の損得でしか動いてい
ないと見える。

89 地方議員は政党色を強く出さないようにしてほしい

90
所属会派の拘束が強く感じられる。議員は出身選挙区の生な、切実な意志こそを代表するべ
きだ。
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91
将来を担う若者が市内で生活し、働ける、魅力ある府中市にするために、行動力を持って
日々活動していただきたいと思います。

92
市議会に関心は持ちたいが、議員の質に問題。市政健全化の名のもと、固定資産、国保税増
税。どこも一緒だと思うが、議員、市長一丸となって頑張って、府中の人口をふやすこと。
新しい産業、工場誘致。そのためには何をするか。増税での再建は続かない。

93
市議会議員を減らしたほうがよい。一般企業に定年があるように、市議会議員も定年を設け
るべき。年配ばかりの意見は、若い人には届かない。府中市よくするためにどうしたらいい
かを考えてほしい。

94
市議会の中は腑抜けみたいで、核心をついた質問がなされていないし、市長の言うとおりに
動くばかりで、議員がなすべきことをしていない。

95 市議会議員に期待はしません。

96
本当に実力のある人が議員となり、リーダーシップを発揮してもらいたい。いまだに府中は
名誉職的な色合いが濃くて、実行力に务ると思う。若い力が必要だと思う。

97 本当に府中市のことを考える議員がいるのか？

98

◎議員は何しているのか。地域（市民）の声を聞いていない。◎福塩線時刻の便利が悪い。
本数がすくない。議員は地域の声を聞いていない。◎人口は尐なくなっているのに、市の職
員を尐なくしてほしい（議員は動いてくれない）◎議員の活動が見えない。◎議員の給料が
高すぎる。◎議員の存在感がない。◎市長の存在感がない。◎市民の声を聞く電話の設置を
してほしい。◎決まったことを地域に持って帰って説明するのはやめてほしい（市民の声を
聞いてほしい）◎議員としての自覚がない。◎議員は市民の代表ではないのか？

99
議員の地元、支持団体の力になることはおかしい。市会議員は市のために頑張るのが当り前
だろう。

100
市長の言いなりの議員ならいらない。自分の意見を持ち、府中市のことを考える市議会議員
が必要だと思います。会派を作り、自らの主張を持たない人ばかりが議員となっている。減
らせばよいと思います。税金を大切に使ってほしいです。

101
市議会運営に発生するコストを認識し、個々の能力を高めて、建設的な話し合いを行ってく
ださい。

102
議員数の問題もありますが、仲良しクラブと市民から言われる関係での市政はダメです
ね！！不況、税収↓状況の中、議員定数、報酬カット希望。

103
自分の利益ばかり考えることなく、みんなが幸せになれるようなことをどしどしやってほし
い。

1
議会だよりをもっと分かりやすくして欲しい。とっつきにくいイメージなので・・・・子供
に内容を聞かれてもうまく説明できなかった。

2
ホームページの充実より議会だよりの充実を望む（すべての家庭にパソコンがあるとは限ら
ない）

3 議会だより、もう尐し発行回数をふやしてください。
4 市議会だよりをもう尐し詳しいものを。

5
ＣＡＴＶもきていないし、インターネットがない者にとっては文書（市議会だより）がたよ
りです。文書による報告の充実をお願いします。

6 ①他市町村のように、議会だよりをもう尐し充実する必要あり。

7
議会だよりは新聞にはせてあるそうですが、新聞を取っていないところにはきません。年に
１～２回でも電話でもよいですから、元気ですかの声をしてくださると、一人暮らしの者は
どんなにうれしいことでしょう。できればお願いいたします。

8 市議会だよりやホームページの充実
9 議員個々の議会報告が末端に対し尐なすぎる。意見をあまりにも聞かなさすぎる。

10 議員の顔が見えない。町内に出向いて報告会を。

11
自分が選んで投票した議員さんが一生懸命頑張って、市民のため努力してくださっていると
信じております。議会だより等より、生の声を聞く場があるほうがよくわかるのではないで
しょうか。

12
議会報告会を特に希望します。また、議会の傍聴をしたいけど、日程がわからないので知ら
せてほしいです。

13 できるだけわかりやすく議会報告をお願いいたします。専門用語は解説してください。

14
議会報告が市民にしっかりわかりやすくしてほしい。議員の弁当代はどのようになっている
のか、市民に知らせてほしい。

15

議会と市民との間に溝があると思う。市民がもっと議会の中身が見えるように、わかりやす
い議会報告を行って欲しい。一般市民は、議会制度等ほとんど知らないので、そこから始め
なければならないのではないか。インターネット中継は、金をかけた割にきちんと聞きとれ
ない等、不備がある。

16
市議会だより等、文章だけではよくわからない。地区から出た議員が議会報告をする等、地
域の人にわかりやすく報告会をしてほしい。

【広報関係】
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17 年に１回くらい地元で報告会を行ってください。

18
先日、旅行のバスの中で市政のことなど話を聞き、質問も出たりしました。こういうのもよ
かったです。（町内会の集まり、お祭り等を利用し尐し時間をとる）

19
インターネット中継などにたよらない。議員は市民に対し直接に対話をし、意見を聞き、自
分も言う。報告会等もっと地元で行うべき。今は議員、いてもいなくても何も変化なし。高
い報酬をもらって、もっと仕事しろ。

20
高齢なので遠くへ出向いて議会報告、審議結果など聴くことが難しいので、ふれあいサロン
とか集まりやすい場所で説明してほしい。

21 市議会で何をやっているのかを、具体的に市報など公表してほしい。

22

議案審議の公開はこれからも続けていくべきだと思うが、市民のほとんどは、市政に声が届
かないと感じていると思います。届いたとしても、何も変わらないと感じている人がほとん
どだと思うので、どのような声が届いて、市政がどのように改革したなどを細かく公表すべ
きだと思います。

23
はっきり言って、今まで仕事と家事、自身のスキルアップに追われ、全く市議会に関心を持
つことができませんでした。今回アンケートを書くに当たり、誠に私自身恥ずかしく思いま
した。今後とも広報活動をお願いいたします。

24

町内回覧板等に、かかわりのある案件（審議中も含む）をお知らせにしては。高齢化のため
通信（ネット）をしない。年齢が高い。（議会報告会について）決まった案件の説明は文書
でよいのではないか。決まるまで知りたい。皆さん日々忙しいので、ゆったりとした日に
（盆、正月、２月等）地域に相談。

25
広報ふちゅうの一部にでも、現在議論されていることについて簡単に書いてください。市議
会のことについてあまり関心がなかった私でも多分読むと思います

26 議会の内容など、もっとわかりやすく知ることができたらよいと思います。

27

市民の一員として、だれがどのような仕事をしているかわからない。また次の選挙で、各議
員さんが市民の声を反映されているかわからないので投票しづらい。地域の人に勧められて
投票しているだけです。議員さんが一人一人どのような仕事をしているか、明確に公表して
ください。

28
議会の様子をもう尐し早く市民に伝えるために、中立の立場で新聞折り込み等で議会の様子
を伝えてほしい。

29 議会の運営・報告を新聞の折り込み等で早く、中立の立場で知らせてほしい。

30
前は、町内に議員がおられたので、いろいろ市政に対して聞く機会がありましたが、現在は
ほとんど関心がありません。インターネット中継など、議会のチェックと報告の充実。

31 現状が伝わってこない。市民に状況を伝える努力、興味を持ってもらえる努力を願う。

32
新聞をとってなかったら、どこで市議会だよりが見られるのかわからない。市役所まではわ
ざわざ行かない。関心が持てるよう、市議会のことをもっと積極的にアピールしてほしい。

33

議会だよりがあることを知らなかった。どうしたら手に入るのだろう。
まったく興味もなく知らなかったけど、大切な話し合いをしたり決めごとをしているのな
ら、もっと大々的に公表してほしい。CATVはないし、TV、ラジオ、折り込みなどで目にふれ
る所に情報がほしい。

34
上下町内にはＣＡＴＶがないので早急に設置し、高齢者にも見ることができれば、もっと議
会等に関心が高まると思う。

35

パソコン利用の報告があるが（インターネット中継のことと思われる：事務局）高齢化しつ
つある府中市に必要なのだろうか。ケーブルジョイはまずまずの利用があり、そちらでの放
映のほうがよいのではないか。それには、番組表をどこかで市民に伝えるべきと思う。市議
会議員は、当選したらその上にアグラをかいている人も多々あるのでは？

36
CATVがいつも固定して、同じ場所のみ撮影しているように見える。一部の議員の議会中の態
度が映されるが、出来るだけ全般を映すようにしたらいかがか。アンケート協力依頼書とア
ンケート用紙は別々にされたほうがよい。

37
各党での報告や説明が違うことがあるので、どちらが本当のことを言っているのかわからな
いことが多々ある。

38

広谷町は永年に渡り、市議会議員が不在のため、他の市町村より市議会に対する関心が薄
い。これは町民の責任でもあると思料する。市民の関心を向上させるには、直接市民とふれ
あうことが重要であり、議員を分散し各市町村で公開討論会の開催も一案と思える。特に備
後人は、災害も尐なく心豊かな人が多く、苦情は発信するが自分が中心となり改革しようと
する人が尐なく、議員の方々もそれに甘えているのが現状と言える。事務局の方々のご苦労
とさらなく改革の取りまとめを期待します。

39
個人で、市の報告や今後のことなどを記事にされている議員さんがおられますが、市政がよ
りわかりやすく、市民としてうれしく思います。

40 議会報告はアンケートですればいい。報告会に行っても、本音で意見は言えません
41 もっと府中市のことがみんなにわかるような情報があれば…
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42 報告会の主催は事務局か？
43 市民の生活を考える。インターネットなど見ない人のことも。
44 （議会報告会）市長の考えで市政が動いているので、報告されても意味がありません。

45
議会報告会には多分参加しない。議会だよりである程度分かるため。要望等は個別で陳情し
ていると思われるため。

46 ほとんどの人はパソコンは操作できると思いますが、操作できない人もいることも分かって

47

様子を傍聴など（ケーブルテレビも映らないし）したことがありませんし、紙媒体もなかな
か読まなくなっているので、いっぱいいっぱいに詰まっていると議会だよりも読みにくくて
…これからは尐し頑張って読んでいきます。上下からの議員さんがどんどん減るのではと心
配です。

48 老人ですので、議会だより等ありがたいです。
49 議会報告会をしても、きれいごとしか言わない！

50

ネット中継、ホームページの充実…そう言う前に、それを見るものがすべての人にあるのな
らそんなことをすればよいが…貧しい者にはその機会が与えられない。そのことをまず改善
してから言ってほしいものだ。もっとほかにすることはたくさんあると思う。もっと自分の
ことより市民のことを考えて仕事をしてほしい。

51 高齢のため、議会、報告会など産科は無理。議会だよりを参考にしている。

52
議会終了後、各議員の議決結果を知らせてほしい。年寄りは議会だよりを読むことが楽しみ
だから。出歩くことが難しくなったため。

53
報告はメディア（TVニュースや、地元紙の新聞などでも発信できると思う。

54 市議会があったら早く話してください

1 人が多いのでは？　今いち、何をしているのかわからない。
2 わからないことが多すぎます。
3 何をしているところかわからない。

4
今の政治と同じで、議会に対し何も期待していません。市民の生活が豊かになったと言える
ような議会にしてほしい。豊かになるどころは、生活が苦しくなるばかりです。市議会の活
動内容が全く分からない。知らない。

5

市議会での活動内容がよくわからないです。府中学園建設、三中・四中など地域の小学校の
合併など、市民の意見は取り入れられているのでしょうか？上記の内容も、市議会で話し合
いがあってから決定したのですか？府中市は自然に囲まれたのんびりした田舎町です。みん
あ新しい校舎が必要だったのか？新しい校舎の建設費を各地域の予算に回し、学校の合併を
しないようにできなかったのか…疑問に思うことがあります。みんなの望むような意見がす
べて通るとは思いませんが、違う改革のほうがよかったのかなと思います。市議会の要望で
なかったらすいません。

6 何をしたいかわからない。興味を持てない。

7
日々どのようなことを仕事としてされているのかわからない。こんなことをされている、し
てくださってこうなったということが知りたいと思います。

8

市議会と言っても、何をしているか、どのような政策を提案、実現しているか、何一つ見え
ていません。人口も減り、平均年齢も上がっていく一方の府中で、本当に若い世代、子育て
世代のことを考えてくれている議員はいらっしゃるのでしょうか？　インターネットやＣＡ
ＴＶを使っても、市民が関心を持って「見よう」という気が起きるような、活気ある議会を
しなければ意味がありません。メディアツールを形ばかり整えて満足してないで、市民が本
当に必要としている情報を届けてください。府中市議会のＨＰを使ってでも、毎日新しい情
報を発信してみてください。毎日議員が持ちまわりでブログを更新するのもいいかもしれま
せん。毎日市民の疑問に一つずつ答えていくなども効果的なのでは！とにかく早いスパン
（毎日）で、最新の情報を発信することが、見る側に興味を持たせる秘訣です。お金もかか
らず、やろうと思えば今すぐできることです。それができなければ…府中市議には何を望ん
でも無駄ですね。

9 市民の要望も伝わらない。どんな仕事をしているかも。税金の使い道もいい加減だと思う。

10 市民の声に耳を傾け、議会の深い討論と実践を特に願いたい。
11 市民の声をもっとよく聴く場を持ってほしい

12
いらないことに金を使うな。府中学園といい、国府小といい、税金を何だと思っとんな！無
駄使いをするな。もっと市民の意見を聞きなさい。市長、議員のワンマンはよくない。

13
自分からもっと市議会に関心を持たなければいけないと思うけれど、ちょっと敬遠してしま
う。身近に感じられるようになればいいと思う。市民の声をよく聴いてほしい。

14 市民の声をもっと聴いてほしいです。府中をもっと熱く、輝く市に。

【その他】

9/16



15
市民の生活も、できる限りは頑張りますが、市民の声も聞いてほしいです。提案は出しても
実際はなかなかかなわないような気がします。よろしくお願いします。

16 市民の声を聞いてほしい。

17

◎議員は何しているのか。地域（市民）の声を聞いていない。◎福塩線時刻の便利が悪い。
本数がすくない。議員は地域の声を聞いていない。◎人口は尐なくなっているのに、市の職
員を尐なくしてほしい（議員は動いてくれない）◎議員の活動が見えない。◎議員の給料が
高すぎる。◎議員の存在感がない。◎市長の存在感がない。◎市民の声を聞く電話の設置を
してほしい。◎決まったことを地域に持って帰って説明するのはやめてほしい（市民の声を
聞いてほしい）◎議員としての自覚がない。◎議員は市民の代表ではないのか？

18

地域住民の声を聞き、地域の実態を把握して行政へ反映してほしい。安心して子育てできる
ように、子育て支援（子ども手当）に力を入れ、若者が集まる活気ある町になる政策を提言
してほしい。「弱者切り捨て」保育所給食民営化に歯止めをしてほしい。よろしくお願いい
たします。

19 市民の声を市議会に反映させて下さい。
20 市民、町民の小さな声もしっかりと聴いてほしい
21 市民の声を市政にしっかり反映してほしい。市政についてのわかりやすい情報開示
22 市民の声がもっと議会で議論され、要望が通るようになればよいと思います。
23 市議会はおざなりの討議をやめ、市民の代表としての議会であれ

24
尐し、市長の御用議会となっている。日進月歩、進化してほしい。市民の代表として本気を
出してほしい。アイデアが乏しいよ。

25 市民の生活を考える。インターネットなど見ない人のことも。

26
報告会を開催されても、要望も聞くだけ、言うだけのことが多く、時間を費やしていくほど
のこともない！もっと市民の側になって、ボランティア精神でやってほしい。定数、報酬の
減も考慮してはどうですか？

27
もっと、本当に市民のための審議をしてください！また、議員数の縮減、政務調査費の削減
など無駄を省くことを努力してください。

28

「人民による、人民のための、人民の政治」この３つのうちで一番大切なのは「人民のた
め」府中市は、市民のためでなく市長のための政治に感じる。特に平成クラブの一般質問は
市長のためのもの。民主主義の根幹は、最終の決定権は国民（市民）にある。いくら議会改
革だと言っても、市民のためでないと何の意味もない。

29 市民のためによい議会になることを望みます。
30 市民のためになる政策実現を！

31

ネット中継、ホームページの充実…そう言う前に、それを見るものがすべての人にあるのな
らそんなことをすればよいが…貧しい者にはその機会が与えられない。そのことをまず改善
してから言ってほしいものだ。もっとほかにすることはたくさんあると思う。もっと自分の
ことより市民のことを考えて仕事をしてほしい。

32
議会、委員会中けは文化センターに行ったとき見る。国会のようにならないようにしてくだ
さい。市民のための政治をしてください。

33
議員の若返りなどで、新しい取り組みをしてほしい。都会に出た若い人がＵターンしたくな
るようなまちになるような改革をしてほしい。

34

府中市を発展するよう努めてもらいたい。空き地、シャッター通りばかり。自分たちばかり
のことを考えていると思う。府中市に産婦人科がないこと、おかしいと思いませんか。議員
数を尐なくし給料も減らすなど、市民のことも考えてほしい。国民年金だけでどうやって暮
らしていけばいいのか。道路も行き止まりばかり（新しい道路）箱物ばかり建てて。赤字を
なくしてほしい。子供が尐なくなる。先の見通しを立てて！アンケートとか出して、自分た
ちの格好をしないでください。

35 市の発展に知恵を出して、市が尐しでも発展していくことを望みます。

36
議員の不平、不満のチラシはよく目にします。足の引っ張り合いばかりが気になります。府
中の今後のために、若い人が帰ってきたいと思うような就職や活気のあるまちづくりに期待
しています。

37
府中の町をもっと活気づけてほしい。そのために頑張ってもらいたい。もっと町を見てほし
い。今一番必要なものを考えてほしい。

38
未来に希望を持てるようにしてほしい。これからの若い人が住みやすい府中市のために活動
していただければと思います。

39
府中市の雇用問題や活性化に取り組み、府中市に住みたい、府中市で子育てしたい、府中市
に就職したいと思えるまちづくりをしていただきたいです。

40 住みやすいまちにしてほしい
41 住みやすいまち、住みたいまちづくり

42
とても住みにくい。楽しくない市になっているように思います。学校、病院等の建て替えだ
けでなく、内容を充実してほしいと思います。
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43
高い税金を払っているのだから、それを納得できる使い方をしてほしい。市民が今、何を希
望しているのか、どういう未来を望んでいるのかを、市議会の方々にわかっていただき、住
みやすい府中市にしていってほしい。

44 市民が住みよい市にしてほしいです。

45
５年ぶりに転勤先から戻ってきたが、まち自体が元気が感じられない。府中市を元気にして
ほしい。関心はあるが、余り身近ではなく、どう自分にかかわっているか、正直わからな
い。

46
府中に引っ越して１０年余りですが、自然も多く環境のよい地域だと思いますが…働く場所
が尐ないのと若者が減っているので、もっと元気なまちづくりになるよう頑張ってほしいで
す。

47 元気な府中市つくるために頑張ってください
48 市の活性化についてしっかり取り組んでほしい

49

地元の要望を中心に考えた行動よりも、府中市全体の活性化を一番に考えて行動してほし
い。府中市の伝統ある産業を確実に残し（他市に移転させないように！）雇用の安定を図る
とともに、最近非常に活性化してきたまちおこし（府中焼きなど）を側面から支える仕組み
を充実させてほしい。そうすることで、尾道市に負けない観光地域にもなり、さらに府中市
が活性化していく、人が住みたい町になると思います。私のこの府中市で生まれ育ったわけ
ではありませんが、府中は、住めば魅力あるよい町であるが、他にいるとその良さが伝わっ
てこないように思います。

50
市民が議員に何を期待するかを考え、世羅町のような、花と果実（くだもの）の町みたい
な、何かテーマを決め、夢のある府中のまちづくりを期待する。

51
人口が減尐する府中市に若者が多く働くことができる雇用の確保についての対策を議論して
ほしい。

52 議会としてのチェック機能が果たされてなく、議会は不要だ。
53 執行部と議会がお互いにチェックする体制を確立してほしい。
54 市民の身近になるようお願いしたい

55
自分自身、議会に対してあまりにも無関心で、無知で恥ずかしい思いでいます。
議会と市民のつながりが身近に感じられる改革に期待しております。

56 もっとみんなが興味が持てる、関心が持てる府中市議会であってほしいです。

57
私にとってはとても遠い存在です。今年はこれを目標にします的なアピールを持って、わか
りやすく市民にも伝わるような議会をお願いします。

58 頑張ってください。

59
一部の利益のみを追求するのではなく、将来に向けた大きなビジョンのもとに取り組んで
いってもらいたい。

60 方向性が定まっていない。

61
地元から議員が出ていない地域にも、市議会として気配りは必要だと思っています。住民か
らいろいろ要望を出しても取り上げてもらえないことも多々あります。

62 何事も市民の声は反映されていない。
63 府中市議会も、今の小さな国会のようだ。民のためと言いながら自分のためにと。

64
改革・改善などは全く関心がなく、保身と金と名誉だけを目当てに集まっている醜い老人の
集合体にしか見えない。

65
私自身、住んでいるまちのことに無関心で恥ずかしいと思っています。それは市に何ら期待
も持っていないということです。市民全体というより、特定の人（声の大きい人）だけが優
位な、そんなまちに見えて仕方がありません。小さな声にも尐し聞き耳を立ててください。

66 このようなアンケートを回収しても反映されないのでは？　無駄だと思います。

67
このアンケート自体が無駄な経費。何を行えばよいかわからない議員はすぐに引退すべきで
ある。

68
議員の地元に力を入れるだけでなく、市全体が改善できるよう、議員が一体となって議会で
討論できる場が多いよう。

69
府中市と合併してから議会が遠い者になった。府中市へ行く時間がかかり過ぎるので、傍聴
する機会がなくなった。

70
「弱者がこのまちで幸せと感じられる…」こそ本当の議会であります！　役人が本当に役に
たつ人であってほしいのと同じで議員さんにも。いじめ、自殺、孤独死、虐待のないまち…
心から願います！

71
①平成会はよくない（平等でない）②市民の意見をよく聞いていない③今尐し地区へ足を運
んで現況を見てほしい④アンケートを必ず公表してほしい（お願い）

72
議会、政策等は今頃出ていることをやられるのは当然ですが、末端の声をもう尐し聞き入れ
ていただきたい

11/16



73
県内でもトップレベルの議会審議の公開の実現となっていますが、別にトップじゃなくても
いいんですが、議員全員が市民の声を聞けているのかといえばそうでないとおもうし、調査
を続けても変わっていくのかを見届けたいです。今やっていることもどうかと…。

74

選挙の際には甘口。住民は軽薄な、非現実な宣動に動かされやすく、その結果当選すれば、
隠されたイデオロギーで活動する議員が議事を混乱させる。こういう結果になるのは、選挙
民の質が問題なので（それが起因なのであるから）日ごろから学校でも地域でも、しっかり
した物の見方が探求されなければならない。市議会に反映された「悪貨は良貨を駆逐する」
評議は、住民に最終的にはね返ってくることを住民は心して知らなければならない。以上
は、市議会に対する評価ではなく、住民に対する評価でした。悪しからずご容赦を。

75

市長の市議会に対するアピールや、市民に対するアピールがそもそも足りないので、議会も
だめだと思う。大阪までやってくれとは言わないが、もっともっとオープンにして、年齢も
定年を設けるとかしてほしい。そもその、この会（特別委員会）の人は、だれかいるのか？
一般市の市民も入っているのか？議員だけの会ならだめじゃん！　町内会長をとおして地域
のことを市に言うというのは間違いだと思う。府中の教育委員会も尐しおかしいと思うが。
読んでいただきありがとうございます。尐しでも府中市がよくなるよう、よろしくお願いい
たします。

76
共産党、社民党、上下地区等はもっと府中という大きな全体を見て市議会運営をお願いしま
す。

77
府中市議会に対してどんな要望をしてよいのかわかりませんが、私たちが豊かな心でおられ
るように

78

広谷町は永年に渡り、市議会議員が不在のため、他の市町村より市議会に対する関心が薄
い。これは町民の責任でもあると思料する。市民の関心を向上させるには、直接市民とふれ
あうことが重要であり、議員を分散し各市町村で公開討論会の開催も一案と思える。特に備
後人は、災害も尐なく心豊かな人が多く、苦情は発信するが自分が中心となり改革しようと
する人が尐なく、議員の方々もそれに甘えているのが現状と言える。事務局の方々のご苦労
とさらなく改革の取りまとめを期待します。

79
府中市の市民のことをよく考え、市政を活性化して仕事も十分にあるようなことを優先して
ほしい。このままだと府中市に将来はない！

80 上下町と正常になりましょう。お互いに理解し合うとできます。

81
国政がしっかりしない分、市議会や県が一体となり、他府県とともに政局を変えられる立場
になってほしい。物事を変えるスピードも上げてほしい。

82
一般の家庭へ、今府中市でどのようなことを話し合っているのか、そして、助成金など記載
された書面を発送してみては？多尐は興味を持つのではないでしょうか？

83 本人病気のため、アンケートに答えられません。あしからず

84
自分の生活でいっぱい、いっぱいなので、府中市議会には関心がありません。ごめんなさ
い。

85 独裁的で、何をどこで決めているか見えない。何かを決めるときは市民に説明を。

86

①財政、雇用、環境、医療、産業等どう評価しているのか、どうしようとしているのか。②
中心市街地活性化はどう評価しているのか。③小中一貫校は成功したのか。反対の評価はな
いのか。④全般的に深い掘り下げが感じられない。議員の質問が、お役人的回答で軽くあし
らわれているのを見ると、議会だよりを読む気がしない。

87
議員が町内からだれもいません。知った人がだれもいません。だれに相談すればいいかわか
らないです。

88 頑張ってください。

89
派閥なしの議会にしないと、市民の声が正しく届かない。議会議員の活動が市民にはほとん
ど理解されていない。

90 期待していない。
91 行政に無駄が多いと思いませんか。市議会の積極的な取り組みを望みます。

92
市長さん、市議会議員、役所の皆様の努力に感謝しています。府中市生まれ育った老人で
す。高齢者にやさしい府中市に保ってください。お役にたたなくてごめんなさい。

93
議会に興味がないが、市民のためになるようなことをしてくれるとは思えない。政府と一緒
で、市民のために…って形だけだと思う。

94

尐子化により、山間部などの過疎地区で各種団体（消防団、子供会など）の解散状態になっ
ています。それでも団体としての活動をしなければいけないので、個人活動（出られる人だ
け出る活動）となり負担が大きい。引き継ぎがいないので高年齢化している。そんなことを
聞き入れてくれるところがない！

95
これも来年の選挙活動か。税金の無駄遣い。投書箱があっても、それをとりいれたことがあ
るか。

96 議員の人に頼んでもしてもらえない（町内の事！）
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97

市議の名前は、昔から同じ人ばかりで、年齢も70～80代。府中はこれでよくなっていくとは
思わない。何をしてるかもわからないし、もう尐し若い層、人員を一掃すべきだと思いま
す。このままだと府中はつまらない市になるような気がします。このアンケートも何か意味
があるんでしょうか。変わるんでしょうか？

98
本当に困っている方は声にも出せないと思うので、そこを見分けて助けてもらいたいと思い
ます。

99
改革すべき間はすべての事項について改革を要する市議会が現状分析し、改革案を提示すべ
きであり、充実度については住民には評価できない。

100
ボーナスカット　市民、町民のため本気で考えて取り組んでほしい。市長はダメ　府中市か
ら選ぶ

101 府中市の中心部ばかりでなく、府中市の隅から隅まで目を配るようにお願いします。

102
だれのための市議会なのか考え直すべきである。市民のための議会だと、現状では思えな
い。

103 私が選んだ市議に何でも相談する

104

市長が変わらない限り、議員に期待しても何も変わらないと思います。（議会改革）市長を
変えない限り何の意味もない。（アンケート）噂によると、このようなアンケートは形式的
なもので、一切議会や市長の耳には届いていないと聞いたのですが本当なのでしょうか？こ
のアンケートはどのように活用されるのでしょうか。

105
根本的に何かが間違っています。だれのために何が必要なのか、何をすべきなのか？うそ、
いつわりでつくりあげたものほど、もろいものはありません。大きな改革がない限り、すご
い人が出ない限り、府中はないでしょう。私も府中に永住する気はありません。

106 府中市がよくなるようにしてください

107

公明党の議員さんに、生活保護を受けられるよう頼んだら１週間でＯＫが出ました。何の、
市からの知べもなく、おかしいでしょう。パチンコに行っている人多くいます。本当に保護
費は必要なのでしょうか。戸成さんに言ったら、地元の議員に行ってくださいと言われまし
た。

108

府中市議会のＨＰを見たところ、当選回数４回以上のベテラン議員が多く在籍していること
が分かるが、若い私には彼らがどういった政治を行いたいのかがなかなか見えない。そこ
で、市長をはじめとする議員の皆さんはツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメ
ディアを活用して政策を議論・提案したほうがよいと感じている。若者の政治離れが進んで
いる現代、新しいモノを取り入れていかなければ、それは進んでいく一方である。府中市は
尐子高齢化が顕著に進んでいる。市に若者を取り戻すためにも、ソーシャルメディアを活用
することが大きく役立つと私は感じている。私と同年代の人たちは大抵、就職を機に府中を
出たいとよく言っている。若い人たちから見て、なぜ府中は魅力的ではないのか、そういっ
た細かい問題も、ソーシャルメディアを府中の政治家が活用することによって多く寄せられ
てくるだろう。全員登録するのが一番望ましいが、最低でも市長は登録して、自分のやりた
い政治をもっと多くの人に語ってください。お願いします。

109 審議のための審議でできたことない議会はいらない賛成だけの議員は不用。定数削減すべし

110 市民が困っていることはたくさんある。その解決に向けて動いてくれる場があるのか。市民
111 議員さんの力で、府中病院を頼れる病院にしてください。
112 高齢でよくわからないので、もう尐し若い方にアンケートしてもらってください。
113 市長がしっかりしないと、どの議員もむだです。尐しは年寄りをいたわりなさい。

114
今の国会ではないが、国民はかやの外。派閥闘争（固め）等々で国を忘れ国民を忘れ、自分
たちの立場（代表たること）をも定まらないようでは実に困る。国会の議員のようにならな
いよう、府中市を議員全員で守って前進させてほしい。

115 １４の質問は、現在不足していると考えの設問？議会が取り組むべきもの

116
私は８４歳、女性です（私ごとで申しわけありません）地域に市会議員がおりませんので議
会はよくわかりません。残った人生を安心、安全に過ごしたいので力添えをお願いします。
孫たちの職業、生活が心配しております。よろしくお願いします。

117
（設問10の③）要望を聴く場を設ける：この考え方こそ改めるべきだ。「要望を聴くために
積極的に活動する」と。

118

上下町は府中市に合併して市となったが、市長さまは上下町のことはお荷物としか思ってお
られないのではと不安になります。どの町もよくなるように考えてください。市内だけがよ
くなっても、市外に住むものがつらい生活をするようでは困ります。市長さま、議員の方々
にお願いする次第です。よろしくお願いします。

119 医療の充実を考えてほしい

120
全国平均年収の対比のため、地方公務員、議員の給料公開等　官民格差の是正（市内平均所
得との差について）
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121
インターネット、ＣＡＴＶを利用した情報の発信をバンバン行い、定期的な議員の支持ラン
キング等を行ってはいかがでしょうか。

122
議会を拝聴する折が何回かありましたが、一般市民の椅子が、議員の先生方の椅子と比べて
古くて、２時間も座っていると腰が痛くなります。改善をお願いいたします。

123 今の市議会は大変不足です。もっともっと頑張ってほしいものです。

124
府中市内の重要性道路の信号の多さ、びっくり。みんな、土手の狭い道を通っている実態
を、議員たちは何を考えているのか。府中が発展しないわけだ！！本当に！！！

125
市議会に関心は持ちたいが、議員の質に問題。市政健全化の名のもと、固定資産、国保税増
税。どこも一緒だと思うが、議員、市長一丸となって頑張って、府中の人口をふやすこと。
新しい産業、工場誘致。そのためには何をするか。増税での再建は続かない。

126
議会だよりはよく読んでいます。府中市民で生活で困っていること等の相談相手のお話を聞
いてください。

127

様子を傍聴など（ケーブルテレビも映らないし）したことがありませんし、紙媒体もなかな
か読まなくなっているので、いっぱいいっぱいに詰まっていると議会だよりも読みにくくて
…これからは尐し頑張って読んでいきます。上下からの議員さんがどんどん減るのではと心
配です。

128 市政の向上のため頑張ってください。

129

議員の方々のご苦労もあろうかと思いますが、府中市がもう尐し明るく、取り残されないよ
うにお願いします。何か行事があるときだけ人出が集まるようでは情けない。美術館でもあ
ればと申される方も多数おられます。車の運転ができないので、そのかわりのものが（バス
等）もう尐し楽に使用できたらうれしいです。

130 必要なことは継続し、不要なことはやめる選別を上手にやっていってほしい。

131

給料と仕事の内容が見合ってますか？府中市どんどん廃れていくのが悲しいです。本当に府
中を想っている人に運営してほしい。せめて、その気が伝わるようにでもすれば、尐しは納
得できるのでは？ごみ袋の問題も、他に手はないのでしょうか？まちおこし、してくださ
い！！

132

若い世代の流出が止まらない現状を踏まえる。府中市民病院の経営の健全化を図り、産科の
再開を強く希望します。これだけの人口がいながら産科がほとんど機能していないのはおか
しいと思います。桜が丘もいろいろな特典があるようですが、最初に土地を購入した人たち
には、同様の扱いがされているのでしょうか？生産人口の流出を防ぐため、働く場所の確保
のため、積極的な企業の誘致も必要かと思います。

133
前は、町内に議員がおられたので、いろいろ市政に対して聞く機会がありましたが、現在は
ほとんど関心がありません。インターネット中継など、議会のチェックと報告の充実。

134
目に見える政策。選挙公約の達成率を上げる。意見箱の中身を大切に（もみけすのではな
く）してほしい。公表も必要です。

135 申しわけございませんが、高齢につきアンケートに答えられません。
136 本当に必要なことを、パフォーマンス抜きで頑張ってもらいたい。

137

アンケート調査をされることはよいことだと思います。しっかりと市民の声を取り入れてい
ただければよいと思っております。伊藤吉和市長さんになってから、市役所内外が変わって
よくなってきており、特に市民サービスは立派です。入口の案内はとても親切です。事務所
の窓口も明るくなって入りやすくて、対忚が以前と比較にならないぐらいよくなっておりま
す。これからもがんばってください。

138
高年齢になっていつも不安が…病院があってもい市が不在…町にお医者がいない…こんな政
治を改革していただきたい。遠いところにはなかなかいくことができない。

139 一部の市民の利益だけではなく、全体の市民のための利益を考えてほしい。

140
府中市、府中市民のためにいろいろと活動や議会をしていただきありがとうございます。こ
れからも期待しています。

141
私は上下町なので、市内より離れています。もっと広く目を向けて、隅々も見てほしい。声
を聞いてほしいと思う。特にこれからは、高齢者も増えるばかりです。府中北市民病院も残
して欲しい。

142 目、耳、足など悪くなるので、どこに行くのも行く気になりません。私には届きません。
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143

だれがどんな提案をして今実行しているのか、簡単に写真入りで新聞のかわら版に載せても
らうと多くの人の目にとまり、わかりやすく、タイムリーで興味を持ってもらえるのでは？
正直、市議の人たちがちゃんと議会に出て意見を言っているのか？余りまじめにされている
イメージがない。中には立派な方もおられると思うが。人口がどんどん減っている府中市を
どうか救ってください。今、若い人たちがそんな府中を盛り上げようとイベントをしている
のをニュースで見て、とても頼もしいと思う。損な府中市を愛する人をブレーンとして採用
するのもよいのでは？意見のない市議さんにはご遠慮いただくくらいの危機感を持って頑
張ってください。――ありました。かわら版にも出るんですね。読んだ印象は、市長さんは
質問ばかりされて大変。市長さん一人で決めておられるのではないはず。市議の方たちは
もっと市長さんを助けて協力してあげればいいのにと思いました。すみません、ド素人意見
で。

144 上下町の意見が反映されない

145
このアンケートに答える中で、自分がほとんど市議会のことを知らないことを痛感しまし
た。これから勉強していきたいと思います。ありがとうございました。

146 南北道の早期完成に努力してください。
147 もう尐し、高齢者について考えてもらいたいと思いますね？
148 抜本的改革を検討するよう要望

149

市長側に偏り過ぎ。公平でない。（以下は家族の意見と思われる：事務局）◎今後の議会改
革のためのアンケートとは思えない。◎合併して何年になると思われるのですか。◎紙面で
なくて、話し合うのが人間の道理です。お仕事でしょう。◎本当に3000人の方を対象にして
あるのかも信じ難く思います。◎このアンケートも、市長に目をとおしてもらえるのか疑問
なので記入する気持ちになれません。◎でも、上下の住民は決してあきらめませんから…◎
裁判中にこのよううなアンケートをされるのもいかがな行動かと不審に思われます。

150 マンネリ化から斬新な体制で。
151 全国の自治体の成功例をよく研究し、利権にとらわれず、死ぬ気で取り組まなければ、府中
152 今後、より一層、どのような活動をしているのかしっかり見ていきます。

153
中山間地域の医療や福祉、教育の充実を願います。合併後は（私は北部地域に住んでいます
が）旧府中市に、医療面では（教育面でも）特に吸い取られているような気がしています。

154
各部落から１～２名ずつ交代で参加していると、市政がだんだんわかって関心がつくように
なる。

155
このようなアンケートを行って何の意味があるのでしょうか。こんなことに出費をすること
こそ、無駄ではないのかと思います。

156

市議会を見て思うことは、年中行事の一つで、結果の決まったパズルを行っている（市長の
思っている通りになる。国会、県会も同）ので、市民のための議員であるように思われな
い。議員の夏、冬のボーナスをなぜ出すのか疑問。夏、冬のボーナスを出す場合、政務調査
費は不用（出ない場合は充実）。市議会の答弁の方について。２時間のうち、一度も答弁し
ない方が多いように思われる。議会進行を考えて、議会費を節約してほしい（答弁者の１時
間の時給は幾らですか）

157 無駄な金は使うな

158
以前はいろいろと要望も出しましたが、最近は関心がありません。答えも何もしていただけ
ない。

159 市長の独裁を認めない市議会であってほしい。

160
府中市の財政をもっとよくしてほしい。空き地や空き店舗が多過ぎ、活用できていないと思
う。県内でもトップレベルの議会審議の公開を実現したと記入してあるが、実際、市議会が
実施している内容を知らない人がいるのに、本当にそう言えるのでしょうか？

161 活動内容をもっとアピールして、市民に感謝される団体であってほしい。

162
府中へ人が集まるような工夫がほしいと思う。今の状態では、府中はゴーストタウンになっ
てしまします。

163
改革をする前に、はなから市民の声を聞く姿勢が全く見られないのに、14の項目は無意味の
質問だと思います。３・11の震災を、気持ちの切り替え日とし、人と人がつながる信の心
で、本当に大切なものは何なのか考えてからアンケートしていただきたいです。

164
市議会運営に発生するコストを認識し、個々の能力を高めて、建設的な話し合いを行ってく
ださい。

165 水道、下水もない。田舎に40年、進歩ない！
166 若い家族が生活に希望ができる府中市になるようにお願いいたします。
167 議員の出ている地区は要望がかなう。我が町は50年来議員さんなし。思いが届かない。
168 旧府中市優先で物事が決められているのではないか。
169 市民の声の中に伊藤市長の議会の態度を見て、失望した。
170 現在は特別にありません。
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171

市民の声を聞くためにアンケートをされることは結構なことです。
議会は市町の追随であってほしくない。
議会は独自の選挙で選ばれており、市長と対等な位置にあり、与党・野党という国会とは
違った動きをしてほしい。

172
いじめが問題になっている大津市のように、市や、市長、市民団体、地元企業、知事、議員
などがズブズブの関係でないことを祈ります。

173 市内中心部だけでなく、周辺町内まで目を配ってほしい！
174 結果をもっと見える形にしてほしいです。

175
外国人参政権を目的とするような自治基本条例は絶対に制定しないでください。こんな心配
をしなくても安心して自分の仕事をしていられる府中市であってほしいと思います。

176

問13で「必要だ」と答えましたが、問14で具体的に取り組むべき改革がわかりません。問13
で「必要だ」と答えたのは、何事も現状に満足していてはよい方向に進まないので、常に
もっとよいやり方があるはずだと思い続けることが必要ではないかと思ったからです。いろ
いろな分野、年齢の人が意見を出し合うことが必要だと思います。

177 中長期計画の内容、課題、進捗状況をわかりやすく情報発信してほしい。

178

高齢化と過疎化になりつつあるため、一人でも多くの方に喜ばれる施設や交通等に力を入れ
てもらい、府中市が広島県でトップレベルが維持できるように耳を傾けていただき、市議会
以上のトップレベルが身からコミュニケーションをとるぐらいの気持ちで府中市を発展して
ほしい。

179
①議員の定数、コンピュータ導入化して職員の人員削減を実践されると言われつつ、いまだ
に実行されてないのでは　②イベント等の出張の回数の無駄な出費のあり方？　③河川の清
掃　④職員のあいさつのあり方？

180
正直興味はない。でも、知っておかなければいけないものもわかる。しかし、とっつくにく
さ、わかりにくさ、イメージの悪さ。最も、お金をどう使われているのか、全員が納得する
のは無理でも、理解してもらえる努力をしてほしいと思う。

181
学校の統合、保育所の統合、ごみ有料化など、もっと市民の声を聞いてから実行してほし
かったと思っています。

182
国の政策のように、やると言って何もできない、やらないと言った政策を無理やりやるよう
では、何もならないと思う。

183
府中では、大会派が市長の言いなりになっている。市長は市民と積極的に話し合い、市民の
意見を聞くべきである。

184
私方の水路は逆流する、勾配のない位置にあります。幾らお願いしても改善の見通しはなく
あきらめています。考えてみれば、大きな道さえ思うようにいかない現状で、小さい水路な
んてめじゃあありませんよね。考えさせられる府中の現状です。
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