
和歌山市議会広報関係

□調査期間 平成２８年７月２０日～平成２８年７月２７日

□調査の趣旨

□対象者数 484 人（平成２８年７月２０日現在）

□回答者数 359 人

□回答率 74.2 ％

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【ご職業】

内訳 人数 ％

会社員 118 32.9

自営業 27 7.5

農林水産業 5 1.4

パート・アルバイト 61 17

専業主婦（夫） 83 23.1

学生 4 1.1

無職 59 16.4

その他 2 0.6

合計 359 100.0

和歌山市議会では、市民の皆様に市議会をもっと知ってもらうため、現在、広報活動に力を入れて取り組んでいます。今後の広報活
動の参考とするため、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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【年齢】

内訳 人数 ％

10歳代 0 0

20歳代 25 7

30歳代 83 23.1

40歳代 87 24.2

50歳代 69 19.2

60歳代 56 15.6

70歳代 35 9.7

80歳以上 4 1.1

合計 359 99.9

【性別】

内訳 人数 ％

男性 171 47.6

女性 188 52.4

合計 359 100.0

【問１】　あなたは議会を議場で傍聴したことがありますか。

内訳 人数 ％

議会開催時には必ず傍聴する 0 0

数回傍聴したことがある 21 5.8

一度も傍聴したことがない 338 94.2

合計 359 100.0

【問２】　あなたは議場の見学ができることを知っていますか。

内訳 人数 ％

はい 183 51

いいえ 176 49

合計 359 100.0
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【問３】　あなたは市議会のホームページを見たことがありますか。

内訳 人数 ％

頻繁に見る 10 2.8

数回見たことがある 86 24

一度も見たことが無い 263 73.3

合計 359 100.1

【問4】　あなたは市議会のインターネット中継を知っていますか。

内訳 人数 ％

はい 42 11.7

いいえ 317 88.3

合計 359 100.0

【問４－１】　問４で「はい」と回答された方にお聞きします。あなたは市議会のインターネット中継を見たことがありますか。　該当者42名

内訳 人数 ％

中継時は必ず見る 1 2.4

数回見たことがある 18 42.9

一度も見たことが無い 23 54.8

合計 42 100.1

【問５】　あなたは市議会のラジオ放送を知っていますか。

内訳 人数 ％

はい 25 7.0

いいえ 334 93.0

合計 359 100.0
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【問５－１】　問５で「はい」と回答された方にお聞きします。市議会のラジオ放送を聴いたことがありますか。　該当者25名

内訳 人数 ％

放送時には必ず聴く 0 0.0

数回聴いたことがある 10 40.0

一度も聴いたことがない 15 60.0

合計 25 100.0

【問６】　あなたは市議会のテレビ放映を知っていますか。

内訳 人数 ％

はい 91 25.3

いいえ 268 74.7

合計 359 100.0

【問６－１】　問６で「はい」と回答された方にお聞きします。市議会のテレビ放映を見たことがありますか。　該当者91名

内訳 人数 ％

放映時には必ず見る 0 0.0

数回見たことがある 62 68.1

一度も見たことが無い 29 31.9

合計 91 100.0

【問７】　あなたは市議会が発行している「市議会だより」を知っていますか。

内訳 人数 ％

はい 269 74.9

いいえ 90 25.1

合計 359 100.0
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【問７－１】　問７で「はい」と回答された方にお聞きします。あなたは、「市議会だより」を見たことがありますか。　該当者269名

内訳 人数 ％

発行される度に必ず見る 85 31.6

数回見たことがある 162 60.2

一度も見たことが無い 22 8.2

合計 269 100.0

【問７－２】　問７で「はい」と回答された方にお聞きします。あなたが「市議会だより」で関心を持つ掲載記事は何ですか。　あてはまるものをすべてお選びください。該当者269名

内訳 人数 ％

一般質問 164 45.7

議案の採決状況 101 28.1

定例会の概要 100 27.9

議連活動レポート 83 23.1

表紙の写真 40 11.1

意見書 29 8.1

その他 17 4.7

【問７－３】　「その他」と回答された方は詳しくご記入ください。
・市議会だよりをあることは知っているが、読んだことはない。
・地方議会の議員の報酬が異常に高い割に、内容が全くない。
・全然興味がありません。
・都市計画に関する事項
・特別関心があるわけでわなく、何と無く見た。という感じです。
・表紙は見た事あるが、中を開こうとは思わない。
・その時に関心があることだけ。
・正直　あまり興味はない。
・特別何に関心をもって見ているわけでわなく、市報と一緒に配られてくるので、読みます。
・ちらと見ただけで詳しく読んでいない。
・特に関心を持って読む記事はない。
・こどもの医療
・議員の議会出席状況 議員の議会内での態度
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【問７－４】　問７－１で「必ず見る」又は「数回見たことがある」と回答された方にお聞きします。「市議会だより」をお読みになって、どう感じますか。
・答弁がのっていて、生活の細かい部分まで討論されていることはわかるが、「検討します」や「改善します」とあっても、本当にその後どうなったか、という追跡調査がないのが気になる。
・つまらない。どこで、次はいつやるのか、しらない。
・ありきたりな内容だと思う。
・特に何もありません。
・やはり難しく感じる。
・情報収集ができると思う。
・強く感じることはない。
・今後の市政はどうなるのだろう。
・マンネリ化してしっかりとやっているかわからない。
・市議会だよりの内容は市議会のダイジェストのようになるので、その編集方針には不満を感じる。 しかし、市議会だよりが存在しなかった時代のことを考えると、市議会が市民に近い存
在となり、かつ市議会のことが詳しく掲載されているので、とてもよい、と思う。
・どういった活動をしてるのか、どのような事が決まったのか市議の日頃の活動内容、調査内容の結果があまり出ていない。
・議論の内容が良く理解できない。
・自分とは関係ないところで話合いがされている。
・いつもな感じ。少数派意見は取り上げられない。
・さらっとしか見ていないので特にない。
・特になし。一般質問については内容を読んでいる。
・色々　話し合っているのだなと感心します
・議員さんの得意とする分野や、熱心な分野がわかってよい。
・難しい。
・内容を解かり易くしてほしい。
・あまり建設的な議題・目標がないように思う。
・形式的な内容で余り必要性を感じない。
・あまり真剣に読んだことがない 世間で今話題になっている活動費などの件を討議してください。
・全体の構成（目次）を付けて欲しい 自分の見たい情報を早く探したい。
・わかりやすいほうだと思います。
・特段興味無し的。この程度の事かの感じ深し。是ではいけない事は承知するも・・・・
・内容が無い感じがした。
・何をしているのかが分かりやすい。
・わかります。
・内容そのものには特に何も思わないが、読みやすい紙面だと思う。
・文章をわかりやすくお願います。
・どこが重要なのか分かりにくいと感じました。
・実現して欲しい。
・特に感じる事はなかった。
・市議会の活動状況がよくわかり、市議会を理解する上で十分参考になるものである。
・詳細に報告されて好感を持っています。 今後とも変わりなく継続されるようにお願い致します。
・すみません、正直あまり何も感じません。
・大したことをやっていないな！！と言う感じ。

・どの様な事案を市議会で進めていたか 読みました。
・予定調和すぎませんか⁇
・市の取り組み、地域選出議員などの活動を知るツール となっている。
・へぇーーという、程度
・まじめな知らないことがたくさんあった。
・ただ、話し合いをしているだけで、それが実行されているかどうかがわからない。
・実際に、議会で質問をした事と市議会だよりの内容が異なる。議員間で、もみ消しが多い。
・活動が少ない。多くの人が議会に興味を持たないよう、当たり障りの無いつくりに仕上げていると思う。
・こういうことが市議会で議論されているんだな、と思い、なにがトピックなのかをわずかばかり知ることができる。
・一度も、一般質問をされていない議員さんが居られるように見受けます。年度末に、市議会事務局で一般質問一覧表を作成し「市議会だより」に掲載するようにして下さい。
・あまりパッとしない。
・市議会の一端を知ることができるのが良い。
・色んな議案があるんだなと思いました。
・ばかばかしい。行政をチェックする側なのにその議員を監視しないといけないのは情けない。議員報酬は日当性にしてほしい。血税の無駄だ。
・残念ながら、何も感じない。
・あまり分からないです。
・議会の活動内容が良く分かる。
・あまり面白くない、関心のある質問が少ない。
・無駄な活動がある。
・文字が多くわかりにくい。
・もう少し政策がわかるようにして欲しい 少しインパクトにかけるので、県民の友と混同してしまう
・各議員の活動状況に注目しています。
・興味ある議題が有る場合
・市議会の概要を知るのに役立っている。
・まともな市議会議員がいない。
・市議会での重要な問題や方向性の確認ができ 有難いと思う。
・おもしろくない。
・あまり感じないし、ありふれている。
・市政の動き、議員さんの活動がわかる。
・あまり関心が持てない。堅苦しい言葉で、ピンとこない。
・いつも議題がつまらなく感じる。 活気があまりないように思う。
・市議会でどんなことについて議論されているのかがわかって良い。
・トピックス的なものを掲載してほしい。
・面白味は必要ないけど、つまらない
・形式的なことが多すぎる。
・毎回楽しみにしてます。日頃の情報不足を解消できます。
・面白くない。
・内容が難しい。
・あまり内容が伝わってこない。

・質疑の内容は網羅されているのだろうか疑問
・見たことがあるだけで、何も心に残ることはありませんでした。
・少し分かりづらい点とかがある。
・思い出せません。
・特筆すべき事はない。
・議員の方々の意見などが分かるので良いと感じた。
・関心があることがもう少し詳しい内容にしていただきたい。
・文字が多く、読むのに時間がかかる。
・私の知識があまりないからかもしれないが、意味がよく分からない質疑応答をしているのだな、それで物事が進むのだろうか？といつも思う。
・いい意見が欲しい。
・特に興味があるわけではないが、目新しいことがないか確認してます。
・いつも関心を持ってみています。前向きなのですが忙しくてなかなか実際には傍聴できずにいます。これからはできるだけ実際にも傍聴したいと思っています。
・選挙公約とその実現が一致すれば、素晴らしい和歌山になると思うが・・・なかなか！
・内容がいいと思います。
・カラー紙面でなくてもよいので、もう少し詳細に。
・普通
・もっとわかりやすい言葉で表してほしいい、難解すぎる。
・正直、自分に関係することは関心あるので詳細に見ますが　その他は流し読みです。
・いつも同じような感じ
・よくまとめられていると思います。
・堅苦しい書き方で読みにくい。
・普段興味をもっていないが、たまに目に入り、情報が得られるのはありがたい。
・幅広く市民が興味をもって読みやすくしたらよいと思います。工夫の努力要
・あまり何も感じっていなかったが、急に学校に日の丸が掲げられた時、市議会だよりに書いてあって怖くなった。
・特に何も感じませんでした。
・市議会で、このような内容について議論をされているのだな。と感じるくらいです。
・つまらない
・議員の活動について詳しく書かれていてひきこまれました。
・読みやすいが、端的に書かれすぎている気がする。
・つまらないが、市報わかやまと同時に配られてくるのでざっと目は通してる。そういう形でなければまず見てないはず。
・何も感じない。全体的に個人、所属党の利益確保、 ＰＲしか見えない。議員の人間度レベルが低い。
・質問を通じて新しいことが知れて興味はあります。 道とか建物とか・・・
・身近な話題は興味ある｡ 全体としては、議案の背景と何ができるようになるかを説明して欲しい。身近な人や個人の意見だけで、議案を提出していないか?気になります。
・正直なところあまり印象に残っていないです。
・読み取りにくい 読みづらい。 もう少し、図や表をつかうなどわかりやすいほうがいいと思う。 堅い感じがする。
・特に印象にのこっていない
・市議会の様子が分かってよいと思う。
・分かりやすくまとめられていると思います。

・あらかじめ出来上がっている筋書きに沿って議事進行されているように感じることが多い。
・私として市議会だよりは、活動の内容を知る一つの手段として利用している。内容についてわかりやすいと思います。
・あまり興味を持てませんでした。 もう少し、簡潔に見やすくしてもらえると助かります。
・あまり詳しく見ていないのでわからないが、むずかしそうな感じであまり読む気にならない。
・議員の活動状況が把握できてよい。
・誰がどんな質問をしているのかを確認する程度です。
・良い情報と思う
・字が多いのであまりすべてを読む気にはならない。
・ピンとこない。
・読んで直ぐに理解できる。
・流し見して気になった部分をちゃんと読むくらい。
・概ねの判断材料にはなっているので及第点
・時間の制約もあると思いますが、もう少し詳細に拝聴させて欲しい。
・あんまり市民向きのない記事が多い。
・市の動きが分かるが、タイムリーではない。
・特に何も思わない。 いつも内容が変わらないと思う。
・自分が選挙で選んだ議員さんのことがよくわかって良いなあと思いました。
・色んな活動をしているのはなんとなく伝わってくるのですが、目に見える成果は市民としてかんじられません。
・あまり印象が残っていません。
・目についた記事は時々読むが、「ああ、そうか」言う感じ。
・こんなものだと読んでいる。
・余り記憶にないので、今後は読んでみようと思う。
・特別な感想はないデス。
・かわりばえしない。
・よくわかる。
・難しく感じる。
・もう少し読み物としてデザインも含めて面白いものになれば（わかりやすい特集があるなど）興味を持って読むと思います。
・どういう活動をしているのかを知ることができて良い。
・正直、知らない言葉も多く難しいです。 どれも大事な議題なのでしょうが、読んでも身近でない議題はわかりにくいです。
・色々な議題がわかります。
・今後の子育て支援や教育などの見通しをいち早く知ることができるので良いと思い、必ず見ます。
・漢字が多いし難しい言葉が多くてわかりづらいです。
・案件の議員の採決状況（賛成反対議員）を載せてほしい。
・一度実際に市議会を見てみたいと思った。
・面白くない。興味がわかない。
・議員の活動報告が良くわからない、和歌山の市民は政治に関心がないので議員の能力も他府県に比べて低い。

・興味がない・関心が無い（合計７名）
・特に無し（合計３名）
・分からない（合計２名）
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・答弁がのっていて、生活の細かい部分まで討論されていることはわかるが、「検討します」や「改善します」とあっても、本当にその後どうなったか、という追跡調査がないのが気になる。
・つまらない。どこで、次はいつやるのか、しらない。
・ありきたりな内容だと思う。
・特に何もありません。
・やはり難しく感じる。
・情報収集ができると思う。
・強く感じることはない。
・今後の市政はどうなるのだろう。
・マンネリ化してしっかりとやっているかわからない。
・市議会だよりの内容は市議会のダイジェストのようになるので、その編集方針には不満を感じる。 しかし、市議会だよりが存在しなかった時代のことを考えると、市議会が市民に近い存
在となり、かつ市議会のことが詳しく掲載されているので、とてもよい、と思う。
・どういった活動をしてるのか、どのような事が決まったのか市議の日頃の活動内容、調査内容の結果があまり出ていない。
・議論の内容が良く理解できない。
・自分とは関係ないところで話合いがされている。
・いつもな感じ。少数派意見は取り上げられない。
・さらっとしか見ていないので特にない。
・特になし。一般質問については内容を読んでいる。
・色々　話し合っているのだなと感心します
・議員さんの得意とする分野や、熱心な分野がわかってよい。
・難しい。
・内容を解かり易くしてほしい。
・あまり建設的な議題・目標がないように思う。
・形式的な内容で余り必要性を感じない。
・あまり真剣に読んだことがない 世間で今話題になっている活動費などの件を討議してください。
・全体の構成（目次）を付けて欲しい 自分の見たい情報を早く探したい。
・わかりやすいほうだと思います。
・特段興味無し的。この程度の事かの感じ深し。是ではいけない事は承知するも・・・・
・内容が無い感じがした。
・何をしているのかが分かりやすい。
・わかります。
・内容そのものには特に何も思わないが、読みやすい紙面だと思う。
・文章をわかりやすくお願います。
・どこが重要なのか分かりにくいと感じました。
・実現して欲しい。
・特に感じる事はなかった。
・市議会の活動状況がよくわかり、市議会を理解する上で十分参考になるものである。
・詳細に報告されて好感を持っています。 今後とも変わりなく継続されるようにお願い致します。
・すみません、正直あまり何も感じません。
・大したことをやっていないな！！と言う感じ。

・どの様な事案を市議会で進めていたか 読みました。
・予定調和すぎませんか⁇
・市の取り組み、地域選出議員などの活動を知るツール となっている。
・へぇーーという、程度
・まじめな知らないことがたくさんあった。
・ただ、話し合いをしているだけで、それが実行されているかどうかがわからない。
・実際に、議会で質問をした事と市議会だよりの内容が異なる。議員間で、もみ消しが多い。
・活動が少ない。多くの人が議会に興味を持たないよう、当たり障りの無いつくりに仕上げていると思う。
・こういうことが市議会で議論されているんだな、と思い、なにがトピックなのかをわずかばかり知ることができる。
・一度も、一般質問をされていない議員さんが居られるように見受けます。年度末に、市議会事務局で一般質問一覧表を作成し「市議会だより」に掲載するようにして下さい。
・あまりパッとしない。
・市議会の一端を知ることができるのが良い。
・色んな議案があるんだなと思いました。
・ばかばかしい。行政をチェックする側なのにその議員を監視しないといけないのは情けない。議員報酬は日当性にしてほしい。血税の無駄だ。
・残念ながら、何も感じない。
・あまり分からないです。
・議会の活動内容が良く分かる。
・あまり面白くない、関心のある質問が少ない。
・無駄な活動がある。
・文字が多くわかりにくい。
・もう少し政策がわかるようにして欲しい 少しインパクトにかけるので、県民の友と混同してしまう
・各議員の活動状況に注目しています。
・興味ある議題が有る場合
・市議会の概要を知るのに役立っている。
・まともな市議会議員がいない。
・市議会での重要な問題や方向性の確認ができ 有難いと思う。
・おもしろくない。
・あまり感じないし、ありふれている。
・市政の動き、議員さんの活動がわかる。
・あまり関心が持てない。堅苦しい言葉で、ピンとこない。
・いつも議題がつまらなく感じる。 活気があまりないように思う。
・市議会でどんなことについて議論されているのかがわかって良い。
・トピックス的なものを掲載してほしい。
・面白味は必要ないけど、つまらない
・形式的なことが多すぎる。
・毎回楽しみにしてます。日頃の情報不足を解消できます。
・面白くない。
・内容が難しい。
・あまり内容が伝わってこない。

・質疑の内容は網羅されているのだろうか疑問
・見たことがあるだけで、何も心に残ることはありませんでした。
・少し分かりづらい点とかがある。
・思い出せません。
・特筆すべき事はない。
・議員の方々の意見などが分かるので良いと感じた。
・関心があることがもう少し詳しい内容にしていただきたい。
・文字が多く、読むのに時間がかかる。
・私の知識があまりないからかもしれないが、意味がよく分からない質疑応答をしているのだな、それで物事が進むのだろうか？といつも思う。
・いい意見が欲しい。
・特に興味があるわけではないが、目新しいことがないか確認してます。
・いつも関心を持ってみています。前向きなのですが忙しくてなかなか実際には傍聴できずにいます。これからはできるだけ実際にも傍聴したいと思っています。
・選挙公約とその実現が一致すれば、素晴らしい和歌山になると思うが・・・なかなか！
・内容がいいと思います。
・カラー紙面でなくてもよいので、もう少し詳細に。
・普通
・もっとわかりやすい言葉で表してほしいい、難解すぎる。
・正直、自分に関係することは関心あるので詳細に見ますが　その他は流し読みです。
・いつも同じような感じ
・よくまとめられていると思います。
・堅苦しい書き方で読みにくい。
・普段興味をもっていないが、たまに目に入り、情報が得られるのはありがたい。
・幅広く市民が興味をもって読みやすくしたらよいと思います。工夫の努力要
・あまり何も感じっていなかったが、急に学校に日の丸が掲げられた時、市議会だよりに書いてあって怖くなった。
・特に何も感じませんでした。
・市議会で、このような内容について議論をされているのだな。と感じるくらいです。
・つまらない
・議員の活動について詳しく書かれていてひきこまれました。
・読みやすいが、端的に書かれすぎている気がする。
・つまらないが、市報わかやまと同時に配られてくるのでざっと目は通してる。そういう形でなければまず見てないはず。
・何も感じない。全体的に個人、所属党の利益確保、 ＰＲしか見えない。議員の人間度レベルが低い。
・質問を通じて新しいことが知れて興味はあります。 道とか建物とか・・・
・身近な話題は興味ある｡ 全体としては、議案の背景と何ができるようになるかを説明して欲しい。身近な人や個人の意見だけで、議案を提出していないか?気になります。
・正直なところあまり印象に残っていないです。
・読み取りにくい 読みづらい。 もう少し、図や表をつかうなどわかりやすいほうがいいと思う。 堅い感じがする。
・特に印象にのこっていない
・市議会の様子が分かってよいと思う。
・分かりやすくまとめられていると思います。

・あらかじめ出来上がっている筋書きに沿って議事進行されているように感じることが多い。
・私として市議会だよりは、活動の内容を知る一つの手段として利用している。内容についてわかりやすいと思います。
・あまり興味を持てませんでした。 もう少し、簡潔に見やすくしてもらえると助かります。
・あまり詳しく見ていないのでわからないが、むずかしそうな感じであまり読む気にならない。
・議員の活動状況が把握できてよい。
・誰がどんな質問をしているのかを確認する程度です。
・良い情報と思う
・字が多いのであまりすべてを読む気にはならない。
・ピンとこない。
・読んで直ぐに理解できる。
・流し見して気になった部分をちゃんと読むくらい。
・概ねの判断材料にはなっているので及第点
・時間の制約もあると思いますが、もう少し詳細に拝聴させて欲しい。
・あんまり市民向きのない記事が多い。
・市の動きが分かるが、タイムリーではない。
・特に何も思わない。 いつも内容が変わらないと思う。
・自分が選挙で選んだ議員さんのことがよくわかって良いなあと思いました。
・色んな活動をしているのはなんとなく伝わってくるのですが、目に見える成果は市民としてかんじられません。
・あまり印象が残っていません。
・目についた記事は時々読むが、「ああ、そうか」言う感じ。
・こんなものだと読んでいる。
・余り記憶にないので、今後は読んでみようと思う。
・特別な感想はないデス。
・かわりばえしない。
・よくわかる。
・難しく感じる。
・もう少し読み物としてデザインも含めて面白いものになれば（わかりやすい特集があるなど）興味を持って読むと思います。
・どういう活動をしているのかを知ることができて良い。
・正直、知らない言葉も多く難しいです。 どれも大事な議題なのでしょうが、読んでも身近でない議題はわかりにくいです。
・色々な議題がわかります。
・今後の子育て支援や教育などの見通しをいち早く知ることができるので良いと思い、必ず見ます。
・漢字が多いし難しい言葉が多くてわかりづらいです。
・案件の議員の採決状況（賛成反対議員）を載せてほしい。
・一度実際に市議会を見てみたいと思った。
・面白くない。興味がわかない。
・議員の活動報告が良くわからない、和歌山の市民は政治に関心がないので議員の能力も他府県に比べて低い。

・興味がない・関心が無い（合計７名）
・特に無し（合計３名）
・分からない（合計２名）
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・答弁がのっていて、生活の細かい部分まで討論されていることはわかるが、「検討します」や「改善します」とあっても、本当にその後どうなったか、という追跡調査がないのが気になる。
・つまらない。どこで、次はいつやるのか、しらない。
・ありきたりな内容だと思う。
・特に何もありません。
・やはり難しく感じる。
・情報収集ができると思う。
・強く感じることはない。
・今後の市政はどうなるのだろう。
・マンネリ化してしっかりとやっているかわからない。
・市議会だよりの内容は市議会のダイジェストのようになるので、その編集方針には不満を感じる。 しかし、市議会だよりが存在しなかった時代のことを考えると、市議会が市民に近い存
在となり、かつ市議会のことが詳しく掲載されているので、とてもよい、と思う。
・どういった活動をしてるのか、どのような事が決まったのか市議の日頃の活動内容、調査内容の結果があまり出ていない。
・議論の内容が良く理解できない。
・自分とは関係ないところで話合いがされている。
・いつもな感じ。少数派意見は取り上げられない。
・さらっとしか見ていないので特にない。
・特になし。一般質問については内容を読んでいる。
・色々　話し合っているのだなと感心します
・議員さんの得意とする分野や、熱心な分野がわかってよい。
・難しい。
・内容を解かり易くしてほしい。
・あまり建設的な議題・目標がないように思う。
・形式的な内容で余り必要性を感じない。
・あまり真剣に読んだことがない 世間で今話題になっている活動費などの件を討議してください。
・全体の構成（目次）を付けて欲しい 自分の見たい情報を早く探したい。
・わかりやすいほうだと思います。
・特段興味無し的。この程度の事かの感じ深し。是ではいけない事は承知するも・・・・
・内容が無い感じがした。
・何をしているのかが分かりやすい。
・わかります。
・内容そのものには特に何も思わないが、読みやすい紙面だと思う。
・文章をわかりやすくお願います。
・どこが重要なのか分かりにくいと感じました。
・実現して欲しい。
・特に感じる事はなかった。
・市議会の活動状況がよくわかり、市議会を理解する上で十分参考になるものである。
・詳細に報告されて好感を持っています。 今後とも変わりなく継続されるようにお願い致します。
・すみません、正直あまり何も感じません。
・大したことをやっていないな！！と言う感じ。

・どの様な事案を市議会で進めていたか 読みました。
・予定調和すぎませんか⁇
・市の取り組み、地域選出議員などの活動を知るツール となっている。
・へぇーーという、程度
・まじめな知らないことがたくさんあった。
・ただ、話し合いをしているだけで、それが実行されているかどうかがわからない。
・実際に、議会で質問をした事と市議会だよりの内容が異なる。議員間で、もみ消しが多い。
・活動が少ない。多くの人が議会に興味を持たないよう、当たり障りの無いつくりに仕上げていると思う。
・こういうことが市議会で議論されているんだな、と思い、なにがトピックなのかをわずかばかり知ることができる。
・一度も、一般質問をされていない議員さんが居られるように見受けます。年度末に、市議会事務局で一般質問一覧表を作成し「市議会だより」に掲載するようにして下さい。
・あまりパッとしない。
・市議会の一端を知ることができるのが良い。
・色んな議案があるんだなと思いました。
・ばかばかしい。行政をチェックする側なのにその議員を監視しないといけないのは情けない。議員報酬は日当性にしてほしい。血税の無駄だ。
・残念ながら、何も感じない。
・あまり分からないです。
・議会の活動内容が良く分かる。
・あまり面白くない、関心のある質問が少ない。
・無駄な活動がある。
・文字が多くわかりにくい。
・もう少し政策がわかるようにして欲しい 少しインパクトにかけるので、県民の友と混同してしまう
・各議員の活動状況に注目しています。
・興味ある議題が有る場合
・市議会の概要を知るのに役立っている。
・まともな市議会議員がいない。
・市議会での重要な問題や方向性の確認ができ 有難いと思う。
・おもしろくない。
・あまり感じないし、ありふれている。
・市政の動き、議員さんの活動がわかる。
・あまり関心が持てない。堅苦しい言葉で、ピンとこない。
・いつも議題がつまらなく感じる。 活気があまりないように思う。
・市議会でどんなことについて議論されているのかがわかって良い。
・トピックス的なものを掲載してほしい。
・面白味は必要ないけど、つまらない
・形式的なことが多すぎる。
・毎回楽しみにしてます。日頃の情報不足を解消できます。
・面白くない。
・内容が難しい。
・あまり内容が伝わってこない。

・質疑の内容は網羅されているのだろうか疑問
・見たことがあるだけで、何も心に残ることはありませんでした。
・少し分かりづらい点とかがある。
・思い出せません。
・特筆すべき事はない。
・議員の方々の意見などが分かるので良いと感じた。
・関心があることがもう少し詳しい内容にしていただきたい。
・文字が多く、読むのに時間がかかる。
・私の知識があまりないからかもしれないが、意味がよく分からない質疑応答をしているのだな、それで物事が進むのだろうか？といつも思う。
・いい意見が欲しい。
・特に興味があるわけではないが、目新しいことがないか確認してます。
・いつも関心を持ってみています。前向きなのですが忙しくてなかなか実際には傍聴できずにいます。これからはできるだけ実際にも傍聴したいと思っています。
・選挙公約とその実現が一致すれば、素晴らしい和歌山になると思うが・・・なかなか！
・内容がいいと思います。
・カラー紙面でなくてもよいので、もう少し詳細に。
・普通
・もっとわかりやすい言葉で表してほしいい、難解すぎる。
・正直、自分に関係することは関心あるので詳細に見ますが　その他は流し読みです。
・いつも同じような感じ
・よくまとめられていると思います。
・堅苦しい書き方で読みにくい。
・普段興味をもっていないが、たまに目に入り、情報が得られるのはありがたい。
・幅広く市民が興味をもって読みやすくしたらよいと思います。工夫の努力要
・あまり何も感じっていなかったが、急に学校に日の丸が掲げられた時、市議会だよりに書いてあって怖くなった。
・特に何も感じませんでした。
・市議会で、このような内容について議論をされているのだな。と感じるくらいです。
・つまらない
・議員の活動について詳しく書かれていてひきこまれました。
・読みやすいが、端的に書かれすぎている気がする。
・つまらないが、市報わかやまと同時に配られてくるのでざっと目は通してる。そういう形でなければまず見てないはず。
・何も感じない。全体的に個人、所属党の利益確保、 ＰＲしか見えない。議員の人間度レベルが低い。
・質問を通じて新しいことが知れて興味はあります。 道とか建物とか・・・
・身近な話題は興味ある｡ 全体としては、議案の背景と何ができるようになるかを説明して欲しい。身近な人や個人の意見だけで、議案を提出していないか?気になります。
・正直なところあまり印象に残っていないです。
・読み取りにくい 読みづらい。 もう少し、図や表をつかうなどわかりやすいほうがいいと思う。 堅い感じがする。
・特に印象にのこっていない
・市議会の様子が分かってよいと思う。
・分かりやすくまとめられていると思います。

・あらかじめ出来上がっている筋書きに沿って議事進行されているように感じることが多い。
・私として市議会だよりは、活動の内容を知る一つの手段として利用している。内容についてわかりやすいと思います。
・あまり興味を持てませんでした。 もう少し、簡潔に見やすくしてもらえると助かります。
・あまり詳しく見ていないのでわからないが、むずかしそうな感じであまり読む気にならない。
・議員の活動状況が把握できてよい。
・誰がどんな質問をしているのかを確認する程度です。
・良い情報と思う
・字が多いのであまりすべてを読む気にはならない。
・ピンとこない。
・読んで直ぐに理解できる。
・流し見して気になった部分をちゃんと読むくらい。
・概ねの判断材料にはなっているので及第点
・時間の制約もあると思いますが、もう少し詳細に拝聴させて欲しい。
・あんまり市民向きのない記事が多い。
・市の動きが分かるが、タイムリーではない。
・特に何も思わない。 いつも内容が変わらないと思う。
・自分が選挙で選んだ議員さんのことがよくわかって良いなあと思いました。
・色んな活動をしているのはなんとなく伝わってくるのですが、目に見える成果は市民としてかんじられません。
・あまり印象が残っていません。
・目についた記事は時々読むが、「ああ、そうか」言う感じ。
・こんなものだと読んでいる。
・余り記憶にないので、今後は読んでみようと思う。
・特別な感想はないデス。
・かわりばえしない。
・よくわかる。
・難しく感じる。
・もう少し読み物としてデザインも含めて面白いものになれば（わかりやすい特集があるなど）興味を持って読むと思います。
・どういう活動をしているのかを知ることができて良い。
・正直、知らない言葉も多く難しいです。 どれも大事な議題なのでしょうが、読んでも身近でない議題はわかりにくいです。
・色々な議題がわかります。
・今後の子育て支援や教育などの見通しをいち早く知ることができるので良いと思い、必ず見ます。
・漢字が多いし難しい言葉が多くてわかりづらいです。
・案件の議員の採決状況（賛成反対議員）を載せてほしい。
・一度実際に市議会を見てみたいと思った。
・面白くない。興味がわかない。
・議員の活動報告が良くわからない、和歌山の市民は政治に関心がないので議員の能力も他府県に比べて低い。

・興味がない・関心が無い（合計７名）
・特に無し（合計３名）
・分からない（合計２名）
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・答弁がのっていて、生活の細かい部分まで討論されていることはわかるが、「検討します」や「改善します」とあっても、本当にその後どうなったか、という追跡調査がないのが気になる。
・つまらない。どこで、次はいつやるのか、しらない。
・ありきたりな内容だと思う。
・特に何もありません。
・やはり難しく感じる。
・情報収集ができると思う。
・強く感じることはない。
・今後の市政はどうなるのだろう。
・マンネリ化してしっかりとやっているかわからない。
・市議会だよりの内容は市議会のダイジェストのようになるので、その編集方針には不満を感じる。 しかし、市議会だよりが存在しなかった時代のことを考えると、市議会が市民に近い存
在となり、かつ市議会のことが詳しく掲載されているので、とてもよい、と思う。
・どういった活動をしてるのか、どのような事が決まったのか市議の日頃の活動内容、調査内容の結果があまり出ていない。
・議論の内容が良く理解できない。
・自分とは関係ないところで話合いがされている。
・いつもな感じ。少数派意見は取り上げられない。
・さらっとしか見ていないので特にない。
・特になし。一般質問については内容を読んでいる。
・色々　話し合っているのだなと感心します
・議員さんの得意とする分野や、熱心な分野がわかってよい。
・難しい。
・内容を解かり易くしてほしい。
・あまり建設的な議題・目標がないように思う。
・形式的な内容で余り必要性を感じない。
・あまり真剣に読んだことがない 世間で今話題になっている活動費などの件を討議してください。
・全体の構成（目次）を付けて欲しい 自分の見たい情報を早く探したい。
・わかりやすいほうだと思います。
・特段興味無し的。この程度の事かの感じ深し。是ではいけない事は承知するも・・・・
・内容が無い感じがした。
・何をしているのかが分かりやすい。
・わかります。
・内容そのものには特に何も思わないが、読みやすい紙面だと思う。
・文章をわかりやすくお願います。
・どこが重要なのか分かりにくいと感じました。
・実現して欲しい。
・特に感じる事はなかった。
・市議会の活動状況がよくわかり、市議会を理解する上で十分参考になるものである。
・詳細に報告されて好感を持っています。 今後とも変わりなく継続されるようにお願い致します。
・すみません、正直あまり何も感じません。
・大したことをやっていないな！！と言う感じ。

・どの様な事案を市議会で進めていたか 読みました。
・予定調和すぎませんか⁇
・市の取り組み、地域選出議員などの活動を知るツール となっている。
・へぇーーという、程度
・まじめな知らないことがたくさんあった。
・ただ、話し合いをしているだけで、それが実行されているかどうかがわからない。
・実際に、議会で質問をした事と市議会だよりの内容が異なる。議員間で、もみ消しが多い。
・活動が少ない。多くの人が議会に興味を持たないよう、当たり障りの無いつくりに仕上げていると思う。
・こういうことが市議会で議論されているんだな、と思い、なにがトピックなのかをわずかばかり知ることができる。
・一度も、一般質問をされていない議員さんが居られるように見受けます。年度末に、市議会事務局で一般質問一覧表を作成し「市議会だより」に掲載するようにして下さい。
・あまりパッとしない。
・市議会の一端を知ることができるのが良い。
・色んな議案があるんだなと思いました。
・ばかばかしい。行政をチェックする側なのにその議員を監視しないといけないのは情けない。議員報酬は日当性にしてほしい。血税の無駄だ。
・残念ながら、何も感じない。
・あまり分からないです。
・議会の活動内容が良く分かる。
・あまり面白くない、関心のある質問が少ない。
・無駄な活動がある。
・文字が多くわかりにくい。
・もう少し政策がわかるようにして欲しい 少しインパクトにかけるので、県民の友と混同してしまう
・各議員の活動状況に注目しています。
・興味ある議題が有る場合
・市議会の概要を知るのに役立っている。
・まともな市議会議員がいない。
・市議会での重要な問題や方向性の確認ができ 有難いと思う。
・おもしろくない。
・あまり感じないし、ありふれている。
・市政の動き、議員さんの活動がわかる。
・あまり関心が持てない。堅苦しい言葉で、ピンとこない。
・いつも議題がつまらなく感じる。 活気があまりないように思う。
・市議会でどんなことについて議論されているのかがわかって良い。
・トピックス的なものを掲載してほしい。
・面白味は必要ないけど、つまらない
・形式的なことが多すぎる。
・毎回楽しみにしてます。日頃の情報不足を解消できます。
・面白くない。
・内容が難しい。
・あまり内容が伝わってこない。

・質疑の内容は網羅されているのだろうか疑問
・見たことがあるだけで、何も心に残ることはありませんでした。
・少し分かりづらい点とかがある。
・思い出せません。
・特筆すべき事はない。
・議員の方々の意見などが分かるので良いと感じた。
・関心があることがもう少し詳しい内容にしていただきたい。
・文字が多く、読むのに時間がかかる。
・私の知識があまりないからかもしれないが、意味がよく分からない質疑応答をしているのだな、それで物事が進むのだろうか？といつも思う。
・いい意見が欲しい。
・特に興味があるわけではないが、目新しいことがないか確認してます。
・いつも関心を持ってみています。前向きなのですが忙しくてなかなか実際には傍聴できずにいます。これからはできるだけ実際にも傍聴したいと思っています。
・選挙公約とその実現が一致すれば、素晴らしい和歌山になると思うが・・・なかなか！
・内容がいいと思います。
・カラー紙面でなくてもよいので、もう少し詳細に。
・普通
・もっとわかりやすい言葉で表してほしいい、難解すぎる。
・正直、自分に関係することは関心あるので詳細に見ますが　その他は流し読みです。
・いつも同じような感じ
・よくまとめられていると思います。
・堅苦しい書き方で読みにくい。
・普段興味をもっていないが、たまに目に入り、情報が得られるのはありがたい。
・幅広く市民が興味をもって読みやすくしたらよいと思います。工夫の努力要
・あまり何も感じっていなかったが、急に学校に日の丸が掲げられた時、市議会だよりに書いてあって怖くなった。
・特に何も感じませんでした。
・市議会で、このような内容について議論をされているのだな。と感じるくらいです。
・つまらない
・議員の活動について詳しく書かれていてひきこまれました。
・読みやすいが、端的に書かれすぎている気がする。
・つまらないが、市報わかやまと同時に配られてくるのでざっと目は通してる。そういう形でなければまず見てないはず。
・何も感じない。全体的に個人、所属党の利益確保、 ＰＲしか見えない。議員の人間度レベルが低い。
・質問を通じて新しいことが知れて興味はあります。 道とか建物とか・・・
・身近な話題は興味ある｡ 全体としては、議案の背景と何ができるようになるかを説明して欲しい。身近な人や個人の意見だけで、議案を提出していないか?気になります。
・正直なところあまり印象に残っていないです。
・読み取りにくい 読みづらい。 もう少し、図や表をつかうなどわかりやすいほうがいいと思う。 堅い感じがする。
・特に印象にのこっていない
・市議会の様子が分かってよいと思う。
・分かりやすくまとめられていると思います。

・あらかじめ出来上がっている筋書きに沿って議事進行されているように感じることが多い。
・私として市議会だよりは、活動の内容を知る一つの手段として利用している。内容についてわかりやすいと思います。
・あまり興味を持てませんでした。 もう少し、簡潔に見やすくしてもらえると助かります。
・あまり詳しく見ていないのでわからないが、むずかしそうな感じであまり読む気にならない。
・議員の活動状況が把握できてよい。
・誰がどんな質問をしているのかを確認する程度です。
・良い情報と思う
・字が多いのであまりすべてを読む気にはならない。
・ピンとこない。
・読んで直ぐに理解できる。
・流し見して気になった部分をちゃんと読むくらい。
・概ねの判断材料にはなっているので及第点
・時間の制約もあると思いますが、もう少し詳細に拝聴させて欲しい。
・あんまり市民向きのない記事が多い。
・市の動きが分かるが、タイムリーではない。
・特に何も思わない。 いつも内容が変わらないと思う。
・自分が選挙で選んだ議員さんのことがよくわかって良いなあと思いました。
・色んな活動をしているのはなんとなく伝わってくるのですが、目に見える成果は市民としてかんじられません。
・あまり印象が残っていません。
・目についた記事は時々読むが、「ああ、そうか」言う感じ。
・こんなものだと読んでいる。
・余り記憶にないので、今後は読んでみようと思う。
・特別な感想はないデス。
・かわりばえしない。
・よくわかる。
・難しく感じる。
・もう少し読み物としてデザインも含めて面白いものになれば（わかりやすい特集があるなど）興味を持って読むと思います。
・どういう活動をしているのかを知ることができて良い。
・正直、知らない言葉も多く難しいです。 どれも大事な議題なのでしょうが、読んでも身近でない議題はわかりにくいです。
・色々な議題がわかります。
・今後の子育て支援や教育などの見通しをいち早く知ることができるので良いと思い、必ず見ます。
・漢字が多いし難しい言葉が多くてわかりづらいです。
・案件の議員の採決状況（賛成反対議員）を載せてほしい。
・一度実際に市議会を見てみたいと思った。
・面白くない。興味がわかない。
・議員の活動報告が良くわからない、和歌山の市民は政治に関心がないので議員の能力も他府県に比べて低い。

・興味がない・関心が無い（合計７名）
・特に無し（合計３名）
・分からない（合計２名）
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【問８】　あなたは市議会の情報を何から得ていますか。あてはまるものをすべてお選びください。

内訳 人数 ％

市議会だより 223 62.1

テレビ 73 20.3

その他 54 15.0

インターネット 43 12.0

ラジオ 11 3.1

【問８－１】　「その他」と回答された方は詳しくご記入ください。
・新聞の地方紙面
・新聞の地方欄で情報を入手することが多い。
・これといって、ありません。市報に書いてあるのを参考にするぐらいですが、流し見してる感じです。
・口コミ
・議会事務局へ直接聞きに行く。
・関係者のSNSを見て、一般質問の概要や傍聴時刻等の情報を得ている。
・市議会の情報収集はしていないです。
・情報は、入りません。
・情報を得ようと思わない。
・市議会の情報は ほとんど知らない。
・情報収集する術を知らない。
・必要がないので情報は入手しない。
・興味が無いのでチェックしない。
・人から。
・情報などは得たことはない。
・ニュースで。
・あまり情報を得ていない。市報だよりはよく見るが。
・たまに自宅にポスティングされる市議会議員さんからのおたより。
・友人の市議より直接の報告
・興味がなかったので、わからない。
・人から聞く程度です。
・家族から得ている。
・たまたま。
・情報を得ていない（合計２６名）
・新聞（合計４名）
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【問９】　あなたは市議会のどんなことを知りたいですか。あてはまるものをすべてお選びください。

内訳 人数 ％

本会議 223 62.1

議会運営 147 40.9

常任・特別委員会 106 29.5

議員プロフィール 86 24.0

その他 40 11.1

【問９－１】　「その他」と回答された方は詳しくご記入ください。
・議員の政治資金の使い方等、モラルの問題
・一切、情報を得ていない そもそもどのような営みが行われているのか。
・金の問題　不正がないか。
・実際の市民の要望が何で、どう変わったか。
・別に知りたいものなどない。だから、その他にチェックを入れた。
・興味がないので知りたいとは思わない。
・今、市政の何が問題で、どう対処していくのか。等を市民目線で議論してほしい。また世間では政務活動費の問題が議論されているが、和歌山ではどうなのか。
・議会の開催されていないときの議員の活動。毎月報酬を取っているのだから、市民に報告するのは当たり前と思う。
・興味がありません。
・将来計画と歳費一般について。
・人口推移 空き家対策 福祉計画 その他
・市議会議員の活動内容
・予算　収入源と支出経費の内訳を知りたい、無駄な税金の使われ方がないかを報告してほしい。
・市議会自体どんなものなのかわからない。
・どんな議案を提案され、どう議論されたのか、委員会も議事録が必要。（現行は要旨しか載っていない様に感じる）
・各議員さんの活動報告、何に取り組んだか内容をしりたい。
・議員さんがしっかりまじめに働くような心境になることを公開して欲しいです。
・市議会って何をしてるん見えてこない。
・ご活躍 和歌山をどうかえたか。
・議題内容など。
・全部
・不祥事等の懲罰記録
・医療
・議員の得意分野の能力値

・興味が無い（合計２名）
・知りたくない（合計２名）
・特に無し（合計１１名）
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【問１０】　市議会の広報についてご意見をお聞かせください。

・議員の政治資金の使い方等、モラルの問題
・一切、情報を得ていない そもそもどのような営みが行われているのか。
・金の問題　不正がないか。
・実際の市民の要望が何で、どう変わったか。
・別に知りたいものなどない。だから、その他にチェックを入れた。
・興味がないので知りたいとは思わない。
・今、市政の何が問題で、どう対処していくのか。等を市民目線で議論してほしい。また世間では政務活動費の問題が議論されているが、和歌山ではどうなのか。
・議会の開催されていないときの議員の活動。毎月報酬を取っているのだから、市民に報告するのは当たり前と思う。
・興味がありません。
・将来計画と歳費一般について。
・人口推移 空き家対策 福祉計画 その他
・市議会議員の活動内容
・予算　収入源と支出経費の内訳を知りたい、無駄な税金の使われ方がないかを報告してほしい。
・市議会自体どんなものなのかわからない。
・どんな議案を提案され、どう議論されたのか、委員会も議事録が必要。（現行は要旨しか載っていない様に感じる）
・各議員さんの活動報告、何に取り組んだか内容をしりたい。
・議員さんがしっかりまじめに働くような心境になることを公開して欲しいです。
・市議会って何をしてるん見えてこない。
・ご活躍 和歌山をどうかえたか。
・議題内容など。
・全部
・不祥事等の懲罰記録
・医療
・議員の得意分野の能力値

・興味が無い（合計２名）
・知りたくない（合計２名）
・特に無し（合計１１名）

・何がどうきまったか、分かりやすく表示してほしい。
・市政へのリテラシーが低くあまり有益な意見は出せませんが、市議会自体の認知度を上げる活動をすることが重要かと考えます。
・若い世代にもわかりやすい説明を。
・しっかりとした実績が見えない。
・市議本人の言葉をもっとのせてほしい。また市民からの紙上質問コーナーなども作ってほしい。
・インターネットやラジオによる中継は、議場に実際に来れない方々などにとって有効な手段であるが、コストがかかりすぎる。 見直すべきである。 また、広報の運営としては、やむを得な
い部分はあるが、サイトの情報発信が遅すぎる。  1、日程がわからない。 定例市議会の日程はもっと早く発表するか、固定化するべきである。 2、サイトからは委員会での審議内容など
がほとんどわからない。 サイトでありながら、紙の市議会だよりの方が充実しているのはいかがなものか？ 3、議会の内容の事前の情報発信ができていない。議会があるかどうかはわ
かるが、何が議題となるかは、議場にいかないとわからない、というのはいかがなものか？ 4、サイトを運営しているのだから、議会での内容結果は当日中にサイトへ掲載するべきであ
る。
・地区毎の「市議会傍聴ツアー」等を企画立案し、より多くの市民の理解をえる機会を設けては如何か？
・市議会の活動状況をより積極的に広報する必要性を感じます。今回の調査ではじめて、種々の媒体で活動内容を発信していることを知りました。
・新聞に入っているときは隅々まで読みますが、結局それだけです。
・一問一答のような、誰にでも読みやすく分かりやすいもの。
・メールマガジンやツイッターなどで、議会の要点を読みたいです。
・皆が関心を持つような広報になればいいね。
・出来るだけ予算を抑えた簡便な市報で良いと思います。
・余談ですが、市議の人数が多くないですか。
・和歌山は、何に関しても広報活動が苦手な地域だと思います。 例えば、選挙の投票会場に議会の情報をどのようにし たら得られるかを掲出（配布）するかなど、まず手始めに興味のあ
る人（投票に来た人）に広報するなど、様々な工夫をして発信力を強化して欲しいです。
・市政月報は隅々まで読んでいます。議会だよりを纏めて掲載すれば読むことが多いのでは？
・市議会のことについて知りたいことはない。定数削減、報酬や政活費のカット、議会職員の定削、広報費を含めた予算の縮減などを期待したい。
・市議会のことについて不勉強だったのでこれからは「市議会だより」やインターネットなどを見るようにします。
・今何に取り組んでいるのか、問題点は何か等を 記載して頂ければ光栄です。
・現状でいいと思われます。
・私は市議会だよりを見る程度ですが、それでも内容がよくわかりません。 質問のところも、毎回検討している等同じような回答ばかりですし、その割に文章が長く、だんだん読まなくても
いいかなと思えてきたりします。 回答をまず大きく、理由を小さく詳しくなど、メリハリのある読みやすい内容にしてほしいです。
・今まで振り向いてこなかったので、多分おもしろくないんだと思う。 市議を楽しんでいる人がいてたら振り向くと思う。 他人任せで申し訳ないですが…
・難しいと思う
・今回、ホームページ等があることがわかったので、これからは利用していきたいと思います。
・内容について、和歌山市職員と議員は何回も協議して理解しているのかも知れませんが、傍聴に行く市民への説明が不足、開かれた市議会を期待している。
・興味がある人だけが見るような『市議会だより』ではなく、興味の無い人も目を通すぐらいになるようなものを作っていくべきだと思う。また、活動についても行っているのであれば、情報
発信するべきだと思う。

・希望者登録を行った方々に、「市議会便り」の更新を、パソコンやスマホ等に送信し、URLをクリックすると瞬時に閲覧できるシステムを構築して下さい。
・どんなことを話し合っているのか、考えたこともありませんでした。オープンにされていない感じがします。
・県会よりもちょっとさびしい。
・内容をより充実、継続してほしい。
・子供から大人まで出来たら一緒に議場に見学をしたりもっと幅広く市議会というものを知ってもらえるように活動してもらえたらと思います
・税金の無駄
・何かを伝えようという意志が、全く感じられない。これはＴＡＸ　ＰＡＹＥＲに対してはなはだ失礼であろう。広報室の室長をはじめに、室員全員を首にしても良い状況であろう。
・限られた時間で十分なやり取りができていない、つまり部分的なやり取りだけ。
・印刷を辞めネット配信のみにしぼり必要な方にはインクジェットプリンターで印刷をしたものを市役所または支所で配布する。 効率的な市議会活動のため国政に関わる防衛、改憲、国
税関係等はできるだけ関わらないで市政に集中して欲しい。
・短時間でどんな議論が交わされているのか、わかると嬉しい。通勤中ならエフエム和歌山を聞くこともあるので情報が流れると関心が持てる。
・選挙に行くときに考えるため候補者の実績、政策、仕事内容を特集して欲しい。
・各議員の活動状況、質問内容を検討し、次回の選挙に生かしたい。
・目安箱があれば良い。
・堅いイメージなので、子供でも分かるような楽しさと面白さを加えてほしい。
・概略だけを知るためには、今のままで良いと思う。
・和歌山市に政務活動費があるなら公開して欲しい。
・市議会の事を、こんなにも知らない私でした。他にも同じ様な方々たくさんいらっしゃると思います。もっと身近に、市議会を感じる様なCM等を、すれば一般的に浸透するのでと思いまし
た。
・どんな人がどんな活動をしているのか毎回何人か紹介してほしい。あまりに何をしているのかわかりづらいから。
・広報は議員の宣伝みたいであまり興味ない。
・意外と個々の議員さん動きが意外とわからない。
・一体何をしてるのかわからない。
・市議会をもっと傍聴するように、日程等を含め、広報すれば良い。
・毎回同じような感じ。
・個人が傍聴できるように、年に1度くらいは土日のいずれかで、議会を開催して欲しい。
・読みやすくしてほしい。
・議員の　人数と給料を人口減少に応じて減らすことを市議会へ提案する。
・和歌山市の市報に議会の題目やざっくりとした内容を掲載してほしい。 もしくは身近に感じることができるように市報へ特集として組んでほしい。
・もっと分かりやすく情報発信してほしい。
・そんなことより議員を減らした方がいい。
・市議会自体が活気にあふれ白熱したものであれば、皆が興味をもつと思います。
・特に必要性を感じ無い。市報和歌山に掲載すればよいのでは。
・議案を広報しそれについて、どの議員が、どう議論されたのか。分かる内容にしていただきたい。
・存在感がないので何か改革を示して欲しい。
・市議会だよりはとても分かりやすく実際の活動がわかり重宝しています。これからも今のようなペースで、また、それ以上でも歓迎です。ぜひとも継続でお願いします。
・発信力を強めて欲しい。
・特定の市議から送られて来る資料を読む程度です。関心が有る事柄に関しては、傍聴等をするなどして調べたいと思っています。
・今後も継続してください。
・読みやすいし、量も適当だと思います。より読んでもらうには内容かな。難しいですね。
・あまり見ていません。
・「市議会だより」は後追いの情報なので、内容は良いのですが、市議会開催日など事前情報を新聞などで発信してほしい。傍聴したいと思っているが終わってから気づくことが多い。

・もっと目を引きわかりやすく記載してほしい。
・内容に興味ひかれる工夫をして欲しい。
・市議会、広報とは違いますが、各議員先生たちの日ごろの議員活動内容を各先生たち毎にＨ／Ｐを立ち上げてもらい政務活動費などを含め公開していただきたい。
・関心をもって読んでいるわけではありません。 市民が関心を持てるような広報の方法がないのでしょうか。
・広報については特にないが、市議会は閉鎖的な環境では？
・広報を積極的に行っていると思えない。
・良くも悪くも官報的な構成なので読む気がしない。まぁ、いわゆる「メリハリの利いた紙面」というのも各所から文句がきそうだが。議員の活動自体が低調だしね。
・議員の種類、レベルがまず変わらないと広報など無意味、無駄
・議員さんたちはどんな仕事をしているのかよくわからないです。選挙のときのアピールは凄いですが当選してその後どんなことに力を入れてどれだけ達成したかがわかる広報をお願い
します。
・普段は市長の動向に目が向きがちですが市議会の活動も市政の重要な議案を扱っていることからもっと目を向けなければと思いました。
・市議会の広報をもう少し手軽な感じで、それでいて今なにが大きな問題が起こっているのか、大まかな内容がわかるように工夫すればいいと思う。 １８才の若い人も選挙権をもつように
なったことも考慮して、わかりやすい広報を検討したほうがいいと思います。
・市議会自体に興味がなく、市議会便りもタイトルだけ知っている程度。広報活動も見聞きしているのかも知れないが、印象に残っていない。
・以前に一般質問する議員の情報を市議会のHPから得ようとしたが、掲載されていなかった。電話をかけて問い合わせるようになっていた。
・若者が興味を持つような内容にしてほしい。
・市議会だよりは、見ています。ＰＣやラジオ、テレビは知らなかったので、今後機会があればみようと思いました。
・もっと市民に広報すべき何をやっているかも知りたい。
・何度か市議会だよりを見ましたが、とても読みにくく感じました。 中学生・高校生でもすぐに理解できるよう、簡潔にしてほしいと思います。 専門用語の解説などもあると、読みやすいの
ではないかと思います。
・あまり読んでいなかったので今度見かけたらもう少し詳しく見てみようと思った。各種のツールを使い議会運営状況を公開していただきたいと思います。
・議会傍聴に行きたい気持ちは非常に強いが、なんだか行きにくい。
・市役所に行く用事もほとんどなく、新聞を取っていないからか、市議会だよりを見たことが一度もありません。町内会の会費は払っていると思うのですが、回覧板も届きません。議会で何
が決まっているのかなど知る機会がないので、たまにでも各家庭に届けていただけると嬉しいです。
・市議会はなかなか身近に感じられないので、広報活動で何らかの工夫をしないといけないと思います。
・配布時期の決定がされているのか知りたい。
・わからない、もっと伝わるところで伝えて欲しい。
・これからも分りやすい編集を続けてください。
・さらなる情報公開を。もっとPRしてください。
・市民の代表の方々なのに 実際は何をしているのかわかりません。
・いろんな事を情報発信してほしい。
・広報については大事だと思うが、もうリタイアした身なので、税金関係以外には特に関心は無い。
・簡単に要旨をまとめたものが読みたい。
・もう少し、ラフな感じで、議員の活動・政治観などや議会の運営等を、楽しく、伝えて欲しい・・・
・休みが土日なので、見学したくても行けない。 年に数回土日に議会をやってみては…
・今何が問題で、どのような話し合いをしているのか、簡潔に知りたい。
・とてもよい。
・活字ばかりのイメージ
・もうちょっと目が引くような市議会だよりにしてほしい。
・市役所にいけば市議会が開催されていることなどがわかるが、なかなか普段の生活で触れることがなく、興味を持ちようがない状況です。どんな内容の話をしているのかSNSなど色々
な発信ツールを使って出していただけるのがいいのかな、と思ったりします。
・市議会についてほぼわかりません。

・自治会に入っていないので市報も入りません。 自分に関係のあることや、興味のあることは是非知りたいと思うのですが。
・インターネットの広告などに出ればみると思います。
・議員1人1人のページをつくってほしい。
・市議会についてあまり情報が入ってこないのでメール等も使用して広報活動を行って欲しい。
・結果だけしか載せられていないけれどどんなものなのだろうととりあえず興味は涌く。
・新たに制定された市民生活に関わる市条例の解りやすい解説を載せてほしい。
・もっと市民が興味が湧く編集にする。
・他の市と変わり映えせず、もっと和歌山市独自の広報誌になるよう創意工夫してほしい。

・内容を分かりやすくして欲しい（合計２名）
・問７で答えました（合計３名）
・特に無し（合計１９名）
・分からない（合計３名）
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・何がどうきまったか、分かりやすく表示してほしい。
・市政へのリテラシーが低くあまり有益な意見は出せませんが、市議会自体の認知度を上げる活動をすることが重要かと考えます。
・若い世代にもわかりやすい説明を。
・しっかりとした実績が見えない。
・市議本人の言葉をもっとのせてほしい。また市民からの紙上質問コーナーなども作ってほしい。
・インターネットやラジオによる中継は、議場に実際に来れない方々などにとって有効な手段であるが、コストがかかりすぎる。 見直すべきである。 また、広報の運営としては、やむを得な
い部分はあるが、サイトの情報発信が遅すぎる。  1、日程がわからない。 定例市議会の日程はもっと早く発表するか、固定化するべきである。 2、サイトからは委員会での審議内容など
がほとんどわからない。 サイトでありながら、紙の市議会だよりの方が充実しているのはいかがなものか？ 3、議会の内容の事前の情報発信ができていない。議会があるかどうかはわ
かるが、何が議題となるかは、議場にいかないとわからない、というのはいかがなものか？ 4、サイトを運営しているのだから、議会での内容結果は当日中にサイトへ掲載するべきであ
る。
・地区毎の「市議会傍聴ツアー」等を企画立案し、より多くの市民の理解をえる機会を設けては如何か？
・市議会の活動状況をより積極的に広報する必要性を感じます。今回の調査ではじめて、種々の媒体で活動内容を発信していることを知りました。
・新聞に入っているときは隅々まで読みますが、結局それだけです。
・一問一答のような、誰にでも読みやすく分かりやすいもの。
・メールマガジンやツイッターなどで、議会の要点を読みたいです。
・皆が関心を持つような広報になればいいね。
・出来るだけ予算を抑えた簡便な市報で良いと思います。
・余談ですが、市議の人数が多くないですか。
・和歌山は、何に関しても広報活動が苦手な地域だと思います。 例えば、選挙の投票会場に議会の情報をどのようにし たら得られるかを掲出（配布）するかなど、まず手始めに興味のあ
る人（投票に来た人）に広報するなど、様々な工夫をして発信力を強化して欲しいです。
・市政月報は隅々まで読んでいます。議会だよりを纏めて掲載すれば読むことが多いのでは？
・市議会のことについて知りたいことはない。定数削減、報酬や政活費のカット、議会職員の定削、広報費を含めた予算の縮減などを期待したい。
・市議会のことについて不勉強だったのでこれからは「市議会だより」やインターネットなどを見るようにします。
・今何に取り組んでいるのか、問題点は何か等を 記載して頂ければ光栄です。
・現状でいいと思われます。
・私は市議会だよりを見る程度ですが、それでも内容がよくわかりません。 質問のところも、毎回検討している等同じような回答ばかりですし、その割に文章が長く、だんだん読まなくても
いいかなと思えてきたりします。 回答をまず大きく、理由を小さく詳しくなど、メリハリのある読みやすい内容にしてほしいです。
・今まで振り向いてこなかったので、多分おもしろくないんだと思う。 市議を楽しんでいる人がいてたら振り向くと思う。 他人任せで申し訳ないですが…
・難しいと思う
・今回、ホームページ等があることがわかったので、これからは利用していきたいと思います。
・内容について、和歌山市職員と議員は何回も協議して理解しているのかも知れませんが、傍聴に行く市民への説明が不足、開かれた市議会を期待している。
・興味がある人だけが見るような『市議会だより』ではなく、興味の無い人も目を通すぐらいになるようなものを作っていくべきだと思う。また、活動についても行っているのであれば、情報
発信するべきだと思う。

・希望者登録を行った方々に、「市議会便り」の更新を、パソコンやスマホ等に送信し、URLをクリックすると瞬時に閲覧できるシステムを構築して下さい。
・どんなことを話し合っているのか、考えたこともありませんでした。オープンにされていない感じがします。
・県会よりもちょっとさびしい。
・内容をより充実、継続してほしい。
・子供から大人まで出来たら一緒に議場に見学をしたりもっと幅広く市議会というものを知ってもらえるように活動してもらえたらと思います
・税金の無駄
・何かを伝えようという意志が、全く感じられない。これはＴＡＸ　ＰＡＹＥＲに対してはなはだ失礼であろう。広報室の室長をはじめに、室員全員を首にしても良い状況であろう。
・限られた時間で十分なやり取りができていない、つまり部分的なやり取りだけ。
・印刷を辞めネット配信のみにしぼり必要な方にはインクジェットプリンターで印刷をしたものを市役所または支所で配布する。 効率的な市議会活動のため国政に関わる防衛、改憲、国
税関係等はできるだけ関わらないで市政に集中して欲しい。
・短時間でどんな議論が交わされているのか、わかると嬉しい。通勤中ならエフエム和歌山を聞くこともあるので情報が流れると関心が持てる。
・選挙に行くときに考えるため候補者の実績、政策、仕事内容を特集して欲しい。
・各議員の活動状況、質問内容を検討し、次回の選挙に生かしたい。
・目安箱があれば良い。
・堅いイメージなので、子供でも分かるような楽しさと面白さを加えてほしい。
・概略だけを知るためには、今のままで良いと思う。
・和歌山市に政務活動費があるなら公開して欲しい。
・市議会の事を、こんなにも知らない私でした。他にも同じ様な方々たくさんいらっしゃると思います。もっと身近に、市議会を感じる様なCM等を、すれば一般的に浸透するのでと思いまし
た。
・どんな人がどんな活動をしているのか毎回何人か紹介してほしい。あまりに何をしているのかわかりづらいから。
・広報は議員の宣伝みたいであまり興味ない。
・意外と個々の議員さん動きが意外とわからない。
・一体何をしてるのかわからない。
・市議会をもっと傍聴するように、日程等を含め、広報すれば良い。
・毎回同じような感じ。
・個人が傍聴できるように、年に1度くらいは土日のいずれかで、議会を開催して欲しい。
・読みやすくしてほしい。
・議員の　人数と給料を人口減少に応じて減らすことを市議会へ提案する。
・和歌山市の市報に議会の題目やざっくりとした内容を掲載してほしい。 もしくは身近に感じることができるように市報へ特集として組んでほしい。
・もっと分かりやすく情報発信してほしい。
・そんなことより議員を減らした方がいい。
・市議会自体が活気にあふれ白熱したものであれば、皆が興味をもつと思います。
・特に必要性を感じ無い。市報和歌山に掲載すればよいのでは。
・議案を広報しそれについて、どの議員が、どう議論されたのか。分かる内容にしていただきたい。
・存在感がないので何か改革を示して欲しい。
・市議会だよりはとても分かりやすく実際の活動がわかり重宝しています。これからも今のようなペースで、また、それ以上でも歓迎です。ぜひとも継続でお願いします。
・発信力を強めて欲しい。
・特定の市議から送られて来る資料を読む程度です。関心が有る事柄に関しては、傍聴等をするなどして調べたいと思っています。
・今後も継続してください。
・読みやすいし、量も適当だと思います。より読んでもらうには内容かな。難しいですね。
・あまり見ていません。
・「市議会だより」は後追いの情報なので、内容は良いのですが、市議会開催日など事前情報を新聞などで発信してほしい。傍聴したいと思っているが終わってから気づくことが多い。

・もっと目を引きわかりやすく記載してほしい。
・内容に興味ひかれる工夫をして欲しい。
・市議会、広報とは違いますが、各議員先生たちの日ごろの議員活動内容を各先生たち毎にＨ／Ｐを立ち上げてもらい政務活動費などを含め公開していただきたい。
・関心をもって読んでいるわけではありません。 市民が関心を持てるような広報の方法がないのでしょうか。
・広報については特にないが、市議会は閉鎖的な環境では？
・広報を積極的に行っていると思えない。
・良くも悪くも官報的な構成なので読む気がしない。まぁ、いわゆる「メリハリの利いた紙面」というのも各所から文句がきそうだが。議員の活動自体が低調だしね。
・議員の種類、レベルがまず変わらないと広報など無意味、無駄
・議員さんたちはどんな仕事をしているのかよくわからないです。選挙のときのアピールは凄いですが当選してその後どんなことに力を入れてどれだけ達成したかがわかる広報をお願い
します。
・普段は市長の動向に目が向きがちですが市議会の活動も市政の重要な議案を扱っていることからもっと目を向けなければと思いました。
・市議会の広報をもう少し手軽な感じで、それでいて今なにが大きな問題が起こっているのか、大まかな内容がわかるように工夫すればいいと思う。 １８才の若い人も選挙権をもつように
なったことも考慮して、わかりやすい広報を検討したほうがいいと思います。
・市議会自体に興味がなく、市議会便りもタイトルだけ知っている程度。広報活動も見聞きしているのかも知れないが、印象に残っていない。
・以前に一般質問する議員の情報を市議会のHPから得ようとしたが、掲載されていなかった。電話をかけて問い合わせるようになっていた。
・若者が興味を持つような内容にしてほしい。
・市議会だよりは、見ています。ＰＣやラジオ、テレビは知らなかったので、今後機会があればみようと思いました。
・もっと市民に広報すべき何をやっているかも知りたい。
・何度か市議会だよりを見ましたが、とても読みにくく感じました。 中学生・高校生でもすぐに理解できるよう、簡潔にしてほしいと思います。 専門用語の解説などもあると、読みやすいの
ではないかと思います。
・あまり読んでいなかったので今度見かけたらもう少し詳しく見てみようと思った。各種のツールを使い議会運営状況を公開していただきたいと思います。
・議会傍聴に行きたい気持ちは非常に強いが、なんだか行きにくい。
・市役所に行く用事もほとんどなく、新聞を取っていないからか、市議会だよりを見たことが一度もありません。町内会の会費は払っていると思うのですが、回覧板も届きません。議会で何
が決まっているのかなど知る機会がないので、たまにでも各家庭に届けていただけると嬉しいです。
・市議会はなかなか身近に感じられないので、広報活動で何らかの工夫をしないといけないと思います。
・配布時期の決定がされているのか知りたい。
・わからない、もっと伝わるところで伝えて欲しい。
・これからも分りやすい編集を続けてください。
・さらなる情報公開を。もっとPRしてください。
・市民の代表の方々なのに 実際は何をしているのかわかりません。
・いろんな事を情報発信してほしい。
・広報については大事だと思うが、もうリタイアした身なので、税金関係以外には特に関心は無い。
・簡単に要旨をまとめたものが読みたい。
・もう少し、ラフな感じで、議員の活動・政治観などや議会の運営等を、楽しく、伝えて欲しい・・・
・休みが土日なので、見学したくても行けない。 年に数回土日に議会をやってみては…
・今何が問題で、どのような話し合いをしているのか、簡潔に知りたい。
・とてもよい。
・活字ばかりのイメージ
・もうちょっと目が引くような市議会だよりにしてほしい。
・市役所にいけば市議会が開催されていることなどがわかるが、なかなか普段の生活で触れることがなく、興味を持ちようがない状況です。どんな内容の話をしているのかSNSなど色々
な発信ツールを使って出していただけるのがいいのかな、と思ったりします。
・市議会についてほぼわかりません。

・自治会に入っていないので市報も入りません。 自分に関係のあることや、興味のあることは是非知りたいと思うのですが。
・インターネットの広告などに出ればみると思います。
・議員1人1人のページをつくってほしい。
・市議会についてあまり情報が入ってこないのでメール等も使用して広報活動を行って欲しい。
・結果だけしか載せられていないけれどどんなものなのだろうととりあえず興味は涌く。
・新たに制定された市民生活に関わる市条例の解りやすい解説を載せてほしい。
・もっと市民が興味が湧く編集にする。
・他の市と変わり映えせず、もっと和歌山市独自の広報誌になるよう創意工夫してほしい。

・内容を分かりやすくして欲しい（合計２名）
・問７で答えました（合計３名）
・特に無し（合計１９名）
・分からない（合計３名）
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・何がどうきまったか、分かりやすく表示してほしい。
・市政へのリテラシーが低くあまり有益な意見は出せませんが、市議会自体の認知度を上げる活動をすることが重要かと考えます。
・若い世代にもわかりやすい説明を。
・しっかりとした実績が見えない。
・市議本人の言葉をもっとのせてほしい。また市民からの紙上質問コーナーなども作ってほしい。
・インターネットやラジオによる中継は、議場に実際に来れない方々などにとって有効な手段であるが、コストがかかりすぎる。 見直すべきである。 また、広報の運営としては、やむを得な
い部分はあるが、サイトの情報発信が遅すぎる。  1、日程がわからない。 定例市議会の日程はもっと早く発表するか、固定化するべきである。 2、サイトからは委員会での審議内容など
がほとんどわからない。 サイトでありながら、紙の市議会だよりの方が充実しているのはいかがなものか？ 3、議会の内容の事前の情報発信ができていない。議会があるかどうかはわ
かるが、何が議題となるかは、議場にいかないとわからない、というのはいかがなものか？ 4、サイトを運営しているのだから、議会での内容結果は当日中にサイトへ掲載するべきであ
る。
・地区毎の「市議会傍聴ツアー」等を企画立案し、より多くの市民の理解をえる機会を設けては如何か？
・市議会の活動状況をより積極的に広報する必要性を感じます。今回の調査ではじめて、種々の媒体で活動内容を発信していることを知りました。
・新聞に入っているときは隅々まで読みますが、結局それだけです。
・一問一答のような、誰にでも読みやすく分かりやすいもの。
・メールマガジンやツイッターなどで、議会の要点を読みたいです。
・皆が関心を持つような広報になればいいね。
・出来るだけ予算を抑えた簡便な市報で良いと思います。
・余談ですが、市議の人数が多くないですか。
・和歌山は、何に関しても広報活動が苦手な地域だと思います。 例えば、選挙の投票会場に議会の情報をどのようにし たら得られるかを掲出（配布）するかなど、まず手始めに興味のあ
る人（投票に来た人）に広報するなど、様々な工夫をして発信力を強化して欲しいです。
・市政月報は隅々まで読んでいます。議会だよりを纏めて掲載すれば読むことが多いのでは？
・市議会のことについて知りたいことはない。定数削減、報酬や政活費のカット、議会職員の定削、広報費を含めた予算の縮減などを期待したい。
・市議会のことについて不勉強だったのでこれからは「市議会だより」やインターネットなどを見るようにします。
・今何に取り組んでいるのか、問題点は何か等を 記載して頂ければ光栄です。
・現状でいいと思われます。
・私は市議会だよりを見る程度ですが、それでも内容がよくわかりません。 質問のところも、毎回検討している等同じような回答ばかりですし、その割に文章が長く、だんだん読まなくても
いいかなと思えてきたりします。 回答をまず大きく、理由を小さく詳しくなど、メリハリのある読みやすい内容にしてほしいです。
・今まで振り向いてこなかったので、多分おもしろくないんだと思う。 市議を楽しんでいる人がいてたら振り向くと思う。 他人任せで申し訳ないですが…
・難しいと思う
・今回、ホームページ等があることがわかったので、これからは利用していきたいと思います。
・内容について、和歌山市職員と議員は何回も協議して理解しているのかも知れませんが、傍聴に行く市民への説明が不足、開かれた市議会を期待している。
・興味がある人だけが見るような『市議会だより』ではなく、興味の無い人も目を通すぐらいになるようなものを作っていくべきだと思う。また、活動についても行っているのであれば、情報
発信するべきだと思う。

・希望者登録を行った方々に、「市議会便り」の更新を、パソコンやスマホ等に送信し、URLをクリックすると瞬時に閲覧できるシステムを構築して下さい。
・どんなことを話し合っているのか、考えたこともありませんでした。オープンにされていない感じがします。
・県会よりもちょっとさびしい。
・内容をより充実、継続してほしい。
・子供から大人まで出来たら一緒に議場に見学をしたりもっと幅広く市議会というものを知ってもらえるように活動してもらえたらと思います
・税金の無駄
・何かを伝えようという意志が、全く感じられない。これはＴＡＸ　ＰＡＹＥＲに対してはなはだ失礼であろう。広報室の室長をはじめに、室員全員を首にしても良い状況であろう。
・限られた時間で十分なやり取りができていない、つまり部分的なやり取りだけ。
・印刷を辞めネット配信のみにしぼり必要な方にはインクジェットプリンターで印刷をしたものを市役所または支所で配布する。 効率的な市議会活動のため国政に関わる防衛、改憲、国
税関係等はできるだけ関わらないで市政に集中して欲しい。
・短時間でどんな議論が交わされているのか、わかると嬉しい。通勤中ならエフエム和歌山を聞くこともあるので情報が流れると関心が持てる。
・選挙に行くときに考えるため候補者の実績、政策、仕事内容を特集して欲しい。
・各議員の活動状況、質問内容を検討し、次回の選挙に生かしたい。
・目安箱があれば良い。
・堅いイメージなので、子供でも分かるような楽しさと面白さを加えてほしい。
・概略だけを知るためには、今のままで良いと思う。
・和歌山市に政務活動費があるなら公開して欲しい。
・市議会の事を、こんなにも知らない私でした。他にも同じ様な方々たくさんいらっしゃると思います。もっと身近に、市議会を感じる様なCM等を、すれば一般的に浸透するのでと思いまし
た。
・どんな人がどんな活動をしているのか毎回何人か紹介してほしい。あまりに何をしているのかわかりづらいから。
・広報は議員の宣伝みたいであまり興味ない。
・意外と個々の議員さん動きが意外とわからない。
・一体何をしてるのかわからない。
・市議会をもっと傍聴するように、日程等を含め、広報すれば良い。
・毎回同じような感じ。
・個人が傍聴できるように、年に1度くらいは土日のいずれかで、議会を開催して欲しい。
・読みやすくしてほしい。
・議員の　人数と給料を人口減少に応じて減らすことを市議会へ提案する。
・和歌山市の市報に議会の題目やざっくりとした内容を掲載してほしい。 もしくは身近に感じることができるように市報へ特集として組んでほしい。
・もっと分かりやすく情報発信してほしい。
・そんなことより議員を減らした方がいい。
・市議会自体が活気にあふれ白熱したものであれば、皆が興味をもつと思います。
・特に必要性を感じ無い。市報和歌山に掲載すればよいのでは。
・議案を広報しそれについて、どの議員が、どう議論されたのか。分かる内容にしていただきたい。
・存在感がないので何か改革を示して欲しい。
・市議会だよりはとても分かりやすく実際の活動がわかり重宝しています。これからも今のようなペースで、また、それ以上でも歓迎です。ぜひとも継続でお願いします。
・発信力を強めて欲しい。
・特定の市議から送られて来る資料を読む程度です。関心が有る事柄に関しては、傍聴等をするなどして調べたいと思っています。
・今後も継続してください。
・読みやすいし、量も適当だと思います。より読んでもらうには内容かな。難しいですね。
・あまり見ていません。
・「市議会だより」は後追いの情報なので、内容は良いのですが、市議会開催日など事前情報を新聞などで発信してほしい。傍聴したいと思っているが終わってから気づくことが多い。

・もっと目を引きわかりやすく記載してほしい。
・内容に興味ひかれる工夫をして欲しい。
・市議会、広報とは違いますが、各議員先生たちの日ごろの議員活動内容を各先生たち毎にＨ／Ｐを立ち上げてもらい政務活動費などを含め公開していただきたい。
・関心をもって読んでいるわけではありません。 市民が関心を持てるような広報の方法がないのでしょうか。
・広報については特にないが、市議会は閉鎖的な環境では？
・広報を積極的に行っていると思えない。
・良くも悪くも官報的な構成なので読む気がしない。まぁ、いわゆる「メリハリの利いた紙面」というのも各所から文句がきそうだが。議員の活動自体が低調だしね。
・議員の種類、レベルがまず変わらないと広報など無意味、無駄
・議員さんたちはどんな仕事をしているのかよくわからないです。選挙のときのアピールは凄いですが当選してその後どんなことに力を入れてどれだけ達成したかがわかる広報をお願い
します。
・普段は市長の動向に目が向きがちですが市議会の活動も市政の重要な議案を扱っていることからもっと目を向けなければと思いました。
・市議会の広報をもう少し手軽な感じで、それでいて今なにが大きな問題が起こっているのか、大まかな内容がわかるように工夫すればいいと思う。 １８才の若い人も選挙権をもつように
なったことも考慮して、わかりやすい広報を検討したほうがいいと思います。
・市議会自体に興味がなく、市議会便りもタイトルだけ知っている程度。広報活動も見聞きしているのかも知れないが、印象に残っていない。
・以前に一般質問する議員の情報を市議会のHPから得ようとしたが、掲載されていなかった。電話をかけて問い合わせるようになっていた。
・若者が興味を持つような内容にしてほしい。
・市議会だよりは、見ています。ＰＣやラジオ、テレビは知らなかったので、今後機会があればみようと思いました。
・もっと市民に広報すべき何をやっているかも知りたい。
・何度か市議会だよりを見ましたが、とても読みにくく感じました。 中学生・高校生でもすぐに理解できるよう、簡潔にしてほしいと思います。 専門用語の解説などもあると、読みやすいの
ではないかと思います。
・あまり読んでいなかったので今度見かけたらもう少し詳しく見てみようと思った。各種のツールを使い議会運営状況を公開していただきたいと思います。
・議会傍聴に行きたい気持ちは非常に強いが、なんだか行きにくい。
・市役所に行く用事もほとんどなく、新聞を取っていないからか、市議会だよりを見たことが一度もありません。町内会の会費は払っていると思うのですが、回覧板も届きません。議会で何
が決まっているのかなど知る機会がないので、たまにでも各家庭に届けていただけると嬉しいです。
・市議会はなかなか身近に感じられないので、広報活動で何らかの工夫をしないといけないと思います。
・配布時期の決定がされているのか知りたい。
・わからない、もっと伝わるところで伝えて欲しい。
・これからも分りやすい編集を続けてください。
・さらなる情報公開を。もっとPRしてください。
・市民の代表の方々なのに 実際は何をしているのかわかりません。
・いろんな事を情報発信してほしい。
・広報については大事だと思うが、もうリタイアした身なので、税金関係以外には特に関心は無い。
・簡単に要旨をまとめたものが読みたい。
・もう少し、ラフな感じで、議員の活動・政治観などや議会の運営等を、楽しく、伝えて欲しい・・・
・休みが土日なので、見学したくても行けない。 年に数回土日に議会をやってみては…
・今何が問題で、どのような話し合いをしているのか、簡潔に知りたい。
・とてもよい。
・活字ばかりのイメージ
・もうちょっと目が引くような市議会だよりにしてほしい。
・市役所にいけば市議会が開催されていることなどがわかるが、なかなか普段の生活で触れることがなく、興味を持ちようがない状況です。どんな内容の話をしているのかSNSなど色々
な発信ツールを使って出していただけるのがいいのかな、と思ったりします。
・市議会についてほぼわかりません。

・自治会に入っていないので市報も入りません。 自分に関係のあることや、興味のあることは是非知りたいと思うのですが。
・インターネットの広告などに出ればみると思います。
・議員1人1人のページをつくってほしい。
・市議会についてあまり情報が入ってこないのでメール等も使用して広報活動を行って欲しい。
・結果だけしか載せられていないけれどどんなものなのだろうととりあえず興味は涌く。
・新たに制定された市民生活に関わる市条例の解りやすい解説を載せてほしい。
・もっと市民が興味が湧く編集にする。
・他の市と変わり映えせず、もっと和歌山市独自の広報誌になるよう創意工夫してほしい。

・内容を分かりやすくして欲しい（合計２名）
・問７で答えました（合計３名）
・特に無し（合計１９名）
・分からない（合計３名）
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この度は、和歌山市議会の広報関係のアンケート調査にご協力いただきましてありがとうございました。

皆様からの貴重なご意見を参考にして、今後の広報活動に取り組んでいきたいと思います。

・何がどうきまったか、分かりやすく表示してほしい。
・市政へのリテラシーが低くあまり有益な意見は出せませんが、市議会自体の認知度を上げる活動をすることが重要かと考えます。
・若い世代にもわかりやすい説明を。
・しっかりとした実績が見えない。
・市議本人の言葉をもっとのせてほしい。また市民からの紙上質問コーナーなども作ってほしい。
・インターネットやラジオによる中継は、議場に実際に来れない方々などにとって有効な手段であるが、コストがかかりすぎる。 見直すべきである。 また、広報の運営としては、やむを得な
い部分はあるが、サイトの情報発信が遅すぎる。  1、日程がわからない。 定例市議会の日程はもっと早く発表するか、固定化するべきである。 2、サイトからは委員会での審議内容など
がほとんどわからない。 サイトでありながら、紙の市議会だよりの方が充実しているのはいかがなものか？ 3、議会の内容の事前の情報発信ができていない。議会があるかどうかはわ
かるが、何が議題となるかは、議場にいかないとわからない、というのはいかがなものか？ 4、サイトを運営しているのだから、議会での内容結果は当日中にサイトへ掲載するべきであ
る。
・地区毎の「市議会傍聴ツアー」等を企画立案し、より多くの市民の理解をえる機会を設けては如何か？
・市議会の活動状況をより積極的に広報する必要性を感じます。今回の調査ではじめて、種々の媒体で活動内容を発信していることを知りました。
・新聞に入っているときは隅々まで読みますが、結局それだけです。
・一問一答のような、誰にでも読みやすく分かりやすいもの。
・メールマガジンやツイッターなどで、議会の要点を読みたいです。
・皆が関心を持つような広報になればいいね。
・出来るだけ予算を抑えた簡便な市報で良いと思います。
・余談ですが、市議の人数が多くないですか。
・和歌山は、何に関しても広報活動が苦手な地域だと思います。 例えば、選挙の投票会場に議会の情報をどのようにし たら得られるかを掲出（配布）するかなど、まず手始めに興味のあ
る人（投票に来た人）に広報するなど、様々な工夫をして発信力を強化して欲しいです。
・市政月報は隅々まで読んでいます。議会だよりを纏めて掲載すれば読むことが多いのでは？
・市議会のことについて知りたいことはない。定数削減、報酬や政活費のカット、議会職員の定削、広報費を含めた予算の縮減などを期待したい。
・市議会のことについて不勉強だったのでこれからは「市議会だより」やインターネットなどを見るようにします。
・今何に取り組んでいるのか、問題点は何か等を 記載して頂ければ光栄です。
・現状でいいと思われます。
・私は市議会だよりを見る程度ですが、それでも内容がよくわかりません。 質問のところも、毎回検討している等同じような回答ばかりですし、その割に文章が長く、だんだん読まなくても
いいかなと思えてきたりします。 回答をまず大きく、理由を小さく詳しくなど、メリハリのある読みやすい内容にしてほしいです。
・今まで振り向いてこなかったので、多分おもしろくないんだと思う。 市議を楽しんでいる人がいてたら振り向くと思う。 他人任せで申し訳ないですが…
・難しいと思う
・今回、ホームページ等があることがわかったので、これからは利用していきたいと思います。
・内容について、和歌山市職員と議員は何回も協議して理解しているのかも知れませんが、傍聴に行く市民への説明が不足、開かれた市議会を期待している。
・興味がある人だけが見るような『市議会だより』ではなく、興味の無い人も目を通すぐらいになるようなものを作っていくべきだと思う。また、活動についても行っているのであれば、情報
発信するべきだと思う。

・希望者登録を行った方々に、「市議会便り」の更新を、パソコンやスマホ等に送信し、URLをクリックすると瞬時に閲覧できるシステムを構築して下さい。
・どんなことを話し合っているのか、考えたこともありませんでした。オープンにされていない感じがします。
・県会よりもちょっとさびしい。
・内容をより充実、継続してほしい。
・子供から大人まで出来たら一緒に議場に見学をしたりもっと幅広く市議会というものを知ってもらえるように活動してもらえたらと思います
・税金の無駄
・何かを伝えようという意志が、全く感じられない。これはＴＡＸ　ＰＡＹＥＲに対してはなはだ失礼であろう。広報室の室長をはじめに、室員全員を首にしても良い状況であろう。
・限られた時間で十分なやり取りができていない、つまり部分的なやり取りだけ。
・印刷を辞めネット配信のみにしぼり必要な方にはインクジェットプリンターで印刷をしたものを市役所または支所で配布する。 効率的な市議会活動のため国政に関わる防衛、改憲、国
税関係等はできるだけ関わらないで市政に集中して欲しい。
・短時間でどんな議論が交わされているのか、わかると嬉しい。通勤中ならエフエム和歌山を聞くこともあるので情報が流れると関心が持てる。
・選挙に行くときに考えるため候補者の実績、政策、仕事内容を特集して欲しい。
・各議員の活動状況、質問内容を検討し、次回の選挙に生かしたい。
・目安箱があれば良い。
・堅いイメージなので、子供でも分かるような楽しさと面白さを加えてほしい。
・概略だけを知るためには、今のままで良いと思う。
・和歌山市に政務活動費があるなら公開して欲しい。
・市議会の事を、こんなにも知らない私でした。他にも同じ様な方々たくさんいらっしゃると思います。もっと身近に、市議会を感じる様なCM等を、すれば一般的に浸透するのでと思いまし
た。
・どんな人がどんな活動をしているのか毎回何人か紹介してほしい。あまりに何をしているのかわかりづらいから。
・広報は議員の宣伝みたいであまり興味ない。
・意外と個々の議員さん動きが意外とわからない。
・一体何をしてるのかわからない。
・市議会をもっと傍聴するように、日程等を含め、広報すれば良い。
・毎回同じような感じ。
・個人が傍聴できるように、年に1度くらいは土日のいずれかで、議会を開催して欲しい。
・読みやすくしてほしい。
・議員の　人数と給料を人口減少に応じて減らすことを市議会へ提案する。
・和歌山市の市報に議会の題目やざっくりとした内容を掲載してほしい。 もしくは身近に感じることができるように市報へ特集として組んでほしい。
・もっと分かりやすく情報発信してほしい。
・そんなことより議員を減らした方がいい。
・市議会自体が活気にあふれ白熱したものであれば、皆が興味をもつと思います。
・特に必要性を感じ無い。市報和歌山に掲載すればよいのでは。
・議案を広報しそれについて、どの議員が、どう議論されたのか。分かる内容にしていただきたい。
・存在感がないので何か改革を示して欲しい。
・市議会だよりはとても分かりやすく実際の活動がわかり重宝しています。これからも今のようなペースで、また、それ以上でも歓迎です。ぜひとも継続でお願いします。
・発信力を強めて欲しい。
・特定の市議から送られて来る資料を読む程度です。関心が有る事柄に関しては、傍聴等をするなどして調べたいと思っています。
・今後も継続してください。
・読みやすいし、量も適当だと思います。より読んでもらうには内容かな。難しいですね。
・あまり見ていません。
・「市議会だより」は後追いの情報なので、内容は良いのですが、市議会開催日など事前情報を新聞などで発信してほしい。傍聴したいと思っているが終わってから気づくことが多い。

・もっと目を引きわかりやすく記載してほしい。
・内容に興味ひかれる工夫をして欲しい。
・市議会、広報とは違いますが、各議員先生たちの日ごろの議員活動内容を各先生たち毎にＨ／Ｐを立ち上げてもらい政務活動費などを含め公開していただきたい。
・関心をもって読んでいるわけではありません。 市民が関心を持てるような広報の方法がないのでしょうか。
・広報については特にないが、市議会は閉鎖的な環境では？
・広報を積極的に行っていると思えない。
・良くも悪くも官報的な構成なので読む気がしない。まぁ、いわゆる「メリハリの利いた紙面」というのも各所から文句がきそうだが。議員の活動自体が低調だしね。
・議員の種類、レベルがまず変わらないと広報など無意味、無駄
・議員さんたちはどんな仕事をしているのかよくわからないです。選挙のときのアピールは凄いですが当選してその後どんなことに力を入れてどれだけ達成したかがわかる広報をお願い
します。
・普段は市長の動向に目が向きがちですが市議会の活動も市政の重要な議案を扱っていることからもっと目を向けなければと思いました。
・市議会の広報をもう少し手軽な感じで、それでいて今なにが大きな問題が起こっているのか、大まかな内容がわかるように工夫すればいいと思う。 １８才の若い人も選挙権をもつように
なったことも考慮して、わかりやすい広報を検討したほうがいいと思います。
・市議会自体に興味がなく、市議会便りもタイトルだけ知っている程度。広報活動も見聞きしているのかも知れないが、印象に残っていない。
・以前に一般質問する議員の情報を市議会のHPから得ようとしたが、掲載されていなかった。電話をかけて問い合わせるようになっていた。
・若者が興味を持つような内容にしてほしい。
・市議会だよりは、見ています。ＰＣやラジオ、テレビは知らなかったので、今後機会があればみようと思いました。
・もっと市民に広報すべき何をやっているかも知りたい。
・何度か市議会だよりを見ましたが、とても読みにくく感じました。 中学生・高校生でもすぐに理解できるよう、簡潔にしてほしいと思います。 専門用語の解説などもあると、読みやすいの
ではないかと思います。
・あまり読んでいなかったので今度見かけたらもう少し詳しく見てみようと思った。各種のツールを使い議会運営状況を公開していただきたいと思います。
・議会傍聴に行きたい気持ちは非常に強いが、なんだか行きにくい。
・市役所に行く用事もほとんどなく、新聞を取っていないからか、市議会だよりを見たことが一度もありません。町内会の会費は払っていると思うのですが、回覧板も届きません。議会で何
が決まっているのかなど知る機会がないので、たまにでも各家庭に届けていただけると嬉しいです。
・市議会はなかなか身近に感じられないので、広報活動で何らかの工夫をしないといけないと思います。
・配布時期の決定がされているのか知りたい。
・わからない、もっと伝わるところで伝えて欲しい。
・これからも分りやすい編集を続けてください。
・さらなる情報公開を。もっとPRしてください。
・市民の代表の方々なのに 実際は何をしているのかわかりません。
・いろんな事を情報発信してほしい。
・広報については大事だと思うが、もうリタイアした身なので、税金関係以外には特に関心は無い。
・簡単に要旨をまとめたものが読みたい。
・もう少し、ラフな感じで、議員の活動・政治観などや議会の運営等を、楽しく、伝えて欲しい・・・
・休みが土日なので、見学したくても行けない。 年に数回土日に議会をやってみては…
・今何が問題で、どのような話し合いをしているのか、簡潔に知りたい。
・とてもよい。
・活字ばかりのイメージ
・もうちょっと目が引くような市議会だよりにしてほしい。
・市役所にいけば市議会が開催されていることなどがわかるが、なかなか普段の生活で触れることがなく、興味を持ちようがない状況です。どんな内容の話をしているのかSNSなど色々
な発信ツールを使って出していただけるのがいいのかな、と思ったりします。
・市議会についてほぼわかりません。

・自治会に入っていないので市報も入りません。 自分に関係のあることや、興味のあることは是非知りたいと思うのですが。
・インターネットの広告などに出ればみると思います。
・議員1人1人のページをつくってほしい。
・市議会についてあまり情報が入ってこないのでメール等も使用して広報活動を行って欲しい。
・結果だけしか載せられていないけれどどんなものなのだろうととりあえず興味は涌く。
・新たに制定された市民生活に関わる市条例の解りやすい解説を載せてほしい。
・もっと市民が興味が湧く編集にする。
・他の市と変わり映えせず、もっと和歌山市独自の広報誌になるよう創意工夫してほしい。

・内容を分かりやすくして欲しい（合計２名）
・問７で答えました（合計３名）
・特に無し（合計１９名）
・分からない（合計３名）
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