
(1) アンケート回収数・回収率

会　場 参加者数 アンケート回収数 アンケート回収率

文化センター 47 44 93.6%

(2) 集計・記載

1) 記述式回答は、判別不能を除いた全回答を、ほぼ原文のまま記載した。
2) 問3、問4（イ）、問5で、「その他」以外を選択し、さらにその他欄に記述がある場合は、選択肢に
計数し、さらに記述も記載した。

3) 複数選択されている設問は、割合には回答数をアンケート回収数で除した値を記載したので、
割合の合計は100%にならないことがある。

（3) その他

 1)統計上の特徴が確認できるものについては、コメントを付した。
 2)端数処理の関係上、表とグラフの数値に誤差が生じる場合がある。

期　日

11月16日

参加者アンケート集計



問1 貴方の年齢は？
20歳代 0 0%
30歳代 2 5%
40歳代 27 63%
50歳代 13 30%
60歳代 1 2%
１名未回答
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１ あなたの年齢は？（全体） 



問2 あなたの性別は？
1 男性 37 84%
2 女性 7 16%

男性 
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女性 
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２ あなたの性別は？（全体） 



問3 開催日時の設定はいかがでしたか
参加しやすかった 35 80%
参加しにくかった 4 9%
参加しやすい日時 3 7%
無回答 2 5%
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３ 開催日時の設定は？（全体） 



問4（ア） 「議会報告会」「意見交換会」の時間配分はどうでしたか
ちょうどよかった 23 52%
議会報告が長かった 6 14%
意見交換が長かった 2 5%
どちらともいえない 7 16%
無回答 6 14%
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４（ア） 時間配分は？（全体） 



問4（イ） 「議会報告」は分かりやすかったですか
わかりやすかった 25 57%
わかりにくかった 3 7%
どちらともいえない 16 36%
その他 0 0%
無回答 0 0%
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４（イ） 「議会報告会」はわかりやすかったか？（全体） 



11/16議会報告会アンケート結果 （問３～問６ ）

年齢 性別 意見

40歳代 女性 夜の開催だと子供をおいておくのは不安

40歳代 男性 開始がもう少し遅いほうがよい（19:30～など）

50歳代 男性
PTA会長等の役員さんはかなり出席する会があります。市P連の理事会とこの
会を合わせるとPTA役員さんは助かると思います。

40歳代 女性 意見交換をもっと長くしてください

40歳代 男性 配分はいいが時間が短い

女性
意見交換の課題を最初から決めて議論しても良かったかもしれません。いろ
いろな問題提議され時間が足りなかったです。

40歳代 女性 内容を具体的に話してもらえたらもっと分かりやすいと思いました

40歳代 男性 一番知ってほしい部分を詳細（丁寧）に報告したほうがよい

50歳代 男性 具体的な例をあげて一般の方でもわかる説明がしてもらえるとよい

問5 40歳代 女性 もう少し意見がひとりひとり言えるようだと良かった

問6
60歳以上 男性

今回の報告会の記事、次第が事前に分かっているとよかった。3グループで
あったが、更に小グループで意見を出しやすいようにしてはどうか。PTA役員
に声がかかって参加したが、ＰＴＡ役員が参加する必然性が事前に伝えられて
いるとよかった。参加への意欲にかかわるので。

50歳代 男性 グループ討議の人数が多すぎる。

50歳代 女性 この議会報告会を是非活かしてほしい。

40歳代 男性
瑞浪が教育の町であることをアピールするため市、学校のホームページを拡
充することが必要であると思います。

50歳代 女性

・せっかく参加した人たちからの意見がまず聞いていただけると…よかったの
では？
・移転、統合の場合は、学校にその事務・連携業務に携わる人員を増やして
ほしい。
・子どもや家庭環境の多様化により、個別の支援が必要になっている。優秀な
支援員が他市へ行ってしまわないよう勤務条件を優遇してほしい。
・子ども会、地区が子どもが少なくなってもボランティア精神、地域力で守り継
続している。
・子どもたちが地域を愛する心豊かな子どもになるように、学校と地域が協力
できて支援。

50歳代 男性

・教育の町の具体的プラン（何をもって教育の町といえるか）
・教育の町として教育予算は誇れるものであるか。
・人口減少、少子化への対応。増やすだけでなく、減少を受け入れた瑞浪市の
在り方を考えなければならないのではないか。

40歳代 女性

・小中学校跡地は災害避難所として残さなければならないと思います。
・瑞浪市への移住（若い人たちへ）のアピールは“高校生医療費無料化”だと
思います。中学生まではどの市も結構やっています。今回何か言いたいこと
は？と友人たちに聞いたところ、やはりこれがダントツでした。また、高校生へ
のインフルエンザの補助もお願いしたいです。結局のところインフルエンザで
医者にかかることが少なくなると思います。大幅な流行も減らせます。
・教員の増員を！予算的に無理ならせめて支援員の増員を！少人数に分け
て英数はやらないと学力の差がありすぎです。授業がわかった！楽しい！と
いう達成感・自信を持たせてあげたいです。できない子はおいてけぼりになっ
ている今の状況、わかってほしいです。

40歳代 男性

「教育のまち　みずなみ」のテーマについて、それぞれの想いをもっと参加者
から聞きたかった。学校職員の話は興味深く、もっと現場での児童生徒の教育
実体（実情）の話を踏まえた市の予算や実績に照らし合わせて進めると分かり
やすく実りがあるのでは。

40歳代 男性
各地区の人口減少により役員が地区行事等の割り当てが非常に多くなり、住
みにくい状況となっている。

問3

問4（ア）

問4（イ）



11/16議会報告会アンケート結果 （問３～問６ ）

年齢 性別 意見

50歳代 男性 政策の金額はその中身、事業そのものをより広義に調査しご検討を。

問6

40歳代 女性

実際に子育てしている現状を話し合うことで問題や課題を明確化していくこと
はとても大切であり意義のある会だと思います。時間が足りないです。
共働きが多い中、子育てと仕事の両立がしやすい社会をつくっていただきたい
と思います。

40歳代 男性
・思ったより内容が良く話がしやすかった。
・市が何に重点を置いて進めて行くのか示せるとよいと思います。

40歳代 男性
たいへん有意義な報告会でした。地場産業を守りながら教育の町を推進して
ほしい。それが人口増につながるはず。

40歳代 男性 意見を発言できる時間をもう少し多く確保してほしい。

40歳代 男性
・人口の少ない（多い）学校で子どもたちが平等に学べる環境づくりの具体案
を作るべきと思いました。
・地域性を生かした学校づくりを具体的にすると良いと思いました。

40歳代 男性 いろいろな意見交流が出来良かった。

40歳代 女性
市会議員の方と話す機会に参加でき良かったです。
みなさん説明などわかりやすかったです。

30歳代 女性
部活・クラブ活動について、活動状況（運営基準など）をどこまで把握して見え
るのか。

50歳代 男性
同一会場で３つのグループで意見交換を行うと声が聞きづらい。別室にて行っ
た方が良いと思います。

50歳代 男性
議会の先生方と直接対話ができる機会は貴重だと感じました。参加していた
だいたＰＴＡの方々ももちろんですが、議会関係者の皆様方に感謝しておりま
す。よい機会に参加させていただきありがとうございました。

40歳代 男性
・学校教育における予算の要望先がわからない。
・時間が足りない。（意見交換）

40歳代 男性

・意見交換がはじめからテーマが決まっていて面白くない。
・議員の話が長すぎる。人を集める意味がない。（意見交換会）
・小学校のＰＴＡとしてキャリア教育、職場体験にテーマが絞られても答えよう
がない。小学校から進められるキャリア教育にすべき。（予算面も）

50歳代 男性
こういう会を計画されているのであれば年度当初に計画してほしい。会議が１
つ増えれば他の会議を１つ減らしてほしい。

50歳代 男性

陶小の跡地は？　運動場を使って立ち仕事でできる工場のような生きがい、
働きがいのある老人ホーム（農作物＋花づくりファーム）→できたものは き
なぁた等で販売
こんなアイデアはどうでしょうか？企業誘致は陶の場合、難しいので…


