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平成 30 年度地区別意見交換会（広報広聴委員会が実施する議会報告会）報告書 
 
平成 30 年度地区別意見交換会について、その結果を広報広聴委員会においてとりま

とめましたので、下記のとおり報告いたします。 
 

記 
 
1. 地区別意見交換会実施状況について 

平成 30 年度地区別意見交換会については、実施単位を班単位として共通テーマを

設け、１月 19 日（土）から 25 日（金）の期間に今市地域５地区５会場において開

催いたしました。 
報告会当日は、５会場合計で 67 人が出席され、各会場とも多数の意見等の活発な

発言があり、有意義な地区別意見交換会を実施することができました。 
詳細につきましては、別紙「平成 30 年度地区別意見交換会実施状況」及び「平成

30 年度地区別意見交換会（今市地域）アンケート結果」のとおりです。 
 
2. 地区別意見交換会における意見等について 

各会場でだされた意見等につきましては、各班において地区別意見交換会記録（概

要）としてまとめられ、広報広聴委員会に提出されました。 
詳細につきましては、別紙「地区別意見交換会記録（概要）」のとおりです。 
 
広報広聴委員会において、回答が必要となる可能性がある意見の取り扱いを検討し

た結果は、別紙「平成 30 年度地区別意見交換会議会からの回答一覧」のとおりです。 
 
なお、回答することとした意見のうち、下記の４件については、議長において執行

部に回答案の作成を依頼していただけますようお願いします。 
 
執行部に回答案の作成を依頼する意見 
№1 落合東小学校バスケットゴール修繕の進捗状況について 
№2 中岩公園大正天皇お手植えの松の木の保全状況について 
№3 栗原地区バイオマス発電計画及びチップ工場稼働の現況とチップ工場稼

働後の騒音と粉じん飛散による放射性物質被害について 
№4 上今市の水車修繕の進捗状況について 



班編成
議席
番号

氏名 役職 担当地区 開催日 開催時間 開催場所 参加人数

1 青　田　兆　史

2 亀　井　崇　幸

3 荒　川　礼　子

4 山　越　一　治

5 和　田　公　伸 代表者

6 斎　藤　久　幸

7 粉　川　昭　一 代表者

8 福　田　悦　子

9 阿　部　和　子

10 佐　藤　和　之 代表者

11 齋　藤　文　明

12 筒　井 　　　巌

13 田　村　耕　作 欠

14 伊　澤　正　男

15 齊　藤　正　三

17 福　田　道　夫 代表者

18 瀬　高　哲　雄

19 山　越　梯　一

20 生　井　一　郎

21 小久保　光　雄

22 川　村　寿　利 代表者

23 大　島　　　浩

24 三　好　國　章 欠

67

３班

9

1月25日(金) 18時
大沢公民館
大会議室

４班 大沢 17

1月23日(水) 18時
本庁舎

委員会室
１班 今市

落合 13

平成30年度地区別意見交換会　実施状況

15

1月22日(火) 19時
小林公民館
大会議室

２班 塩野室 13

1月20日(日) 14時
豊岡公民館

1階
第一会議室

５班 豊岡

1月19日(土) 19時
落合公民館
2階会議室



平成30年度　地区別意見交換会（今市地域）　アンケートの結果（参加者67名中59名回答）

1 あなたの性別

男性 女性 無回答

51 7 1

2 あなたの年齢

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上

0 0 2 2 6 40 9

３ あなたのお住まい（意見交換会の・・・）

該当地区 該当地区以外

54 5

４ 今回の意見交換会をそのようにしてお知りになりましたか。（複数回答あり）

地区の回覧 ホームページ 議員の紹介 知人の紹介 その他 ※その他の内容

41 5 18 3 5 自治会長会・自治会長のため・公民館から

５ 今回の意見交換会に来られた理由は何ですか。

市議会・市政に興味あり 議員に誘われて 知人から誘われて その他 無回答 ※その他の主な内容

28 10 11 9 1 自治会長会・地元のことだから・自治会長のため

地区の役員として・役目がら

６ 議員の話はわかりやすかったですか。

わかりやすかった 分かりにくかった どちらとも言えない その他 無回答 ※その他の主な内容

32 0 12 4 11 話をあまりしなかった・意見を聞いただけ

７ この意見交換会に参加して、何か新しい発見はありましたか。

はい いいえ どちらとも言えない 無回答 ※「はい」の主なご意見

22 3 22 12 知らなかったことを聞けた（棚田・少子化高齢化・交通問題）

別地区の現状・病院のこと

８ この意見交換会に参加して、この地区の魅力を改めて感じましたか。

はい いいえ どちらとも言えない 無回答 ※「はい：それは何ですか」のご意見

19 3 26 11 日光市を思う方に会えた・人が元気な地区は楽しい

杉並木保護活動・若い方の頑張りが嬉しい

現状とこれからに・知らなかった名所

９ この意見交換会に参加して良かったですか。

はい いいえ どちらとも言えない その他 無回答

38 0 10 0 11

１０ 今後、このような会があったら参加したいですか。

はい いいえ どちらとも言えない 無回答

33 0 15 11

１１ その他、感想など

・課題が多い日光市なのはわかっていました。

・たくさんの角度から（日光市を）見ることができて良かったです。

・在宅介護オアシスの在宅介護の部分をはずしてほしい。

・市議会議員さんはもっと地域の人の話を聞いてほしいと思っていたので、今回のような集まりをもっと開いてほしい。

・意見を聞くだけではダメだと思うが。問題の解決力と創造する力が必要。

・地元住民の意見、要望等をしっかり受け止めてほしい。選挙の時だけお願いしますではダメ。

・頑張ってください、お願いします。

・参加人数が足らない。集落内0人のところもある。多数参加できる工夫を。

・回数を重ねて。

・地区をもっともっとPRする大切さ！今後の発展を援助しているひとりです。

・ありがとうございました。

・市の予算は厳しいのは分かりますが、新しいものも必要なものは検討できるようがんばっていただきたい。

・各会派、党等で推進している案を説明してもらい、それについての意見を出せるような会にしてほしい。

・各自治会の行事を中心に話をしており、各自治会が本当に持っている問題点を意見として聞き入れ、その回答を聞きたかった。

・大変有意義に感じました。


