
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

■新公共交通実証実験  通学の電車時間に合わせ運行（朝夕２往復）     

・AI オンデマンドシステムを導入したハブ＆スポー

ク型の地域公共交通体系。 

・料金 ピアみどり～茅野駅 150 円 

 定期券は 100 円、回数券 1500 円 12 回分 

・期間令和２年１２月７日～令和３年５月３１日 ・ピアみどりに待合所、駐輪場設置 

＜定時定路線バス＞ ＜乗り合いデマンドタクシー＞ 

ピアみどり～粟沢橋～本町５丁目～茅野駅を  運行エリア：豊平玉川泉野中大塩米沢市街地 

茅野市議会 

野 沢 明 夫 の 議 会 報 告 

 

 

 

「市議会アンケート集計」 

アンケート配布は 17500 枚、回答者は 562 人回答率 3.2％であった。 

●問１ 年齢構成は子育て世代の 40 代までの回答は 15％と少なく、50 代以上が 85％と多い。 

若い人の意見が反映されていない側面もある。 

各地区からおおむね万遍なく回答頂いた。人口比率に比して米沢地区の回答が多く特徴的である。 

●問 2 市民の考えを反映しているかについて、「どちらかというと」を含めた「思う・思わない」の

評価は「思う」39％「思わない」37％と拮抗している。 

●問 3 議会の役割で期待すること、重要なことに関しては、「市民意見の反映」を求める声は全体の

75％で最も多く、続いて「行政とのパイプ役」が 56％、「市政への政策提言や市政の監視チェ

ック」を求める声は 47％と続いている。 

●問 4 議会の役割で不足していることは、問３と同様の項目が同じ順位で上位を占めており、多く

の方が求めている議会の役割を十分に果たせていないことが浮き彫りとなった。 

●問 5 議会だより等の活動内容のお知らせが分かりやすいかについては、思う、思わないが拮抗し

ているものの、半数に近い４５％は見たことがないと回答しており、関心の薄さがうかがわれる。 

●問 6 議会の議論や活動をわかりやすくするために必要なことは、議会だより、ホームページ、報

告会の充実、TV やネットの議会中継の拡大を求める意見が多かった。 

●問 7 評価点は平均 60 点、優良可でいう「可」相当。 

●問８ 議会に求めるもの及び問 6 中の⑥その他の記述意見を含めた自由記述意見は総数 322 件、 

 以下分類結果です。 

１、総合的に 64％の市民からは建設的もしくは肯定的観点からの指摘を頂いた。半面、36％の方

からは批判的否定的な厳しい視点からのご意見を頂いており、市政、議会、議員個人の資質につ

いて、改めて見つめなおす必要がある結果となりました。 

2、頂いたご意見を、「議員個人」、「議会活動」及び「市政運営」に大別してみると、「議員個人」

に対する意見は約 3 割（78 人）で、そのうち約 7 割（55 人）は態度・資質に対する批判的な

意見となっている。市民の約 2 割が厳しい目を向けていることがうかがえます。 

「議会運営」に関しては、「市民の声を市政に反映して欲しい」という意見が最も多く、次いで

「政策提言」を求める声が多くありました。これは問 3,4 における議会に期待することや重要な

点として考えられており、同時に不足している事に反映しており、合い呼応しています。 

議員定数は削減すべき、会派については、不要論が目立ちました。 

   今回のアンケート結果を真摯に受け止め、議会力の向上と共に議会活性化に繋げて参りたいと

考えています。アンケートを受けて、平成３１年３月までの前議員による議会改革の取り組みを

参考に、「議会活性化に向けた「意識調査」を実施し、議会基本条例につなげる予定です。 

   アンケートの詳細は、議会だより、ホームページで公表いたします。 

 

2020年 12月定例会（第 39号） 

 

 



・アプリ名「のらざあ」   １０日 県後期高齢者広域議会長野市 
  １１日 倫理法人会モーニングセミナー ・どこでも乗車可能 ・指定場所で乗降可能 
  １２日 県テクノ財団地域協議会 ・高齢者にはドアツードアで対応 
  １３日 総務環境委員会協議会テーマ研究 ・スマホ予約 3 ㎞未満 300 円 3 ㎞～5 ㎞ 500 円 
      全員協議会  5 ㎞以上 700 円 
  １４日 東城大典様ご葬儀 ・電話予約 3 ㎞未満 400 円 3 ㎞～5 ㎞ 700 円 
      孫七五三上社参拝               5 ㎞以上 1000 円 
  １７日 塩尻市視察受け入れ            実証実験が始まっています。通学通勤者の方ぜひ利

用をお願いいたします。詳細はチラシ、ＨＰをご覧
ください。 

  １９日 議連視察見送り 
県議会視察受け入れ           

２１日 運動公園リス個体調査  
２２日 尖り石縄文文化賞授与式 ■粟沢橋の信号機運用方式が変わります。 
    金婚式祝い品贈呈式 渋滞緩和のための、自動車及び歩行者の通行順序が

①御座石方面から、②本町方面から、③ツルヤ、粟
沢橋双方向の①→②→③の順で変わります。それに
呼応して歩行者横断の順も変わります。（警察情報） 

２３日 立科町リンゴ買い出し 
２４日 美サイクル茅野役員会           
２５日 議会運営委員会              
２６日 諏訪広域連合監査              
２７日 美サイクルごみ減量部会 ■茅野市橋梁長寿命化修繕工事 
    下諏訪町長当選祝いの会 令和 2 年：西茅野大橋、３年：中大塩下大橋、４年

木落跨線橋、駅前跨線橋、米沢横河橋、令和５年：
金沢木舟、金沢下、槻木落合橋を緊急補修。 

２８日 区神社境内清掃 
    美サイクル大型店分別応援 
２９日 区部門監査 令和４年：坂室船久保、金沢大池早川橋小規模補修 
    市芸術祭菊花展表彰式  
３０日 アンケート結果まとめ  
３０日 １２月議会開会議案説明  
    市コロナ検討本部会議  

１２月１日 ライオンズクラブ例会 10 月 1 日 学びカフェ勉強会            
   ３日 学びカフェ勉強会       下諏訪町議会宮坂議長激励会       
   ６日 区総会    2 日 八ヶ岳トライアスロン大会委員会       
   ７日 新公共交通車両発車式    3 日 美サイクルクリーン W 草刈り      
      議案質疑    6 日 広域連合監査                
      全員協議会    7 日 予算要望事項検討会議           
      報告部会正副部会長打ち合わせ    8 日 県議長会打ち合わせ           

 ９日 一般質問①日目       専決処分市申し入れ           
１０日 一般質問②日目    9 日 千親会ゴルフコンペ           
１１日 一般質問③日目   １１日 区新嘗祭                
    予算決算委員会   １２日 学びカフェ勉強会             

追加議案申し入れ受付       県議長会会場打ち合わせ          
  １４日 交通議連全体会議   １３日 広域大学議会定例会             
      総務環境委員会・協議会       湖東地区まちづくり懇談会          
  １６日 ３・４期懇談会   １４日 学びカフェ要望書検討会            
  １８日 １２月議会閉会   １５日 中央病院関係議員懇談            
      一般質問反省会・慰労会       交通議連全体会議            
  ２０日 区役引継ぎ会       学びカフェ予算要望検討         
  ２３日 倫理法人会モーニングセミナー   １８日 ソフトテニス市選手権大会出場      
  ２８日 御用納め   １９日 総務環境委員会協議会テーマ研究      
１月 １日 区新年拝賀式       全員協議会                 
   ４日 賀詞交歓会   ２１日 倫理法人会モーニングセミナー       
   ５日 湖東地区初区長会       市民との意見交換会 
   ８日 消防湖東分団消友会（欠）   ２２日 みどりが丘保育園完成見学会      
  １０日 出初め・成人式（欠）   ２４日 美サイクルエコフェスタ中止        
  １３日 広域連合介護保険説明会   ２６日 インフルエンザ予防接種          
  １５日 議会全員協議会   ２８日 県議長会開催打ち合わせ 
  １６日 ライオンズクラブ合同新年会       須坂市議会視察受け入れ対応 
  １９日 県市議会議長会       美サイクル茅野役員会 

  ２９日 和歌山海南市視察受け入れ 
１１月２日 県議会会派視察受け入れ 
   ５日 諏訪三市議員研修会岡谷 
   ６日 交通議連全体会議          
   ７日 鹿山財産区区民ゴルフ大会        
      篠原なみえ様お通夜           
   ８日 同ご葬儀 
   ９日 学びカフェ勉強会 

9 月議会以降現在までの活動内容 

■野沢明夫事務所 ㈱ 野沢内 
〒391-0301 長野県茅野市北山北大塩道 6891 

TEL：0266-77-2058 FAX：77-2052 

携帯：090－9667－1396  

Facebook 見てください 

E-mail akky4241@po30.lcv.ne.jp 
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