
（ご意見・ご提言）

無回答 44 5.5

わからないわからない 1 66 8.3

5.2

117 14.7

無回答

1

41

満足

19 2.4
重要で
ない

2 12 1.5 不満 2

あまり重要
でない

3 27 3.4

やや満足

445

やや重要 5 154 19.4

ふつう 4

市民交流イベント（お城まつり・ふるさとまつりなど）の開催

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

11.7

グリーンツーリズムの推進

③ 外国人（英語）講師の活用

①

56.0

回答数 率(%) 回答数

4.4

率(%)

35172 21.6

【市民が主役のまちづくり】

問２５　市民交流・都市間交流・国際交流の推進について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

外国人講師はもっと増やすべき。日本人教師の英語は世界に全然通用できるレベルではない。

重要 6 ②6

グリーンツーリズムの推進をもっと。

必要ない。

※ 

ご意見・ご提言

5.7やや不満 453

ふつう 4320 40.3

935

お城まつりはやり方を考え直さないと、おそらく客足の回復は見込めないでしょう。「商工会まつり」から脱け出してほしい。

交流の様子などをＰＲして広く市民に知ってもらうと良いと思います。

①（市民交流イベント（お城まつり・ふるさとまつりなど）の開催）は、馴れ合いになってきている。

③（外国人（英語）講師の活用）が良いと思う。

市民参加の「お城踊り」を考案し、祭に合わせ「踊りコンテスト」等を開催する。

外国人講師の活用は良いと思う。

関係者と無関係者の差が大きすぎる。

せっかくイベントを行なっても、時々、行事の1つであり仕方なく行なっているように感じる時がある。

年と共に、イベント等、沢山の人出の折は外出しないようになったので、あまり興味がない。

市内での交流（幅広い層での）市民間の交流でよそよそしさ感を取り去ることも。

ケリー先生、お世話になりました。

市役所は踊れぞ市民は踊らず！

交流は全て役員でのことで、本当に市民同士の交流はあるのか？

お城まつり、市役所前だけが賑やか。一歩脇道に入ったら淋しい感じが…　もっと予算を増やして規模を大きくしてほしい。

グリーンツリズムの一般公開と広報が必要。

市長や市議が選挙の時言っているだけ！

172 154
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27 12
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お祭りは一部の地区だけで市全体の活性化にはならない。

観光課から「お金が落とされないイベントはしない方が良い」と言われました。

行政が取り組みをしているかもしれないが直接的交わりはあまりない。

お城祭りの衣装、その他に経費を使い過ぎと思います。

グリーンツーリズムはまだ市民に浸透していない。

もともと杵築市民ではなかったため、どんな祭りがいつあるかも分からないです。

グリーンツーリズムとは何ですか？

市民の参加をもっと呼びかけるべき。活性化は市民の意識から。

もっと外国人の講師がいるけど中学校だけでもったいない。一年二年での活用で、その地区でいろんな交流をしてほしいです。

昨年また盆踊りが復活したのは大変良いことだと思います。続けたらいいと思います。

古い物への懐かしさ、新しい物への斬新さ、杵築ならではの良さを。また来たい杵築でありますように。

お城まつりとエビネまつりの日時が一緒なので、どちらか変えられないのか。

外国人講師はどんどん活用して下さい。

すべて必要な事業だと思います。

杵築地区はそれなりにやっていて結構ですが、例えば山香地区では、淋しいです。もっとも目玉もありませんが。

先ずは市民交流の場から進める必要があると思います。

一部の人が盛り上がって、多くの人は無関心。内容をもう少し考えた方が良いのでは？

九州及び九州外にそれぞれ姉妹都市をお願いしては。

各地区公民館等に一度来て、顔合わせ的なことはできないのか。

行政ではなく、市民の間で行うようになるべき。

えびねまつり、ふるさとまつりのＰＲ活動の強化。

イベントにお金を使うなら、町を充実させて人を集めた方が良いと思う。

イベントがもっと賑わえばいいと思う。

こんな事業をいろいろして集客するので良い。今年のＰＲでラジオを利用したのは良かった。

情報が入ってこない。

お城まつりは切り口を変えて変化を持たせては？毎回同じ出し物ばかりで飽きてしまう。

市民交流はあってよいが、無理して市外にアピールの必要はない。市民性からみても苦手だと思う。そこに住む人に惹きつけられ
て、市外から自然と人々が集まる。それでいいと思う。

もっと人が集まるようなイベントを考えて下さい。若宮地区は秋季大祭、どんど焼き、湯立神楽など、いろいろ振興会でやっていま
すが。

あまりお金のかからない町づくりをしてほしい。とくにお城まつりにはお金がかかると思う。

別府大学・立命館大学との交流を増やし、子供たちに早くから英会話の機会を与えるべきだ。

交流が行われていることをもっとＷＥＢサイトなどでも広報されてはどうでしょうか？足りない印象です。市役所の前の通りの町が
活用されていないことはとても残念です。

一部の人の利用だけ。

個人的な意見ですが、ふるさとまつりでは食事をするところ、ご飯もの、まんじゅう類とありますが、お城まつりでは少ないように
思えます。肉系ばかり。まぁ近くに食堂が多いので利用してもらおうと思いますが、お祭りに食堂ではどうかな。お城まつりの花魁
にＯＢＳのアナを花魁にするのはどんなものか？

①（市民交流イベント（お城まつり・ふるさとまつりなど）の開催）推進して下さい。

６５才以上の年寄りが人口の多くを占めているのに、町づくりなど質問しないで、どうしたらいい町になるか市役所の方たちが考え
て、我々に質問してください。

いろんなお祭りが盛り上がってると思います。

日本人ならきちんとした日本語が使えるよう指導する事が基本ではないかと思います。

地元高校を中心とした高校生の留学生の受け入れを。

いまひとつ盛り上がっていない。
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（ご意見・ご提言）

わからない

37無回答 41 5.2 無回答

94

4.7

重要で
ない

2 11 1.4

58 7.3わからない 1 1

不満 4.3

11.8

3 65

2 34

8.2

11.3

54.5

やや不満
あまり重要

でない

153 90

3 18 2.3

19.2

4 433

各地区住民自治協議会との連携強化
42満足 6

5

5.3

ふつう 4 307 38.6 ふつう ご意見・ご提言

※ 具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

行政の側に市民の手が届いていない。体質が古い。「コネ」いいかげんやめた方がよい。知っている人は知っている。

【市民が主役のまちづくり】

問２６　市民と行政の協働のまちづくりについて伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

回答数 率(%)

重要 6

広報きつき・ホームページによる行政情報の提供

207 26.0

区長に役職費をつけるのは非近代的。

回答数 率(%) ①

やや満足やや重要 5

市政座談会は形だけのもの、もっと有識者会議等を増やし、レベルの高い、内容の濃いものを。

② 市政座談会の開催

③

リーダー不在。

座談会をしても何も変わらない。

座談会を開催しても意見が通らず無駄。

広報きつきの紙はこのアンケートのような紙でいいと思う。カラーの印刷じゃなくて良いと思う。無駄。

広報きつきの内容に満足！

広報の届きが遅く、届いた時には行事が終っていたりする。もっと早く情報を伝えて！！

広報は工夫して作られているなと思います。

公民館活動の助成。

関係者と無関係者の差が大きすぎる。

連携強化は民意が通るのであれば良いと思う。

市政座談会は毎年やってほしい。資料はもう少し簡潔に、また詳しいものがほしい。市の長期計画的なものが見えるもの！！

見る所が少ない。

時々、市議会の放送をテレビで見ますが、いつもよそ見をしたり鼻をほじっている人がいますが、とても見苦しいと思います。

耳に入ってこない。

もっと情報の開示を！より素人でもわかる形で。そうすることにより、市民が市政への関心を持つ。投票率が低いのは関心がもてな
いから。
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広報が母家分しかなく離れの世帯分はないことが不満。

広報きつきを毎月配布していますが、広報を綴じる台紙を頂きたい。合併前は頂いていましたよ。一年分はかなり貯まりますよ。

市政座談会の回数も少なく、意見を言う時間が少ない。市長や市からの報告時間が長すぎる。

地域と学校がもっと連携してよい。地域づくりにつなげてほしい。

市政座談会をしても行政に反映されるまでに時間がかかりすぎる。

ご苦労様です。期待しています。

市政座談会の開催は住民にとって市政の現状を理解するのに大変いいことです。

市民の声は結局届かない、聞く気があればＰＤＣＡを回して評価、公開すること。

市議は何かあるたびに行政に対して仕事としているかもしれないが、今、こんな仕事しているのだといって○○に行ってきた３～４
名が他県での写真をのせているだけ。

参加できる身近な集まりができる環境の整備が先。

行政はもっと市民の声に耳を澄ますべき。やや独善的な傾向が見える。

行政で中にはサラリーマン化している感じがある。

行政情報がありきたり。もう少しいろんな視点、角度から。

市議会の報告の充実。

市民の意見を聞いてくれない。

良く分かりません。

自治協議会のメンバーもこれといった人材がいないし、又、望みもしていない。欲しいものは自分で捜し自分で出かけていくしかな
い。地区民の啓発が必要かも。

距離がある。

市議がどういうまちづくりに貢献したかｅｔｃ、テレビで放送してほしい。市長もテレビを活してほしい。

民生委員等は必要ですが、区長は不要。

市長がもっと市民の声を聞く姿勢がほしい。８マンを書いている時の市長のように！市長は初心に戻ってほしい。

月２回の地域への回覧は有効と思います。

座談会は固苦しくて参加しづらい雰囲気があります。幅広い年齢層の声を集めることはできないように思う。中高生や子育て世代も
気軽に参加できるような工夫があると良い。

広報きつきを充実してほしい。この問１～問８について、特にそのように思う。（初めて知った）

広報きつき、いつも工夫されていると思います。

広報は読む所がない。

各地区での活動の情報が得られ参考になります。

③（各地区住民自治協議会との連携強化）若手の方々が参加しにくい（参加しない）。対象を分けて開催してもよいかと。

広報きつきの配布について（年末分）、12/30頃各班について配布しろとのことであるが、年末で家が留守であったり配布者も忙し
い。早めるか遅くするか。

ホームページの内容をもっと濃いものにしてほしい。

山香町の5年先、10年先の計画を提供してください。

行政が何やってるか知りたいが、だいたい顔見知りです。立ち話しで広がるくらいの分かり易い対策を。前にも書いたけど、人が集
まる広場で、市長さんやらなんやらが、ちょっと大きい声で青空教室みたいに市民と交流したら？

どんどんしてほしい。

地域と行政の結びつきが無くなってきている。

ホームページの更新がほとんどされていないのでは？

今の状態でも充分だと思う。

ＷＥＢサイトの情報が少ないです。項目だけでなく写真なども交えて。具体的な事柄が見えません。知りたい情報もＷＥＢサイトの
情報が少ないため、電話で問い合わせなければならなかったりします。情報量を増やしてください。

住民自治協議会も各校区でもっとその取り組みを検討すべき。

過去の情報等はネット上に残してほしい。採用情報など。

お題目ではなく、しっかりとした計画を。

今後も継続、発展を願い期待しています。

対話形式による行政報告会と意見交換会の開催。

市長と語る会を増やしてもらうとありがたい。

参加機会がありませんでした。

できるわけがないでしょう。市長が勝手にあれこれ作ったりしたんじゃ…。

市政座談会をもっと細かい地区分けでしてほしい。
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（ご意見・ご提言）

52 無回答

0.9

3 87

56

あまり重要
でない

3 9

重要で
ない

2 7

49

不満

わからない 1 84 10.6

無回答

10.9

6.5

2

わからない 1 136

7.0

1.1

50.7

やや不満

17.1

6.2

17

① 定員管理の適正化・業務の効率化の推進回答数

ふつう 4 251 31.6 ふつう

やや重要 5 150 18.9 やや満足

4 403 ご意見・ご提言

2.1 ② 公共施設の再整備計画

③ 市税等の収納対策の強化

※ 具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

【市民が主役のまちづくり】

問２７　地方分権時代に対応した行財政運営について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

回答数 率(%) 率(%)

242 30.4 満足

5 47 5.9

6 6

どこまでが「普通」か分かりません。

地方分権時代のイメージが市にも市民にも全くない。学習会を開いたらどうか。

相変わらず仕事のできない職員の多いこと…　民間だったら３人でできる事を１０人掛かりでやっている。

サッカー場は無駄。余計なことにお金を使いすぎ。そのくせ、山香の公民館や杵築図書館などの整備はケチる。信じられない。

議員・市職員の定数をもっと減少させて民間並みの危機感を持って住民サービスにスピード感を持って働いてほしい。

サッカー場はいらないという意見をよく耳にする。

重要

市民税が高すぎる。

納税者と滞納者の取り扱いの差が大きい？

議会、議員の働きが見えない。

①（定員管理の適正化・業務の効率化の推進）推進をお願いします。

サッカー場などいらない物をつくるから。金の無駄。

図書館を整備すべき。

定員管理。市職員数が異常に多い。

市税未納があるようです。どのくらいか公表は？

国は中央から変わるには時間がかかる。市で決定できることから、現状に沿った形にすべき。

定員自体の見直しを！！民間企業並の人員削減が必要では？

箱物事業はやめて、規模縮小を早期にすべき。非効率な施設などは早期に民間に売却すべき。その方が、固定資産税が入ってくるよ
うになる。
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市、公共施設は古いものがあっても利用する人数が少ないじゃないか。市民会館はあまり使っているか分からない。もっとうまく利
用する。コンサートする所が無いのでは。人が集まる所を作って収納を考えるとか。

自動車税の納付方法について、銀行、郵便局での納付に加えてコンビニで納付できるようにしてほしい。土・日しか納付できない人
にとって不便で仕方がない。

よく分かりませんが、市役所の職員(臨時）の人など縁故採用がまかり通っていて、長期に働いている人がいるし、ルールが守られて
いない。

市税が高いから強化しても同じ！

無駄な施設等の建設はしないでほしい。

職員をもっと減らして。

何が市民にとって必要かどうか？考えて下さい。

他市町村に比べ、杵築は税金が高い。

職員の自意識過剰、議員の研修不足が見られる。特に建設関係議員の横暴。

具体的なことが頭に浮かばない。

ご苦労様です。期待しています。

市税が高すぎる。若い人が大変。固定資産も年々上がり、おかしい。

軽自動車税もコンビニ払いにしてもらいたい。

公共施設の新設、再整備等は、市民の意見を吸収したうえで実施を。

職員のコスト意識の向上。

議員の数が多い。私腹のことばかりで本当に必要なことがされていません。財政が苦しいのなら議員の給料を時給、日給制にして、
職員の給料も民間レベルに落としてから考えて下さい。

農林水産省の水産の部管理課は全く仕事しない。市民（周辺住民）が砂の積み下ろしがうるさいので連絡をしたが、市民に調べて連
絡して教えてくれるようにと言われた。朝～夜中、日曜、祝日に関係なくする。マイクも使用。不眠障害が出てるが無視されてい
る。３６５日自分たちがしたい時に夜中でも満潮であればする。市民（周辺住民）は錯乱状態。いい加減にしてほしい。住んで生活
してほしい。

行財政改革を早急に実施する事が重要課題と考える。

行政運営！的確にお願いします。

給食費未納問題を耳にしますが、今はどうなっているのでしょうか？

地方自治にもっと力を入れることが必要、中央に働きかけてゆくこと。

市議会議員の定数を減らすこと！

公務員の方々から給料が少ないとよく聞きます。市民の給料の平均にすることが大事だと思います。

税の収納の充実が必要。職員を増やしたらどうか。

市税の滞納者から徴収はできるのでしょうか？

(行政運営について）だけで良い。この問題の出し方はおかしい。地方分権という言葉と意味をどれ位の人が理解してるか？

市役所を土曜日に開けてほしい。働いていると困ることが多い。企業は年休が取りにくいので。

給食費未納者にはきちんとしてほしい。ちゃんと払っている者がその家庭の分を負担しているのはおかしい。未納者がいるために一
食A円のところを、Aマイナス円になると聞いた。未納者については、市、県なり行政が負担するのがいいのでは。まともに払って
それなりの給食が出ないのはおかしい。前から思ってましたが、これについては何らかの解答をしてくれませか？

一般の人に関係ないことに大きなお金を使いすぎる。

色んな角度から見た施設の計画案。

固定資産税等、税金が年毎に上昇しています。何故税金が上昇するのか、昨年より何％上昇したのか、明示してほしい。

財政面はお母ちゃんたちに任せたら、引き締まるでしょう。婦人中心の議会。

今の日本の現状を見て、公務員の給料が高すぎる。議会議員の報酬も高すぎる。員数もまだ多すぎる。

全員が団結、行、民。無駄をしっかり排除。

税金等の使用金額の表面化、杵築市住民の保護。

市税が高すぎる。議員数を減らしてほしい。

業務の効率化を推進しているとあるが、市民課の住民票の発行等の簡単な業務は、派遣社員を入れてコストを押える努力をすべき。
高給取りの職員にさせると１回当りの発行が高くなる。

未納税者をなくす。給食費等の未払いの減少に力を注ぐ。

業務内容と定員の適正化を真剣にやって下さい。無駄が多すぎる。業務の方より、民間を意識。給与のバランスが悪い。①（定員管
理の適正化・業務の効率化の推進）についてありきたりなことしかしていません。実行して形にして下さい。効率化していますか？
定員は適正とは思えません。

大変貴重な事業だと思います。

人件費削減対策として事務のＩＴ化の促進が必要。

他の自治体に比べ、市役所の職員の数が多すぎるのでは？

定員管理とムダの削減。

市税等の滞納・未納が増加しているのではないか？併せて請求の時効件数は？収納対策の強化の要領とは？

無駄が多い。もっと使える人材を確保すべき。

議員数が多い印象があります。財政面から考えても報酬の日当制も考える必要があると思うし、マンネリの解消につながると思いま
す。

市税等の収納対策強化はもっと強化すべき。公共施設の再整備計画はよく使用する人の意見を聞くべき。

設問が「急ぎ過ぎ」の感じ。その前に「地方分権の時代」は今の時代とどこがどのように変わるのか、市の方で提案すべきだ。

市役所を一企業として対価方式の査定で人数の適正値は出来ないのか。

あまり重要でない物にお金を使い過ぎ！！

道州制の推進及び人口１０万人を目途に再合併を。

市職員数、給与等が多いのではないか。このままで全てを進めていくと市の財政が不健全となる。隣の日出町を見習うべきである。
数年前の市合併について、旧杵築市が主体的になれば良いと思っていたが、最近は日出町の方が生活満足度は高く生活しやすいよう
に思われる。
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赤字なのにリストラをせず、税金で給料を当たり前にもらう市役所を減らせ。

市独自の訳の分からない課税（督促金）は、止めてください。

具体的な説明で市民が了解できるよう。

市長や職員の人件費の削減。特に市長の交際費を少なく。

市税等の未収をなくしてもらいたい。そのためには徴収を強化してもらいたい。

便利が悪いのは確かでしょ。

行政の仕事を一部民営化して、若い人の雇用の場を見つけてあげてください。

③（市税等の収納対策の強化）については、専門職員を雇用して行うべきなのでは？
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