
１６．最後に市議会へのご意見、ご要望などがありましたらご自由にお書きください
１市長に意見を届ける（市長への手紙、陳情等）
２市役所に連絡する
３自治会等を通じて要望を出す
４市議会議員に話をする
５市議会に陳情等をする
６どうしていいかわからない
７言ってもむだだと思うので何もしない
８その他

№ １６．最後に市議会へのご意見、ご要望などがありましたらご自由にお書きください

1
市議会自体必要ないと思います。インターネットの時代なのですから、ネット上で市民が直接意思決定をすればよい。少なくとも部分的に
そうしたラディカル・デモクラシーを導入すれば、世界中から注目されることになるでしょう。現状の誰も注目しない市議会とは雲泥の差で
す。電緑都市ふじさわを名乗るのであれば、そうした取り組みをしてみればいかがでしょうか？

2 税金を使って仕事をしているという自覚を持って働いて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

3
返信してほしかったら、何か特典をつけなければ、返信率が低くなると考える。また、目的がはっきりとしてない手紙をおくりつけてくるのは
どうかと考える。

4 このアンケートに何を書いても無駄なのは知っている。

5
全体的にムダな支出が多いように思います。市議会の支出が住民税なのか国からの交付なのかは存じませんが、支出を減らすだけで、
住民の負担は軽くなると思います。どうして月給56万円という高額な費用を市議会議員に支払う必要があるのか。しっかりとした説明が必
要があると思います。

6
住民税を毎月15,000円弱支払っているので、これがどのように使われているか気になる。藤沢市ではどうかわかりませんが「議員年金」が
なくなったと聞きました。これではお金をあまり持っていない人が議員になりづらくなり、お金に余裕のある人ばかりが議員になってしまい
ます。そうなると議員にかたよりができると思う。

7
市民生活（特に若い世代）にとって、市の職員以上に議会への批判は強く、必要性を感じない。むしろ関心が低い。投票率の低さをみて、
もっと危機感をもって行動し、政治に関心のない層にも関心をもってもらうように努力した方がいい。特定の支援者への利益誘導ではなく、
大局をみて、行動することをのぞむ。

8 こういうアンケートが経費のむだだと思います。

9
市議会ではどんな活動をして、成果があるのか、あまり市民に届いていないと思います。私がもっと関心を持つべきなのですが。より良い
街になることを望んでいます。

10

まず、紙ベース・郵便の削減をしたらどうか。アンケート用紙のムダスペース・項目・チェック方法を変更し紙用紙サイズがかわる。郵便に
ついてだが、もしこれが全市民なら一家（または扶養内まで）で１つの封筒に各１人１枚ずつなど。他に要望として、バスや交通の不便さが
何年も変わらない。街は常に変わり、人の多さ、利用客増員があると思う。市をあげて住民が過ごしやすい交通機関や需要設備に力を入
れてほしい。藤沢市は好きだが不便さとマナーの悪さが気になる。マナーの問題では、『たばこ』歩きたばこが急増中、自転車乗りながらや
バス待ちでさけたくてもこちらはさけれない。誰も取りしまらないし案内を設置してほしい。たばこ吸っていい場所のみの所で吸うよう行動を
起こしてほしい。以上。こちらあてのではない要望でしたら申し訳ありませんが、この２つが藤沢市は遅れています。

11 藤沢市が大好きなので、市のためにがんばってほしいです。

12 ゴミの袋をもう少し安くしてほしい。

13 正直なところ、よくわからないのだが、夫が興味があるようです。これを機会に考えてみたい。

14
議会だよりについて、私たちのように知識がない者でもわかりやすいように解説など入れるなど、わかりやすくしてほしい。難しいと、読もう
と思っても、なかなか読もうと思わなくなってしまうため。

15

基本的に市議会がどのようなことをしているのか知らないので意見することができません。このアンケートが来るまで市議会というのがひ
らかれていることすら知らなかったのでこれを期に調べてみようと思いました。私みたいに、知らない、わからない人はたくさんいると思うの
で、もっと皆が知る手段が増え、わかりやすく（難しい単語は使わず）説明してくれるとありがたいです。知らないので、何も言えないのです
が、この市では今、何が課題でどのように取りくんでいて、どうなっているのかなど具体的に教えてくれると興味がわくかなと思います。

16 市議会議員はお金をもらいすぎだと思います。それに見合った仕事をしていれば良いと思います。

17
長後駅の道路のせまさがひどすぎる。どの様な対策を考えているのか知りたい。震災がれきの受け入れは賛成です。市は関係ないです
か？

18 こんなアンケートをやって、この意見がきちんと反映されるのか、疑ってしまう。報酬が多すぎてずるい。

19 これからは少しでも関心を持ちたいです。

20 大庭では山が多く、防災の放送がこだましてかなり聞き取りづらい。天災のときなどの放送が不安である。

21
自分の勉強不足な所が多々ありますが、市議会の方が具体的になにをしているのかなど、わからないことが多いです。他の市などもそう
だとは思いますが、報酬については、高いと思います。それだけのお金があれば、もっと市をよくするために使えるのではと思います。

22 もっと町内へ助成金として回すべき！！自治会がボランティアで動いている事を考えろ！！

23

ここ10年ぐらいで「藤沢市」が一段と衰退していると思う。観光目的の人足も減っている。今までやったことがないからと古い考えにしばられ
ることなく、世代交代をしたり、新しい発想を柔軟に受け入れ、「藤沢市」に住んでいて良かったと思えるような町作りをして頂きたい。全国
規模まで求めないが、せめて県内において、安心して過ごすことのできる町にして欲しい。◎子育て、教育、次の未来にぜひ期待が持てる
環境作りをして下さい。

24

藤沢市がもつ、核兵器廃絶の条例を今こそ市民へ（意義を）伝えるときだと思う。原発を止めるべきだという話し合いが市議会でされている
ことはとてもいいことだと思う。私は、特に応援する政党はないが、3.11があってから、原発は止めるべきだと思うようになった。今、原発が
安全だと思う人は、政府、東電含め、いないと思う。条例をもつ藤沢市として、核とどう向き合っていくかは、大いに議論してほしい。今後に
期待する。



25 もうちょっと関心を持ってみるべきだと反省しました。

26
何をしているのかよくわからない（知らない）という印象です。議会をなくして、住民投票（インターネットを用いて）にしても良いのではないで
しょうか？

27
市議会や市議への理解が一般に乏しいのは目に見える成果が乏しいのでは？あらかじめ報酬全額が決まっているのは民間ではあり得
ない。何も役に立たなくても同額ではやる気のある者でも働く気を失うのではないか。

28
私は湘南台近辺をよく活用しています。しかしながら、駅近辺に複数あるパチンコ店やゲームセンターの影響だと思われる風紀の乱れが
気になります。特にパチンコ店だけを近辺だけでいくつもある意味は無いと思います。どうにか減らすことはできないでしょうか。よろしくお
願いします。

29
よりよい藤沢市にしてもらえたらと思います。他県の人の声ですが「藤沢市はしっかりしている」と聞いています。みなさんがんばって下さ
い。

30 もっと情報が欲しいです。

31
良くわからないし、興味をもっていなかったが少しずつ理解して協力していきたいと思う。若者が何もわかっていないのはよくないと思った。
せめて選挙は行くようにしたい。そのためには市議会を少し理解していかなければならない。

32 藤沢市に住んで良かったと思えるようなまちづくりをお願いします。

33
市議会議員の仕事もどの程度なされているのかも全く判らず、数だけ多くて全く不満です。昨年（前回）の市長の様な不祥事は絶対に困
る。今後は市民の為、国の為に、努力する人材が必要です。

34 弱い立場の人を援助していくような、市政を行っていただきたいと思います。

35 がんばって下さい

36 議会を夜や週末に開く機会があってもよいのではないか？サラリーマンが議会を覗く機会をつくってほしい。

37 信じている人が、かわいそうだと思います。市議会議員、国会議員、よく分かりません。

38 どうせ何を書いても変わらないと思う。

39
不正な生活保護の打ち切りなどで財源を作り、それを必要な公共工事などに使う。なるべく地元の業者に発注し、市経済の発展に貢献す
べき。

40 そもそもこのアンケートは、抽出されたものに対して送られてきたのか？市民全員なのか？その説明もなく、「なんで私に」と思った。

41 子供を安心して育てられる市であってくれたらと思っています。

42
市役所下（横）の道路が狭く、カーブしている為、事故が多い。又、歩道が狭く、すれ違うのに困難な状況。歩道（自転車含）や道路を広く整
備して頂く検討をお願いしたい。

43
あまり詳細を知らないので、何も言えませんが、住みよい街になるように頑張ってほしいです。皆の税金が給料になっているのだから、しっ
かりしてもらいたいです。

44
私達定額生活者にとって、とにかく議員の報酬が高い。藤沢市営のバスとか、市営住宅をもっと作って欲しい。税金をもっと安くして欲し
い。市民税が高すぎる。

45
市議会に対して関心がないのは、市議会議員の方が、日頃どのような活動をしているのか、いまいち市民の人に伝わっていないからだと
思うのです。議会だよりも、もっと多くの人に読んでもらえるような読みたいと思うように何か努力されてはいかがでしょうか？議会だよりは
目にするのですが、読みたいと思ったことは残念ながらありません。

46

私は各種選挙の時、他市のアルバイトをさせて頂いております。せっかくなので自分の住んでいる町のために、アルバイトをさせて頂きた
いと藤沢市役所さんへ問い合わせしたところ、藤沢市役所勤務の方の紹介が無いと手伝いはできないとの事。他市では履歴書と面接が
通ればお手伝いができるのに、御市では市役所の人と知り合いで、”コネ”が無いとお手伝いできないのは癒着でしょうか。市民税は納め
ています。一般公募して下さい。毎年アンケートが来るのはなぜですか。

47 特に期待していません。市議の方に求めるもの（こと）なんてない。

48 市議会議員の報酬がこれほどあると、このアンケートで知った。責任のある仕事をしているのはわかるが高いと思う！！

49
市議会は何のためにあるのか何をしているのか全くわかりません。何が変わるのか、変えられるのかわかりません。住みやすい町づくり
のためなら低報酬でもよいと思うのですが。

50
定員を下げ、月額報酬を減らしてでも議員活動をしたいという人間が本当に、市政を考えているのではないか。お金がないとやらないとい
う人は、やらないでほしい。ボランティア色が強くてもいい職種では？自治会などは市議会のミニバージョンだと思うが無償に近いが、各自
治会しっかりとなりたっている。もっと一般市民が、入っていけるべきではないか。

51
中学校への給食は、いつ頃になるのでしょうか？　今年も暑い季節がやってきますが、学校へエアコン設置は無理なのでしょうか？昔とは
温度が高い日が多く勉強にも身が入らないと思います。公共の施設として必要なのではないでしょうか。エアコンの設置を要望します。

52
前市長が信用できない様な事をしていたのに新しい市長になっても信用は出来ない。市議会員も同様。バカ高い金支給されていながらな
にが「市民の事を考えています」と言えるのか。母子・父子家庭に冷たい藤沢市は今後、子育てをするのに適していないと言われても仕方
がない。36人中一体何人が金をもらわずにまともに藤沢市の事を考えてくれるのでしょうかね。

53 より開かれた運営を目指し、今後も市民の生活の為、頑張っていただきたいと思います。

54 自分達のことばかり考えないで、市そして市民のために働いて下さい！！！



55 公平・公正で活力ある議会運営を希望します。今後共よろしくお願い申し上げます。

56
市民の声を聞くといってもたぶん一部の人の声しか聞けていないと思う。全員が無理だとしても全員に聞けるぐらいの環境を作ってほし
い。選挙の時だけ皆の前に出てきて当選すればもう出てこないようにも感じてしまう。でも藤沢は住みやすい街です。子供がいるので子供
関係になりますが、となりの市と比べて公園の数、設備、環境素晴らしすぎます。どうかその部分を変えたりしないで下さい。

57
子供が育つのにいい環境づくりに力を入れてもらえてるのを実感します。藤沢市内にとどまらず、湘南エリア（藤沢、鎌倉、茅ヶ崎）をリード
し、他市へも働きかけて、エリア全体の子育て環境の強化を図ってほしいです。エリア内で地域差を感じなければ、大人も子供も交流しや
すく、もっと子育てしやすくなるように思います。

58
10年以上藤沢に住んでいます。藤沢は、住みやすいところだと日々感じていますが、今回の震災で、海の近くに位置している藤沢は不安
な面がたくさん出てきたと思います。防災についての話しを町内会の集会で聞いて説明を受けましたが、なかなか整備されていない状況
です。市議会で今以上に、防災、津波対策、給食の食材（放射能物質の値）等、密に話しあってほしいです。

59
辻堂駅前の再開発で非常に活気づいている藤沢市です。近隣とのバランス、など難しい点もあると思いますが、”湘南・藤沢から発信”す
る元気ある市民を引っ張っていって頂きたいです。選挙なども”投票しやすい”ように、例えば「テラスモール」「辻堂駅」「藤沢駅」などに期
間中、臨時投票所を設ける、など市民にも「あなたの参加が必要なんだ！」という事を新しい視点で今後もとり組んで頂きたい、です。

60
議員周辺の人達のために働いているように見え、実際に市民のために活動しているのか見えにくい議員が多い。市議会もそういう人達の
集まりとしか思えない。もっと、市民に見える所で活動してほしい。また、今回のアンケートはどういう経緯で抽出された人に送付されたの
か、一言添えるべきなのでは？お役所仕事だなぁと思いました。

61
生活保護費とか、子ども手当とか交番が少ないような…とか、そもそも市議会の仕事の範囲がわかりません。ですが藤沢市に２年住んで
不満はないので、市議会への不満はないです。

62
もっと性能が良い、ガイガーカウンターで（アルファ線、ベータ線、ガンマ線）が測れる物で、放射線を測定して、公表して下さい！！お願い
します。（小さな子供がいて心配です。）

63
市に対して意見を言える場所を教えてほしい。平日夜または土曜に議会開催してもらいたい。（傍聴したい。)市民の声を反映した議会運
営を期待します。

64

私は生来藤沢に住んでおりますが、以前に比べて人口がかなり増えたと思います。ＪＲ・小田急藤沢駅は東京都内の駅並みに人の多さだ
と思います。最近特に著しく思うのは、マンションがかなり増えたことです。人口が増えることは良いことなのでしょうが、一昔前の藤沢を
知っている私にとっては少々、寂しく思います。それから、東海道線沿線の工場跡地に次々とショッピングモールが誕生して便利になりまし
たが、反面、土日曜に道路の渋滞がひどくてなりません。ショッピングモール近辺の病院に親を送迎しているため大変困惑しております。
そこでひとつ要望ですが、松下グループの工場跡地にはマンション、ショッピングモールを作らないで、市民が憩える森林のような自然いっ
ぱいの一大公園を作ってほしいと思います。聞いてもらえないと思いますが、ぜひともご検討を！！よろしくお願いいたします。

65
自分の無関心も悪いのですが、このアンケートが来るまで市議会というものを意識していませんでした。ＴＶでその動向が知れるとうれしい
です。

66
好きなことを書いてしまいましたが、なかなか市議会で何をしているのかを知るまでの時間がとれないことも事実です（自分自身の生活に
追われて）市議会が公正で市民のためになる活動を、「効率よく」やってくれることを願っています。

67 公民館を安く使わせて頂いていますので、その点とても感謝しています。

68 民間企業が疲弊している中、市民の為に滅私奉公を忘れないでほしい。

69 市役所の職員の給与・賞与は民間と比較して高額と聞きます。見直しを希望します。

70 藤沢市で問題になっていること、市議会で検討している主なことなど簡潔に分かりやすく市民に広報して欲しい。

71 HPだけでなく、メルマガなどを活用して議会の結果を伝える事が出来ないか。議事録ではなく、議会で決定した政策を簡単にのせるとか。

72

14、15の問いについては他の市町村のデータがあった方が考えやすいです。市議会を土日にやって下さい。サラリーマンは仕事があるの
で平日は無理です。毎回でなくて結構ですので検討して下さい。湘南市構想はやっぱりダメですか。藤沢市域で１つ又は２つの区にすれ
ば問題ないと思うのですが。辻堂在住なので辻堂駅に全ての快速が停車する様に働きかけて下さい。アンケート結果も公表して下さい。
市政頑張って下さい！！

73
藤沢市を良くしたいと言う思いは同じであると信じている。活動内容、結果がより分りやすく、明確になるように報告して欲しい。期待してい
る！

74 海で子供たちが安全に遊べる藤沢を作っていって下さい。

75
現在少年野球のチームを手伝っていますが、去年工事の為、グランドが閉鎖になり各チーム非常に困っています。又、日曜、祝日等テラ
スモール渋滞があり移動するにも困惑している状況です。前市長にも意見を出したと聞いていますが、市（市議会）としてはどの様に考え
ているのかおしえて下さい。

76 あまりにも、何もしない議員が多くて残念です。

77 知ろうとしない市民に問題はあるが、市民が市議会に対して、情報を知りうる方法を考えて頂きたい。

78
基本的に自分の時間（仕事、生活）が目一杯で議会とかに関心とかないと思います。なので裁判員制度みたく市議会の精査に一般市民を
参加させる方法を作り、半強制的な参加をすれば、関心なくてもいろいろな意見が出来ると思います。

79 改革をしようとする意志は共感できる。即実行してほしい。

80 市の為にもっとがんばれ！！

81
湘南台駅前のパチンコ店乱立を何とかして欲しい。あれだけの土地があったらもっと学生を呼べるような文化的でおしゃれな商業施設が
出来るはず。ミニ湘南テラスモールみたいなものを作って欲しい。商工会などとうまく折り合えなかったといういきさつがあるようだが、大学
２つをかかえている場所としては文化レベルの低さに呆れてしまう。



82
こうしたアンケートは本当に必要なのかどうか、疑問に思うことがある。回答がなかった場合、少なくとも郵送費は無駄になってしまう。アン
ケート結果で市議会の存在が薄かったこと等が判明したとして、それをどうしようというのかも、あまり分からない。

83
県知事の太陽光発電を含めた再生可能エネルギー推進県の方針を支援しています。藤沢市はエネルギー問題に関してどのような方向性
を示すのか方針がみえない。ゴミ処理、リサイクル問題、ゴミ袋無料化に関してもご意見を示して下さい。生ゴミも資源として利用し、エネル
ギーに転換すればゴミ袋が有料のままとはおかしい。

84
議会で議論される内容より、もっと日常的なささいな不満の方が多くあるように思う。議会のため、議員への説明のために、市役所の職員
は労力を費やしているように思う。内容の深さは疑問。結局それはムダ。

85 意見を言っても、とおらないので言わない！！

86
北部開発が後回しされている。同じ税金を支払っているので、北部にも力を入れて頂きたい。公務員に対して、市民センターなどに行くと、
仕事がなく、ボーっとしているような人がいるが、きちんと仕事をしてもらいたい！！

87
市議会への意見かはわかりませんが…藤沢市内の学童クラブを朝も開いてもらいたいです。例7：00～8：00にやってくれると、仕事が続け
られるのですが…。湘南台駅前のパチンコ屋と居酒屋だらけの状況を変えて頂きたい。子供たちに良くない。

88
今まで興味はありませんでしたが、アンケートをとることで市民の声を聞いて下さるのかなと期待が出きました。バス運行、是非検討して下
さい。

89 市民の立場に立った意見で市議会を行ってほしい。具体的に何をしているのか今よりも分りやすく伝えてほしい。

90
自分や身内のためではなく市民全体のために働いて下さい。本当にそうして下さるのであれば56万や10万は必要なのだと思うので。IT都
市の名に恥じぬよう、市税のeLTAXやWEB、Twitter、Facebook、ustなど駆使して、直接市民の声を吸い上げて下さい。

91
友人より「OKストアに行く前のガード下（郵便局の方から）の細い道を自転車がガンガン通ってくるので、すごくいらいらするのでどうかして
ほしい。」看板はありますがあまり効果がないので、自転車を置かない様に立っている、おじさんに立ってもらうなど、何か対策をとって頂き
たいと思っています。年配の方や子供はこわいと思います。なかには自転車側がベルを鳴らすなど、モラルのない方もいます。

92
36人の議員さんが、月額これだけの金額を支給されて莫大な金額になりますが、本当にこの金額に見合うお仕事をされているのか、もっと
関心を待たないといけないと思いました。

93 もっとわかりやすい「議会だより」にしてほしい。活字が多すぎて読む気にならないので。

94 これからも住み良い街になるべく代表としてがんばってください。期待しています。

95
政務調査費の毎月の、何に使われたのか、不足分を補うお金は？余ったとしたら…公開されると市民も納得すると思います。市議会議員
は一番身近な代議士なので、藤沢市を愛する人がなってほしいです。今後の活躍も期待しています。

96
市議会で何が話合われているほとんど知りません。でも私たちの知らない間に藤沢市が住み良いまちになる様に市議の方々が働いて下
さるなら良いと思っています。

97

市議会において、藤沢市で現在起こっている問題、課題を本当の意味で討議し、問題点を掘りおこし、問題解決に向かい、藤沢市民の代
表として、藤沢市を良くしていこうという意識がどこまであるのか…と疑問を持っています。市の職員の発言について、根本の問題点を理
解し、議会としてどのような方向性を持って一つ一つの議案に向かい合っているのか、市民に伝わって来ないと思います。自身の票の獲
得を度外視した議員としての働き方を根本的に見直していただきたいと思います。

98
各々の方の活動について、一目でわかるようなシステムがあると、良いと思います。どの方が何をしたか、するのかが、市民に簡潔にわか
るような広報などがあると、うれしい。

99
一見市民のために尽力しているように見えても、実際コネや権力で入院したり融通してもらったり横柄な市議員の態度を目のあたりにして
しまったため今ひとつ信用できないようになってしまいました。市議会という名におごることなく、市民のために市政を行うという姿勢をみせ
ないと市民には伝わらないのではないかと思います。

100
このアンケートを送付は選挙権を持つ市民全員に送ったのでしょうか。それに対して明記なし、広報に記載あるがアンケートの頭にも明記
した方がよい。市議会は何をする所でしょうか？議会だよりを読んでもわかりません。

101
今まであまり興味がなかったのですが、昨年の大震災以降、海岸地域に居住する者として、津波対策、防災問題には大変関心を持ってい
ます。是非よろしくお願いします。

102
①個人的に関心がある事は学校給食についてです。放射性物質の使用基準値が適当かどうか。市長が代わり（公立）中学校の給食発足
へ進展があるかどうか。
②他にご近所の方と津波の際、指定の避難所に全員収容が実際可能なのか関心事として話合います。

103

市議会議員の名前は知っていても、議会にはまったく興味がありませんでした。アンケートに答えようにも知らない事だらけで、はずかし
かったです。ホームページも初めて見てみました。私はよく市民センターは利用しています。学校地域単位での活動はした事があります
が、市議会議員の方とお会いした事はありませんでした。議会の他に仕事をしているのか？藤沢市のためにどのような事をしているのか、
議会のシステム、お金の流れなど、知らない事だらけ。「議会だより」にのっていたのかもしれませんが、読んでも理解できず。アンケート12
番の「報告会」の開催は、意見交換ができるので良いと思います。

104

あなた方の活動は全く見えません。自治会や学校教育現場等、市内で仕事をしていない場合も、直接問題に触れることが少ないと市の行
政がどうなっているのか感じることが出来ません。国会を目指す人は駅前で演説を行っていますが。HPの陳情を見ると不了承も多く本当
に市民のことを考えて市議をやっているのでしょうか？もっと考えて欲しいです。そしてしっかり働いている人には報酬を払ってもいいし、片
手間にやっている人は削減すべきです。

105 １～15の質問は通り一ぺん。アンケート結果も予想される。もっとふみこんだ質問が必要と考えます。

106 住民税が高い。

107
選挙は簡単なプロフィールを見ての投票でした。その後当選した議員がどの様な活動をして、町にどの様に貢献しているのかが、一般人
にはまったく見えてこない。今、とり組んでいることや、今後どの様な活動を行うか等を市民にわかりやすく広報していただきたい。



108
市議会があることによりどのようなメリットがあるのか市民にわかりにくいのでは？議会提案による施策や、チェックの手法等わかりやすく
知らせて欲しい。

109 選挙の時ぐらいで日常の市会議員の顔が見えない。市民の生活重視して市議会を運営してほしい。経済も一般小売業を重視してほしい。

110
大切なのは課題の共有です。机上では現場感を議員さんそれぞれが実感として持つことが難しい。他の地域では・他国では？そして藤沢
ならではの事や背景を日頃から話しあってほしいと思います。リベートでは答を出すのは、難しいので、共感できる議員さんの関係をつくっ
ていただきたいと思います。

111 報酬程の働きが見えない。今は世の中は底をついている。報酬等の金額を至急下げるべきだ。

112
議員は議員活動以外に副業が出来ると聞いた事がある。今の一般会社でアルバイトが出来るようにはなってはいるが税金とかのことでア
ルバイトをやっていない人も多くいる。議員の収入を市民が決めるのも悪くないと思う。

113
今回のアンケートで、自分の無関心さに気付かされました。しかし税金の使途とその有効性は大いに関心のある所です。客観的にそれら
を知る機会と公開性は必要なのでしょう。ぜひ税金を有効に使って頂きたいとお願いします。

114 市議会はUstreamでリアルタイム配信し、データベース保存。あとで誰でも見れるようになっていれば問題ないです。

115 議員の数が多いのではないか？世の中は変わっているのに、議員の数は同じ。

116
他に仕事を持っている人でも市議会員として、市政に参加できる制度にして下さい。経費は、民間の会計監査の上で結果を公表し透明性
の高い行政を実現して下さい。市長をCEOとした会社と見立て、経営改善や収益を上げてゆく成長戦略を立てて、もうかる市政を実現して
下さい。（観光、企業誘致、一次産業化、特産品輸出、アジアを中心とした外国への事業展開など産・官・学一体化となった企業戦略etc）

117 政務調査費は廃止すべきと思う。

118
オンブズマン・市政モニター等、市民側が議員又議員に対してチェックする場や役割があれば、もう少し議員さん達も真剣になるのでは
…。当初は善行の土地で百条委員会も潰した議員さんも今でも議員でいられるのは、投票した人の気がしれない。

119 市長、役所を監査、監察する組織があればよい。議員だけで条例も制定できない者達は必要ない。

120
片瀬西浜の海の家の風紀が年々乱れている。危険を感じる（海の家が、盛り場の”クラブ”になっている）騒音にしか聞こえない音楽が生
活に影響がある。現状、外から家族連れや、カップルが海水浴に来れる雰囲気は無く、年々悪化している。⇒江の島のイメージダウンが広
く悪影響を与えるのではないでしょうか？

121 国会の様な政党争いになる事なく本当に藤沢市の未来をより良くする為の議会として下さい。

122
すべての市議の方、今の、そしてこれからの日本の状態がどういう方向にいくのか市民は不安に思っています。実際に市の運営に携わっ
ている方々ですから、このままでいいのかどうかよく考えて、いい方向に藤沢市を運営していって下さい。

123
藤沢市は平地が多く、商業立地もすすんでいて、人口も40万を超えたと聞いています。いろいろな議員の活動があるかと思いますが、そ
の内容に関心がありませんでした。今後は注視してゆきたいと思います。

124 研究研修費とはどんな、調査費とはどんな調査、一人に10万７千円もかける事なのですか？

125 藤沢市は税金が高く、住みにくい。※封筒の表のバーコードは何ですか？「議会だより」に回答して下さい。

126 美しい町、高齢者にやさしい町をめざして、藤沢市に住んで良かったと思えるように市長さん頑張ってください。

127
地域ごと住民の意見を取り入れる（聞ける）ように、地区ごとに36人の市議をしっかり分けて、この地域の代表市議が誰かとわかるようにし
て、しっかり市民の意見を聞けるようポスト（自宅と別）を作って意見書を入れられるようにし、返事がもらえるようにすると、市議に対して市
民の意見が出せるようになるのでは？！

128
不正があったら許しません。藤沢市は江ノ島をはじめ、観光地もあり、海もあり、また今年から初めて住みはじめたのですが、住環境はと
ても良いと思っています。また住民も、品があり、マナーを守る人が多いです。ゆえに、もっと藤沢市の発展を楽しみにしているとともに、勘
違いして不正をする議員がいたら、即退職していただきたいと思います。

129 議員定数の検討

130 議会報告会は皆が参加できるような、身近な場所。地区単位が望ましい。

131

市民一人一人が市議会に関心を持つ一番の方法は輪番、日当制で議員をしてもらうことではと思います。但しきちんとしたルールや指標
を決めないと結局行政（市役所職員）の作ったシナリオ通りに物事が進んでしまいますが。裁判員制度のように一生のうち３～４年議員が
まわってきたら皆の意識が大きく変わると思います。今まで日々の暮らしに追われて今回のアンケートで市議会のことを改めて意識するこ
とができました。HPも見ています。かつては一度私も市議をやってみたいと思った（PTAの仕事で向いているかと思って）のですが身内に
相談したら否定され断念しました。

132
市職員数、議員数をもっと削減できると思いますが。　予算執行をもっと真剣に議論チェックされたい。法外な価格での土地購入なんてもっ
ての外。　企業が撤退しサビレてゆく藤沢市の再生を考えるべき。

133 広報に入ってくる議会だよりは読ませて頂いているが質問答弁などテレビでも見たい。いつ、TVでやっているのか分からない。

134
市関係のお仕事をかいまみることがありますが、役所の方が議会に対し、精神を使い労力をかけすぎているのではと思ってしまいます。事
業仕分けなのでしょうか。議会自体をコンパクトに節約した対応を期待しています。

135

若い議員にどんどん活躍してもらいたい。町の整備も必要だが財政をその期で利用するだけを考えずに、公園整備を取っても、つくし、タ
ンポポ等見られなくなった。整備の仕方をも考えてもらいたい（時期をずらす整備の仕方等）年に１度位は地域で質疑応答できる様な報告
会は必要かもしれません。文面での活動情報は知りえても生の意見を言ったり聞いたりも大切かと思います。藤沢を観光地の面から考え
るともっと町整備に力をそそいでもらいたい。オリンピックの開催できる町整備を是非お願いします。



136
藤沢市は子供医療費が12才まで無料になっているが長すぎる。小学校入学時までで終了すべき。公園が多すぎ。緑が多いのは結構です
がそれに対しての維持費、剪定費などに費用がかかる。

137 議員は偉いわけではないのに何か勘違いしている人が多い。偉そうな態度の人も多い。

138
市議会議員の数は少しずつ減らさないとちょっと無駄な部分も多い。もっと選ばれし人に、市政を任せたい。本当に、実行力のある人に任
せたい。選挙中の目のキラキラをずっと持ち続けて市政をしてほしいです。藤沢市のイメージは市議会が作るといってもいいと思うので。

139 高額の市民税を払っているので文化の香りを大切にした住みよい町づくりを目指してほしい。

140 皆の税金を大切に使ってほしい。

141 選挙の時以外に顔を見たことがない。

142 市議に対しては関心はありませんでした。大切な税金を無駄なく使って頂ければ良いと思います。

143
関心を持たない方がいけないのかもしれませんが、市議会というものが見えるのは選挙の時だけのような気がいたします。市議会議員の
方と個人的関わりを持たないと全く分からないものなのかもしれませんが、もう少し身近な存在であって欲しいと今回アンケートをお送りい
ただいて思いました。

144
生活保護を受けている人がまわりにかなりいますが、今後どのように確認していき正しくしてほしい。介護保険料はこれからも上がっていく
のでしょうか。年金も減っていき、私達が老人になった時はどうなるのか心配です。何年後、何十年後のことまで考えて政治を進めていっ
てほしいです。

145 風通しのよい市民のための取組になっていないと感ずる。

146

東北のガレキをで受け入れるつもりはあるのか。「応援します」「がんばってください」などと言うのはやさしいが、現実にその支援をする方
向性がまるで見えない。住民の反対を恐れているとしたら、それは行政の不見識と言うべし。何とかして現実的な支援をしたいという住民
も多いはず。議会でもぜひ取り上げて、議論してほしい。市民の声をもっと直接に、そしてていねいに、聞く場、時をセットしてほしい。近隣
の問題等、どこにもっていけばよいかわからぬこと多々あり。

147
おとなしい大多数の市民、口やかましい少数の市民、どちらの意見をとるかはその時と場合によると思いますが、泣き寝いりしなくてはなら
ない市民がでない市政を望みます。むずかしいでしょうが。

148

引越してまずビックリしたのは市長選挙の投票率の低さです。35％です調べさせてもらったら2008年からの市の選挙はすべて30％台で
す。ということは市民の2/3は市政に参加していないということです。例えば60％の投票率としたら、今回の市長選挙の鈴木つねお氏の投
票率は約26％です。（残りの60－35の25％がすべて反対票に流れたとしたらの話ですが）これは非常に無理な結論ですがでもありえる話
です。そこで提案としては市長と市議会議員選挙を同時にすることです。これだけでも少しは投票率が上がるでしょう。そして経費も少なく
なるのではないでしょうか？もうひとつは、なぜ即日開票をするのでしょうか？市長、市議会議員がすぐに決まらなくても少しもこまりませ
ん。せめて翌日開票にすべきです。なぜなら人件費が違いすぎます。公務員の休日出勤、夜間手当の経費はバカになりません。たしか鎌
倉市は翌日開票にしたら1500万円経費が浮いたといわれています。これは余分な話ですがよくＴＶ局が出口調査などをやって当確を知ら
せていますが、これもムダな事です。時間がたてばわかる話です。選挙結果を早く知らせることになんのメリットがあるかわかりません！！
できる事からやりませんか？

149
市議会議員が専業であれば月給制も良いかも知れないが、他の仕事を兼務（業）しているのであれば日給又は時給に変えた方が良いと
思う。

150 定期的に町内会舘、公民館で報告会を行って欲しい。

151 活動内容、公費内容の明細の情報公開をして下さい。インターネットで何時でも分るようにして下さい。

152 市の職員が多過ぎだと思う　市役所内や市民センターに！！インターネットや住基票がある時代に！！日夜勤、休暇要員の為ですか。

153 市議会は、ガラス張りで。

154
藤沢市としての「取組み」を明確に、市民に対して説明、周知させる事を求めます。市長が交代されて数か月経過しています。「顔」が見え
てきません。

155
もっと中身があり、市民にわかる活動をしっかりし市政全体を考え、先を見て議論し、決定し、行政をチェックし、コントロールできるよう、
個々の報告ではなく全体をよくわかるよう工夫して報告して欲しい。単に報告しましたよという形だけでは意味がない。生活がいっぱいで議
会を見に行っている余裕はない。

156
議会に対する市民の”あきらめ”と市民に対する議会・議員の説明・広報不足の為に藤沢市議会・議員・市長は何しているのでしょうか？
率直な想いです。

157 善行の土地問題誰がみてもおかしいのに、解決のスピードがおそすぎる。他の件でも相対的にスピードアップをはかるべきである。

158 一昨年夫婦で市住宅課へ要望に行ったけどもプライバシーをたてに調べようともしません。これなんとかなりませんか！

159
お願い！！藤沢は極めて環境が良い所です。然し道路にゴミを平気ででポイ捨てする人が居る。これを何とかしてほしい。（取締り、罰則
を）ゼブンイレブン等も販売責任ポイ捨てを清掃すべき。河川（引地川）を散歩する事が多いが川にゴミを捨てている。これを何とか取り
締ってほしい。（犬のフンも多い）…罰則！！

160
本当に市民に対しての思いやりの仕事をしているのか？サラリーマンではないのでは？選挙の時だけは働いている選挙の為の活動を
やっているのでは、もっと市民の為の議員になって欲しい。誰かが言っていました。人民の人民の為の政治を。そんな人間造りを議会で育
てて下さい。

161
市議会への要望かどうかがわかりませんが、湘南台のテニスコートの更衣室がありません。係りの人に言ったらぜいたくなものはありませ
んとのこと。ぜいたくなものではないと思います。横浜市も、茅ヶ崎市も備わっています。

162 前市長、前部長等の100条委員会の進展上？早く結果を出すべき。

163 就職と収入が少ない人が多いので市議会の報酬等などを減額した方が良い。



164
神奈川県の他の市が改革され良い方向に向かっているが、藤沢市はただ議会に出席しているだけで、市民の考えとくいちがい多く、民意
が反映されてこない。残念なことだ。

165
藤沢市職員の給与について。藤沢市の給与は、県内では葉山町に次いで高いと聞いている。ラスパイレス指数も高く、又、民間と比較して
も高いように思います。検討（削減）する或いは、見直す必要がある様に思います。

166 一般市民の声などとどかない。

167 本人が持つものぞ

168 市議会議員は政治家になれ！政治屋になるな！

169

今年４月より実施されている、家庭ゴミの戸別収集深く感謝をしております…資源リサイクル、口で言うのは簡単ですが、１％でも再利用で
きるといいですね。親水公園内にできた…ドッグランについて、ペットと散歩をしている利用者からの声から作られたと思いますが…型だけ
のドッグランはいらない。きめごと多く…口ばかりの管理は最低ですよ。※担当者に連絡せずに一度見廻りをして現状を見てはどうです
か？

170
TVなどで市議会の議事進行を公にしてもらいたい。誰がどういう意見のやり取りをしているのか知りたい。NHKの国会中継のように、ケー
ブルテレビで藤沢市議会中継を行ってはどうでしょうか？

171 単身の高齢者にもう少し手伝いをお願いします。

172 開催を年６回にしてほしい。

173 今後もう少し関心を持ち、議会だより等、良く読む様にしたい！

174
①昨年3.11のがれき処理を藤沢市も協力すべきと思います。
②市長の鈴木恒夫さんに期待して居ます。

175
過去、市議に相談（陳情）した経験があり、その時の既成の組織・運営を是とした判断ことなかれ主義？（前例踏襲型）に大いなる疑問と能
力・分析力の欠落を見た。　市政への期待は市長選に反映するしかないと思っている。（市議・市議会には期待していない）

176
市民の生活が安定して、自分の生活も最低でも生活でき、そして、他人を皆が支えあえる事が出来るような日本にしていただきたく、藤沢
から一歩をお願い致します。

177 藤沢市をよくするための決定機関として、今後、どのような内容をいつ頃実施するのか、長期計画（10～15年先）等の内容公開を望む。

178 実情は知りませんが公務員の退職金は民間に比べ高いと言われています。報酬検討時には退職金もあわせて検討願いたい。

179 パブリックサービスの組織が時として権威的、自尊的に思える時がある。

180
勉強不足もあり小生特に意見要望はないが藤沢の将来（中長期プラン）については街の劣化を感じて。高齢化に伴う街作り、ケア等良く見
えない部分が多い？

181 議員の方は選挙の時だけでなく、市民への報告説明に力を入れて欲しい。

182

１）大震災に対する防災避難の対策がなされていない。津波が来た時の対策はどうなっているのか…議論・報告がない。
２）公園の作り方に疑問？どうして木や丘を作る公園が多いのか。造園業やその関係者と癒着、キックバックを受けているのでは…もっと、
子供達がサッカーや野球が出来る広場型の公園にすべきだ。誰も活用しない公園作りは税金のムダだ。
３）街路樹に落葉樹が多いのは何故？これも造園業との癒着の産物ではないのか。税金の使い方がおかしい。

183
今まで忙しかったり、議員に身近な人もいなかったり、関心の高いこともなかったので、特に選挙、行事等に参加することもあまりなかった
が、定年後、時間もできたので徐々にではありますが、今後関心を向け、参加していきたいと考えています。また、市議会・議員選挙へ市
民の関心を向けさせ、意識改革をはかるためにも、PR方法をもっと研究・検討し、実施されたら良いと思います。

184 議員が地域の代表との自覚を持って欲しい。

185
長後街道長後小前の交差点が大渋滞しています。長後街道側への右折車線を設けてほしい。長後街道高倉橋以東の片側２車線化で右
折専用車線を設定したため、長後小前に車両が今まで以上に流れ込んでいるため。

186
飛行機の騒音についてたびたびクレームを申し入れているが答える内容はいつでも同じで進歩がない。いっそう「私どもではわかりませ
ん」と云うべきだ！！議員年金は厚生年金と同一にすべきである！！

187
議会での条例の採用率が非常に高い（原案通りの可決）。個々人の議員の意見が議会で議論されているのかよくわからない。36人の議
員の提案件数と議会に採用された率を公開にしたらどうか。議員が仕事しているのかどうかよく見える評価制度の仕組みを作った方が良
い。

188

１．国の国債が一千兆円を越える事態になっていますので藤沢市は税で行政を執行出来る仕組みを作っていただきたい。
２．市民病院の充実として人間ドック専門機関（付属）を設立し相互連携して市民の一人一人のデーターを統一（台帳）して健康に役立って
いただきたい。
３．最近、市の不祥事が新聞上に載ることがあります。（土地、建築入札等）担当の上司等の懲戒を厳しく（部下の把握、人事評価の仕組
変更）。議会で担当部長が説明業務で忙しくならないように。
４．東日本大震災の復興の一つガレキ処理受入れで当市は、静かにしていますが協力を出来ないのですか。

189 ・無駄の徹底見直しによる具体的成果を市民に公開して欲しい。・他の市町村に比し、市県民税が高いのではないかと思います。

190
市議会の候補者についてはいつもよくわからない。ひとりずつの考え方や市政に対するビジョンについての演説会等も必要ではないだろ
うか。

191
議会に請願・陳情を直接できない市民もいる。また、行政に話す事もしがらみから出来ない人もいる。各家庭に要望事項を行政、または議
会に直接伝えられるように、用紙を配布してくれないか。（市民センターに行けない人もいる。）



192
選挙前では、何かと地域へ来ますが、過ぎると、さっぱり報告もなく、どんな活動しているのかさっぱり判らず毎回同じ繰り返しです。改革と
いってもどんな事をするのか？例えば議員の定年制。民間では、不況にあえいでいるのに、対策はどうするのか？

193 報酬が56万5,000．こんなに高いのに活動はひくい。市民の税金です。もっともっと活動していただきたい！

194
一番困っている事はゴミの問題。慣れないので毎日カレンダーを見ながら出しています。住民の事を思っているのか。前よりも今の出し方
の方が税金がかからないのか、不安です。

195 がんばって下さい。

196
行政へのチェック機能をきちんと担ってほしい。要望をあまねく（難しいとは思うが）吸い上げるよう努力してほしい。片寄った反映はないよ
うに願いたい。大局的に、いま何が必要かを考え、将来に向かって最善の活動をお願いしたい。

197
選挙前になると「急に出てくる市議会議員」…という感じがいなめない。「こんな人、いたっけ？」とならぬよう、もっとアピールしてもよいので
は？

198
このアンケートにお答えして、改めて自分が市議会について知らない事が多いと気づきました。これからは積極的に市議会で審議されてい
ることについて情報を得たり、意見を発信していきたいと思います。

199
市議会には関係ないのですが去年マンホールのフタの件で市役所の下水処理課の人と話をした時あまりにもお役所的対応であきれ返り
ました。税金は何のために納めているのでしょうか。私達が困った時市議会議員に相談すれば善処してくれるのでしょうか。

200
どこの地方でも、今迄とは違った視点で、すべての見直しを始めている様ですので、藤沢でも、ある知恵をしぼって良い街を作って欲しいも
のです。まずは議員さんから身を削ってお手本を示して下さい。橋本改革を少しでも見習って欲しいものです。今回の市長さんには、とても
期待しております。議員さんはむやみに反発する事なく、良い藤沢市にして下さい。

201
議会での内容が一番大切な福祉、高齢化、子育て、交通（道路等）等々、私達の住み良い環境を作る為にどの程度話し合われているのか
の内容やその結果、実行、改善されているかによって報酬や調査費、人数等は判断されることだと思います。その為に市民との接点を密
に市民が望んでいる事をこの様なアンケートによる方法でも何度か行ってもいいのではないかと思います。

202
議員になろうと思った初心を持ち続けて欲しい。年を重ねるたびに金銭への欲（あえて云います）が強くなっているのでは市民の気持ちに
寄りそっているとは思えない。清貧な気持ちで活動して欲しい。

203
36人の議員の方々が報酬56万５千円。政務調査費10万７千円に見合う働きをなさっていればいいのですが。一般市民に各議員の働きを
知る手立てがあるのでしょうか。一所懸命なのは選挙戦の時だけのような気がします。

204
広報ふじさわをカラー刷りになった訳は何でしょうか？カラーにする必要はないと考える。経費の無駄だと思う。他にお金を必要とする件が
多くあると思う。

205
辻堂西海岸二丁目にある、県耺の５階建のアパートがありますが、５・６世帯しか住んでいないのにいつまでも取り壊すけはいがないので
気になっています。県耺のアパートがないので市の方は関係ない事だとは思っていますがあまりにも勿体無いと思い通るたび見ていま
す。

206 議会報は必ずよんでいます。１番私達に身近は市会議員ですので、市民の困っている声をよく聞いて、活動して戴きたい。

207 市民の為の議員である事をもっと認識して頂きもっともっと身近な存在にしてもらいたいです。

208

外国での地方議員の場合ほとんどが、ボランティア活動だと聞いた事があります。日本の場合１つの仕事としての職業感があります。半分
ボランンティアとして行う事は出来ませんか？本業の職業としての議員さんだと定数を半分位にしても良いと思います。昔と違って市民の
要望も（いろいろいき渡っているので）少なくなって来ているのでは。道路も出来過ぎた位だと思います。充分ベンリになってますよ。これ以
上市役所へたよってはいけないと思います。個人個人が行政にたよるのではなくもっともっと一人一人努力する事が必要だと思います。

209
市議会の会期は延長された時手当がつくのでは？土地問題でなあーなあーになっている。市の財政を収入に見合った歳費（支出）にする
べきです。議員数が多すぎる！！議員になってから勉強します！！困ります。なる前に、議員になってやる事は勉強しておいて下さい。資
格試験も必要ではないかな？甘すぎる！！

210
議員一人一人毎年「活動報告」を出すべきである。藤沢市としてのVISION、そのための活動勉強…給料をもらっていることへの責任を示し
てほしい。

211 地域経営会議は不要である。市職員の給料が高すぎる｡市でやるべき事を住民におしつけすぎる。

212 市民が何を求めているか、何を必要としているかを良く足を運んで知ってほしい。

213 街灯と盲人用信号機を積極的に設置して欲しい。

214
”スマートタウン”構想とか、辻堂、湘南台などの町作りはとても評価出来るが、古い住民と新しい住民の考え方がズレている為、地域のま
とまりが弱い。何でも一応やっているが型だけのものも多い。

215
市議会というと敷居が高いというか女性の方々に関係ない、政治は、という感覚をもっている方が多いように感じます。本当は住んでいる
私達のためにあるという自覚をしてほしいと思っています。良くなるのも悪くなるのも（住みやすい街にする）のもあなただと言う事を。

216 誇れる町「藤沢」を作り続けて頂きたい。期待しています。

217 議員数を減らした方が良い。

218 海岸清掃等、市民（市町村）主催行事に市会議員の出席は、１～２名だ。皆さん（市会議員の人達）考えて下さい。市民は見ています。

219
ゴミの収集について戸別になりましたが収集や緑木の剪定など生活保護の方に軽作業についてお願いしたらどうですか？こぶし荘巡回
バスの利用乗車が少ないので活用方法を考えて下さい。コミュニティーバスとは違うのですか？

220 市議会は市民の代表として選ばれた議員で構成されているので、市の役人の動向にも目を配って欲しい。



221
詳細の年数についてはわからないのですが、議員の年金については国民年金より少ない年数で満額受け取れると聞いておりますが、い
かがなものでしょうか。

222 答えにくいアンケートです。何を調べようとしているのか？？設問をもっと具体的にして答えやすくしてください。

223 しっかり市民のために働いてほしいです。

224
市債など発行しなくてもやっていけるようムダを見直し、収入が増えるよう知恵を出しあって、黒字経営を続けていけば、必要なところには
いつでもお金が出せて、市民が幸せになれる、それが理想ですね。日本は赤字財政です。藤沢市はまき込まれないよう、20年30年先を見
通して、黒字であってほしい。

225

文化の推進。文書館はとても便利の良い所にあるがあまりなじみがなく、文化活動の会合や小さな展示などに使えないか？交通。自転車
が歩道でも車道でも危ない。ことに小学生の高学年が危ない乗り方をしているのをみかける。農業と老人問題。ことに定年後、農業をやり
たい人を農業ボランティアとして農家に派遣し、訓練を受けた後、貸し出し農園や休耕地を斡旋して頂き、作った野菜（なるべく低農薬）を
学校給食や介護施設などで使ってもらえれば少々の小遣いと生きがいになり、社会にも役立てるよう行政が橋渡しして頂けたら良いか
な。市民の意見が反映されるような年数回の会議があり実現可能なものは取り上げて欲しい。

226
飛行機の騒音について。同じ藤沢の住民でありながら居住年数が数年足りないとの理由で防音設備の対象外。あの不快感は皆同じ。市
営、県営住宅については、完備されたようですが、個人で家を建てた人や高い賃貸料を払っている人から見れば不公平な感じがします。
あのジェット機の騒音をなんとかして欲しい。

227 いろいろ、議員さんも我家に見えますが皆様とても意欲的に思います。なるほどと思うだけで、それ以上の物は感じません。ごめんなさい。

228 近年の議員は以前（20～30年前）から比べると、市民のために働いていない。

229 善行の土地問題は解決したのか？オンブズマン制度は継続されるのか？市の活性化、国の活性化の為に公僕としてがんばって欲しい。

230 国か地方か今いちわからないが年金生活なので税金の支払い方法を均一に出来たらしてほしい。

231
議員の人数が本当に多くないのか？必要なのか？そもそも議員の仕事とはどういうものなのか？２足・３足のわらじでもできる仕事なの
か？もしそうならそれに見合った報酬であるべきではないのか、税金なのだから。地方自治法も決めるのは自分達ではないのか？何の為
に議員となっているのか？自問していただきたいと思います。

232 東京都、小平にある都が運営している協同の自然葬墓地を早急に作ってほしい。

233
市会議員とは、ボランティアの気持ちをもって私利、私欲を捨て、もっともっと市民のために貢献すべきである。現代社会は、とてもきびし
い。生ぬるい気持ちで市会議員でもしようという考えの人は即辞任すべきである。報酬もボランティア精神でお願いしたいものです。

234
報酬と調査費の合計が672,000円は、今の社会に照らし合わせるとやはり高額だと思います。月額ではなく、議会に出席した時の回数に応
じた支払いにしたり、当選回数に応じた支払いも、検討しても良いのではないでしょうか。

235
市議会への要望とは違うと思いますが、選挙の際に投票所で働いている方の中に、市役所の課長クラスの方がいると以前聞きました。休
日手当も付きアルバイトに比べ相当高い日当になると思いますので是非やめて頂きたいと思います。（数年前の事なので現在は分かりま
せん。）

236
市民として、関心をあまり持っていないことは問題であると思うが、関心を持てるように運営してほしいと思う。また、市民が関心を持ってい
ないとしても、不正なことをせずに誠実に藤沢のことを思って地方自治にあたってくれる市議会を期待する。

237 私は善行に住んでいます。歩道の段差の高さに苦労しています。今どきこんな悪い歩道はないです。

238 議員の定数等みなおしの必要があるかないか世の景気の動行等もみて、判断してください。

239
議員さんは、選挙の時は頭を下げ、色々としゃべられますが当選したあとは何をしているのか全く判らないので評価のしようがありませ
ん。議会も同様です。このアンケートもまとまったら結果を発表して下さい。14、15、の他に支給されている手当があるようですが全額が判
らなければ意見の出しようがありません。

240 市議会の活動状況を広報等を通じてもっとアピールすべき。

241 私は今回アンケートを送付されたのが初めてですが今まで何回かされているのでしょうか？また、どういうふうに選んでいるのですか？

242 今後もこの様なアンケートを求めると共にその基礎となる参考資料も提示してほしい。

243
折々拝見させていただいて居りますが、ご自分と意見の違いがあったり、関心の薄い議案に向きあう姿勢が良くない方も居られる様で審
議、討論の折、雑談などなさって居る議員さんも居られます…。議員諸氏のごふんとうをお祈り致します。

244 前から思っているが、市民にアピールする様な政治をしてほしい。

245
道路管理の悪い道にバスを通す。現在善行団地のバス路線はもともと予定された路線では無くやむなく住宅地の内を通す。しんどうがヒド
イ。昨年３月改修されたが、埋立地でだめ。善行小学校入口より富士スーパーの道路歩道も広く完璧の道路、停留所もいくつか作れ。便
利に成ると思う。都市計画課の西野さんにもう何回かお願いをして居る。

246
10数年前に議員だけの情報伝達？で農耕にも適さない土地が大量に買い占められその後地下鉄が開通し先見？の明があった市議会議
員は大いにうるおい、一族郎党皆セレブになった事例がある聞き及びます。（ナルホド！肯ける処多々あり）風評をなくす意味でも議員初
め公務員は「公僕」の意味をしっかり理解して、藤沢市のより良い発展の為に研讃してほしいと切望する次第です。

247 議員さんは形式的にならず常に本質を見極めて全力で平等、公平の精神をもって藤沢市、藤沢市民の為に尽力してほしい。

248
自転車運転の免許！！資格をとらなければ、自転車も運転出来ないようにすべきだ。交通法規を知らないのか、交通ルールを守らない人
が、あまりにも目に付くので。

249 新聞記事になって「なんだあの市は…」なんて事のないようにお願いします。悪いことはするな！！



250 人口41万人に36人もの議員は多すぎると思いますが。

251
年一度、各議員の活動実績を報告して欲しい。（ホームページ、議会だより）市の将来のために何をしたか。環境、教育、福祉、文化など
テーマ毎に具体的に。市民の声をどのように議員活動に取り上げ実践したか。報告は各議員が自己申告をして貰いたい。

252 最初の年令の所で93才と記した様に現在は若干気力がなく関心が薄いですが議員さんには一生懸命働いていただきたい。

253
議員はもっと市民の中に出て説明してほしい。一部の議員は駅頭などでスピーチし、チラシを配布してくれているが、片寄った情報に止
まっている。

254
日本を全体的に見て、市長は議会の持つ欠点、あるべき姿については多くの意見や案が既にある。一気呵成に理想的な姿を求めて議論
倒れになるよりは一歩一歩前進させて行くべき。要は、住民の多数意見を行政に生かす方策を探究することではないか？

255 市長、議員は、身を粉にして当るべきだが、その様には思えない。

256
藤沢市の将来像、目指す都市像、市民の生活像等をもっと議論し、明確に打ち出すべき。個々の、会派の質問等をみると断片的な事項ば
かりで質が低い。新幹線新駅の建設促進運動は中止すべき。自治体の費用負担も多くかかり、又「こだま」だけの停車では利益性が低くコ
ストパフォーマンスに欠ける。むしろ小田原駅での「のぞみ」停車、「ひかり」停車の増加のほうがはるかに市民の便益向上につながる。

257 TVKテレビで時には放映したらどうか。

258 市議会或いは市長・市民をつなぐパイプがない。あったとしても解らないのが一般市民です。考えて下さい。

259 長く住んで居ますが、これと云った事件もなく平和で意思要望ありません。小生高齢への対応も充分で要望ありません。

260 市民のために議会一丸となって運営して下さい！！

261 このアンケートを書きながら市議会に対していかに無関心であったかを反省している。（国政に対してはある程度関心をもっているが）

262 住宅地でのまわりで除草剤を散布する事は許可されていますか、人体に影響はありませんか。

263

毎月67万２千円を受け取ることになりますが、日々の活動の答が出ているのであれば良いがムダ金を使用しないことが第一です。一般サ
ラリーマン中小に働く労働者の生活を忘れないでほしい。子供の教育知識を教えること以上に人間はどうあるべきか？という道徳を身に
つけた小学校の先生を配置すべき。哲学を身につけない先生はいらない。正しい子供が育つはずがない。安心して病気になれる老後を
準備してほしい。

264
疎覚えで数字が違っていたら申し訳ないが、財政赤字が２兆数千億あると聞きました。出来る事から節約に努め健全財政に近づけて下さ
る様お願いします。

265 前市長時代に様々なトラブルや問題があったが100条委の存在が、大変めざましい問題解決にあたられた。大いに評価したい。

266
自治体の政策過程のオープン化、住民参加の必要性など、自治体の各部門の仕事の内容も大きく変化を必要とする。市会議員の仕事も
同じ。

267 市の職員の頭数を減らしても仕事が出来ると思うので、職員数を減らしてはどうか。

268 議員定数の減員をしてほしい。36→20人。

269
議員の選挙時の公約が当選後どうなっているのか見えてこない。これが大いに不満。各議員は選挙民に対し公約の進捗状況を定期的に
報告する義務があるのではないかと思う。

270

●藤沢市に住んで50年近くなるが議員の人と話をしたことは一度もない。議員の人がもっと積極的に地区の市民と話をする機会を持って
欲しい。
●高齢者が多くなっているので高齢者の貴重な経験や知識を引き出して欲しい。
●「議会報告会」を開催することは大いに賛成。毎年やって欲しい。

271 人件費をはじめとして、徹底的に経費を減らす事です。

272
種々行事を行いその中で市民の考えていること、発言を聞き、議会の発言資料の作成や資料作りをしていると思うので吾々の代表として
思いきって仕事をして貰いたい。地域での遊びの行事は余り実施しないで欲しい。

273

藤沢市の人口は41万人を超え県内では政令指定都市以外では大きな市として位置づけられる。それ故、様々な懸案や問題があろうかと
思いますが、本市に長年住んでよかった、これからも住み続けたいと、多くの市民が思う市政をしてもらいたいと思います。一つの事案を
決めるにも賛成もあり反対もあり、また市民の声も右を立てれば左が立たない。左を立てれば右が立たないと言った具合に非常に難し
い。こう言ったことは世の常であるが、私は難しい言葉をつかわず端的に言って市民にとって本当によかれと思う市政をお願いします。

274
今思うこと。戦時の原子爆弾の投下を忘れたのではないか。原発は原爆につながり、戦後の原発の施策は誤りではなかったのか。広い米
国で原発はおよそ100基とか、狭い日本では原発およそ50基とか。原発３基にミサイルがあったら、どうなるのか。

275
近隣の横浜、鎌倉/葉山（両館は県立ですが）茅ヶ崎、平塚に負けない美術館と、オーケストラが来てくれる位のホールを。市民は東京や
横浜等へ行かないと文化、芸術に触れられない。

276
市民の人口に合せて議員が多すぎるのではないですか　もっともらしい肩書をつけてさえも役職ですと云っても果たして何をどれだけ効果
が有るか分らないです。数年前に議員、職員が休閑を利用して（年間20日とか）アルバイトをしていた人もいました。

277

市議会は私達市民に密着した生活環境他身近な問題を解決して下さる。或いは決定する処ですが、変化を感じません。鵠沼地区は（主人
は防犯パトロールの会員で巡回していますが）夜間の外灯、防犯カメラありますが、もう少し増やせるよう予算面で考慮して下さい。日常の
生活面でゴミの収集で今迄一ケ所に集め収集されていました。４月から各個人の玄関前です。これが問題で朝方出すのですが車がくるの
が午後１時すぎ。時には夕方。各家庭がゴミなど半日、１日と猫、カラスなどから気にかけたり、きたない風景を晒しているのは、見ばえ良
くありません。一考を。収集袋の有料も近隣の市は無料との事。無料は無理かも。減額を市と相談して下さい。

278
葉山市長、海老根市長全くだめ。現在の市長さんと力を合わせてこの鵠沼だけでもせめていい昔の鵠沼に生まれ変わらせようと考えてお
られる方がいらっしゃいます。大いにいい事です。ゴミの出し方も以前よりいいです。１人１人が鵠沼を良くしようと思う心が大切です。



279
国に従属しない自主的な市政を行ってほしい。市民のためになることを追及してほしい。子供たちを守ること。私学への助成、教育費の負
担を軽減する。安心して働ける職場が地方にあること。企業の活性も必要。

280

一年を通し、又、シーズンになると藤沢市の象徴と言える江ノ島を訪れる観光客は多く、藤沢市は観光都市藤沢と言っても過言ではないと
思います。市民の生活しやすい藤沢市にするのはもちろんのこと、市議会で話し合いのなされている内容をもっと（月１回ではなく）市民
に、又、問題になっていることも知らせていただきたい。そして観光客を誘致することで藤沢市をより一層よい市、よい街にして下さい。市
議会議員の方には感謝しております。

281 市民の要望は、出来る限り、反映するよう働きかけてもらいたい。市政の発展と市民生活の向上に役立ってもらいたい。

282 頑張って下さい

283
ごみの回収が収集日程カレンダーを見ないとその日のゴミの対象がわからず、複雑すぎる。今後もこのようなカレンダーを出すつもりです
が、もう少しカレンダーを見なくても出せるように工夫したらどうですか。

284 人数が多すぎる。どんな活動をしているのか全然わからない。税金のむだ使いです。

285
突然にきかれてもわからないでしょう。今迄市民にどのような伝達をしてきのですか。伝達したことに対してどう思うかならわかるけど、いき
なりアンケートと言われても腹がたちます。

286
100条第14項及び第15項の規定とは、今回の市長選挙の宣伝広告で見ました。宣伝広告したら具体にどういう結果が出たのか市会議員
の務めでありましょう。市長の答弁があったのでしょうか。

287
意見としては、高層マンションを許可しないで欲しいこと。又、藤沢駅周辺の駐輪場について不満でしたが、最近バス停も良くなり、自転車
についても行きとどいた関心が反映されて歩行者は歩きやすくなり美観的にも良くなったなと、嬉しくて感謝しています。雑草とりやゴミにつ
いて協力していきたいと思っています。

288 藤沢市はいい方だと思っていますが、人間が歩く道が自転車がこわくて…80才ですと耳が聞こえなくて困ってます。

289 日頃どんな活動をしていらっしゃるのか、解らないので市民に解るようにPRしてほしい（選挙の時だけでなく）

290
最近は発刊物が目にとまる様になっている事は自分自身の問題か、やり方が判り易くなって来たのかわかりませんが良い傾向だと思いま
す。理解をし活動に参加せねば悪いことだと気付くのは少々無関心すぎていたのかと思っています。

291
藤沢本町駅から小田急線のガードまでの歩道がとてもせまくて歩きづらいのです。半分程出来ているのですが早くせめて二人で歩行でき
る様になおして頂きたいと思います。後ろから自転車が来るとおそろしいです。

292

私共の地区には老人が多く善行迄歩くのが大変になりました。一番困る事は郵便局が近くにない事です。ポストとハガキ、切手等は間に
合いますがお金の出し入れ、振り込み等はどうしても郵便局迄行かなければなりません。足の不自由な人も多くなりました。是非郵便局を
作って下さい。巡回バスも走ってくれると助かります。廻りはお店がなくなりました。買物も思う様に出来ません。お願いいたします（亀井野
住宅、亀井野団地）

293

国政にしろ、地方自治にしろ、もっと女性議員が増えることを願っている。理想は男、女、半々。　小さなお願いを２つ。１.藤沢駅周辺に映
画館が一つも無くなって久しい。（辻堂に出来ましたが）このような状態は文明的な貧しさを露呈していると思う。そう言えば美術館も博物
館も劇場もありません（鎌倉市は立派）２.長後駅前東口の駅へ入る通路に駐車場、駐輪場があり歩行者は大変不便な思いをしています。
駅前の整備を願います。（これは小田急にお願いすべき？）

294
藤沢市は江の島、湘南の海辺が美しく又南から北へと自然も多く市民として住み良き市だと思って居ります。これからも安心して暮らせる
町づくりをお願い申し上げます。ただ私は原発停止と再稼働だけは許してはならない。未来の人々に向って自然エネルギーに皆の力で変
えるように進めてほしいですね。お願い致したい気持ちでいっぱいです。

295 苦手なアンケートです。申し訳ありません。

296

１．平日に私用をしている議員がいます。
２．政務調査費の開示を徹底。
３．議員は年間何日仕事をしていますか。
４．会議、委員会、議事録を公表。
５．「議会だより」だけでは年間通して何をしているのか解らない。
６．年間通しての出席を公表。
７．議員の発言が少ない。
８．善行の１億円の土地問題はどうなっていますか。

297
・自分の支持者にのみに顔を向けないで市民全体の事を考えてもらいたい。
・特権階級だと思わないでほしい。
・公正な政治をしてほしい。公僕精神を忘れないで欲しい。

298
市議会議員の方、市民のための活動より、自分の地盤固めのための仕事をしているのではないでしょうか。選挙が近づくと、戸別訪問した
り、地域の行事に顔見せに出てきたりして顔を売り、愛想を売りしている様子がみられます。


