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パブリックコメント（市民意見提出制度）

問１ パブリックコメント制度（市民意見提出制度）を知っていますか

20.4%

269

1
55

【今後の事業運営での反映】

パブリックコメント制度について、「広報じょうえつ」への掲載（10月中に掲載予定）、また、制度の条例
化に向け、区の地域協議会、町内会長会議、各種講座等に出向き説明し周知を図る。

制度・内容とも知って
いる

知らない
106

39.4%

0.4%

2 名前だけは知っている
107

39.8%

3

無回答
1

■「パブリックコメント（市民意見提出制度）」アンケートの成果

　パブリックコメント制度自体の認知度が低く、アンケートに答えにくい内容だったのか、回答率がやや
落ち込みました。
　アンケートの結果から条例の内容検討以前に市民周知も必要であると判断し、この結果を踏まえ、これ
から条例化に向けて検討していく中で、並行して広く市民の皆さんに制度の周知をしていきます。
　また、このアンケートをきっかけに、市政モニターの皆さんにも関心を持っていただけたと思います。
一朝一夕で周知することは不可能ですが、一つ一つのきっかけづくりを大切にして、市民参画を促進して
いきます。
　
　今回の結果を参考に、今後、制度の素案を策定し、近日中にパブリックコメントで市民の皆さんから意
見を伺う予定です。市政モニターの皆さんからも、ぜひ実際にパブリックコメント制度を利用していただ
き、ご意見をお寄せいただきたいと思います。

名前だけ
は知って
いる
39.6%

知らない
39.3%

制度・内
容とも

知ってい
る

20.4%

無回答
0.4%

【問1結果分析】

パブリックコメント制度を約6割の人が知っていると回答したが、内容まで理解している人は約2割と低い。
また、4割の人が「知らない」と回答した。制度を運用して5年経つが、未だ名称自体も馴染みが薄い。
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【今後の事業運営での反映】

パブリックコメント制度を市民に周知し、意見募集をする際に広報じょうえつ等の広報媒体での情報提供を
わかりやすく工夫するなどして、市政への積極的な市民参画を促していく。

これまでにパブリックコメント制度を利用し、意見を提出したことがありますか

0

0.0%

ある
14

5.2%

問２

269

1

2 ない
255

94.8%

無回答

【問２結果分析】

「ある」と回答した人が5.2％と非常に少なく、“パブリックコメント制度の内容を知っている”人の中で
25％を占める。また、「ない」と答えた人は約95％を占め、問1の認知度の低さとあわせ、市政への積極的な
参画の意識の薄さが伺える。
また、制度に元々関心があり、制度を利用しようとする人にしか制度の認知がされていない、されにくいと
思われる。

無回答
0.0%

ある
5.2%

ない
94.8%
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街なかサテライト
0

0.0%

11 リージョンプラザ上越
0

0.0%

12

9 高田図書館
0

0.0%

7

8 直江津地区公民館
0

0.0%

3 区総合事務所
5

1.9%

0

0.0%

高田地区公民館
0

0.0%

269

問３
問2で1と回答した人のみ

どこで資料をご覧になられましたか　（いくつでも○可）

2 市ホームページ
0.4%

1
市役所市政情報コー
ナー

5

1.9%

1

6 北出張所
3

1.1%

3.3%

5 南出張所
1

0.4%

4 市民プラザ
9

10 直江津図書館
2

0.7%

無回答

【今後の事業運営での反映】

市民が気軽に資料を閲覧できる場所を見直す必要がある。

0

0

2

0

0

0

3

1

9

5

1

5

【問３結果分析】

「市民プラザ」が3.3％と一番利用が多く、続いて「市役所市政情報コーナー」「区総合事務所」が1.9％と
なっている。その他、「北出張所」「直江津図書館」の順となっている。他に目的がなくても日常出入りし
やすい施設が利用しやすいのではないか。逆に、目的を持たないと出入りしにくい施設や機関（街なかサテ
ライト、公民館など）への設置は不要と考えられる。
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市における「地域内分権」の確立、市議選をブロック制に

高齢者世帯救済対策

自然環境設備

意見が通りにくいと思うのであまり提出しない

新しく条例などを決める時だけでなく、現在の計画や条例等
の規則について。

1市政について把握してないので分からない。これから意見を出せる様勉強します。

意見はない

【今後の事業運営での反映】

　パブリックコメントを行う以前に、現在、市政でどんな事業が進められているか、何を課題としているか
等を知っていただくことが重要。
　また、関心が低いものであっても、市としての理念・まちづくりのルールなど、市政の根底となるものに
関心を寄せていただくことから市民参画の促進を図ることが大切である。

市民の権利を主張し、特例を決める（制限有）

6.その他

通常行われていることで？と思われること、行為が知られて
いないことなど

市が係っている公共施設の一覚、利用状況

同様意見数 意見

本当に必要か市民に聞く お金の使い方、配分、建設に掛かった金額

6 その他
13

4.8%

43.9%

5

問４
「豆知識」の2ページの2.を参考にしながらお答えください
市政について、次のどの項目に意見を提出したいですか　（いくつでも○可能）

269

56.9%
1

53

19.7%

153市の基本的な計画・指
針

30

公共施設の建設計画

4
市民に義務を課す、ま
たは権利を制限する条
例

118

66.5%

179

2

3
市の理念などを定める
条例

意見

市の憲章・宣言
11.2%

ゴミ問題等環境関係

同様意見数

13

179

118

53

30

153

【問４結果分析】

　「公共の施設の建設計画」、「市の基本的な計画・指針」、「市民に義務を課す、または権利を制限する
条例」、「市の理念など定める条例」、「市の憲章・宣言」の順となっている。
　日常利用する施設、計画への関心が高く、逆に、理念や憲章などは身近に感じられず、関心が低い。
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一律に１ヶ月はおかしい。市の憲章は１ヶ月では短すぎるし基本的な計画は（何を指すのか不明ながら）だいたい１ヶ月が妥当。他は
市民の一部地域のみが強く関わるような内容は半月で良いと思う。（スピードアップの為）

公表期間は1ヶ月でもよいが場所や公表の期間により短い、
目につかないなどが生まれる。

1 短い

【今後の事業運営での反映】

結果を踏まえて、条例案を作成する段階で、広く市民に意見を聴きながら検討していきたい。

１カ月に末（満）たなかったものの有意義を願う

内容の重要度とパブコメ周知方法によるその案件の段階によって期間を決める

テーマの内容により公表期間を定めるべき公表期間も知らなかったので答えられない

4

1ヶ月間意識しなければ、公表場所に行かない時もある

その時の内容量、時期などにより異なる。内容を理解するの
に時間がかかる場合がある

4.その他

その他

4

197

73.2%

17

6.3%

同様意見数 意見

1月未満は短いと思う

1.1%

0

2ヶ月くらいがいい

0.0%

意見

無回答

市民の皆さんから意見をいただくため、公表期間をおおむね1月設けていますが、公表期間
についてどのように思われますか。　（一つに○）

問５

52

3

2

269

19.3%

丁度良い

3 長い

同様意見数

【問５結果分析】

公表期間はおおむね1月で「丁度良い」が73.2％で一番多く、「短い」が19.3％、「長い」が1.1％。
「1ヶ月」の期間は決して長くなく、自由意見からもおおむね1ヶ月でよいが、案件によって長期間必要であ
るとの意見があり、最低1ヶ月（30日以上と表現）とすることが望ましいと考えられる。

その他
6.3% 無回答

0.0%
長い
1.1%

丁度良い
73.2%

短い
19.3%
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意見

意見に対する回答を得るため

意見に対して問い合わせが必要な場
合の連絡先として必要

同様意
見数

原則明記だが、センシブルな問題もあ
るだろう

意見 意見

個々の自由だと思う。

正確な意見を出せるから。
適当に書いてしまうから。

公明性、正確性が得られる。

　※選択肢は1.2だけでしたが、1.2とも選択している回答が多数あったため、
　　「3.どちらともいえない」として集計しました

個人情報保護の為

原則明記だが、個人情報を流す恐れ
（事例あり）ある。また無記名は本音
が多いため参考となる

氏名を書くのは当たり前だと思うが、
書くと意見も少なくなってしまう。

11

個人情報として他へ流出しなければ
明記すべき

セキュリティー・コンプライアンスから
みても、明記しなくても良いと思う

不特定多数の人に氏名を公表したくな
い。利害関係などある場合、関係者に
迷惑をかけたくない

市に対する厳しい意見が言いにくい、
無記名の方が提出しやすい

意見提出後は関わりたくない

住む場所と歳がわかれば良いと思う

市の職員の信頼性に問題あり（信用
出来ない）

※「個人情報を公開されたくない」との意
見がありましたが、意見・結果公表時に、
氏名等個人情報の公開はしておりません。
説明が不足しており、申し訳ございませ
ん。

個人としての成熟度がまだ育っていな
い

明記することによる長所が何かわから
ない

プライバシーのことではないのだから
匿名は受け付ける必要はない

時には匿名でも提出出来ればと思う

男・女・年齢等、処理に必要

責任の所在、無責任・いい加減な意見
を防ぐため

もし名を伏せる意見なら市議・長会長
などを通じるか、投書などで

個人の意見が市の計画指針に少しで
も参考になっているかの目安

意見を出す人はそれなりの権利があ
ると思うから

107

3

電話番号までは不要だと思う

2.氏名等は明記する必要はない

公表の際には不要であると思う

9

文では伝わらない部分があるし、本人
に聞いた方がいいと思うと必要だけ
ど、わかってしまうと言い難いこともあ
ると思うので、どちらともいえない。

意見を提出する際に、氏名・住所・電話番号を明記して提出することになっていますが、
それについてどのように思われますか。その理由もあわせてお書きください。

5

【今後の事業運営での反映】

氏名等の記入は提出された意見の重さ、重要度を保つためにも重大なことであるため、自治基本条例の市民
の権利と義務を踏まえ、条例案を作成する段階で、この結果を尊重しながら慎重に検討していきたい。

どちらともいえない

同様意
見数

同様意
見数

11

氏名等は明記するべき
である

1.氏名等は明記すべきである

2

269

54.3%
1

2
氏名等は明記する必要
はない

98

無回答
2.2%

4

11

3

6

問６

146

36.4%

3 どちらともいえない
19

7.1%

基本的には明記すべきと考えるが、条
件を設けて非公開の意見もあっても良
いと思う。
①住所・氏名明記→計画案→市議会
で審議（住所・氏名公開）
②住所・氏名明記→住所・氏名は公
開しない
③住所・氏名は任意
の３種類があっても良いのでは。

あくまで意見であって何らかの責任を
持つ必要はない。一つの意見として提
出したい

47

【問６結果分析】

「氏名等は明記するべきである」が55％と半数以上の人が答え、その理由として、「責任の所在」が一番多
かった。「氏名等は明記する必要がない」は36％で、その主な理由は「記名意見が言いにくい、市に対する
厳しい意見が言いにくい」であった。また、中間意見として、「個人の自由でよい」との意見もあった。

氏名等は明
記するべきで

ある
54.3%

氏名等は明
記する必要は

ない
36.4%

どちらともい
えない
7.1%

無回答
2.2%
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カタカナ以外（日本語）で表現してほしい 7

公募

4.その他

パブリックコメント制度の条例の名称は、どのような名称がわかりやすいと思いますか

1
パブリックコメント手
続条例

意見提出手続条例
107

39.8%

パブリックコメント
（意見提出）手続条例 36.1%

【今後の事業運営での反映】

問１の結果からも、名称で内容が理解でき、馴染み易く、分かり易い名称にする必要がある。
その際、カタカナだけの表記は避けることとする。

後期有会者→長寿と変更の例にみるように、ネーミングにつ
いては知恵を出して検討した方が良い。

市民の意見手続条例

みんなの意見を市政に生かす条例。

市民ご意見箱など

9.3%

32

8

どれもとっても解りにくい。もっと易しい言葉にできないか

269

4 その他

「私の意見提出手続条例」とか「みんなの声・・・」等でよいの
では？

市民生活改善意見制度

市民意見募集条例

ＰＣ条例と手続

2

つねに（　　）がつけてある。

市民意見手続条例

市民意見提出条例

名称はあまり関係ないのでは？

意見条例

市民意見提出制度（そのままで良い）

パブリックコメント制度（意見提出条例）

行政への市民コメント条例-言葉を聞いただけでで意見が分
かるものにしてほしい。少しだけくらいのネーミングが丁度良
い。

自治基本条例第２２条でパブリックコメントとしていますが。

97

市民意見提出手続条例

11.9%

3

25

問７

2

市民の意見提出に関する条例

3.0%

同様意見数 意見

市民の意見提出手続条例

同様意見数意見

無回答

【問７分析】

「意見提出手続条例」39.8％、パブリックコメント（意見提出）手続条例36.1％、両方合わせて75.9％の人
が、意見提出手続条例の漢字表記が良いと答えた。
また、カタカナ表記に多数の反対意見があるものの、全て漢字だと、イメージがわきにくい、硬い、難しい
という印象を与えるという懸念もある（問8自由意見から）

意見提出手
続条例
39.8%

パブリックコ
メント

（意見提出）
手続条例
36.1%

パブリックコ
メント手続条

例
9.3%

無回答
3.0%

その他
11.9%



市政モニターアンケートを受けるまでその様な制度があることさえ知らな
かった。確かにパブリックコメント制度があれば透明性は上がると思う
が、それ以前に知名度が低いかと思う。

市民が約20万も居住しているが、この制度の必要性を理解しやすく説明
し全市民へのＰＲは大変なことだと思う。手段は種々あると思いますが、
一番身近な方法は市広報でしょうが単発では効果は少ないので3～4回
位連続するのがグットかと。又、日常の集客施設等をも大いに利用されて
はどうですか。

政府関係ではインターネットでも提出出来るようになっているので工夫さ
れたら良い。意見を貰う為には告知、情報提供に力を入れるべき。

名称について

町内会等を通じて、もっと皆にわかってもらった方が良いと思う。（ほとん
どの人がこの制度を知らないと思う）

知ってもらうためには、広報などの書面だけでは中々みんなが目を通す
ことが難しいのでは。もっと参加してもらうための手段を検討したらどう
か。

良い制度なのでもっとＰＲをすることで多くの意見を集めたらどうか。地域
の一人一人が真剣に取り組み、街の活性化に繋がるといいと思う。

もっと幅広く市民に伝わる様にした方がいいです。

前向きな行政を示す良い制度と思います。
いかに市民に多く参加いただけるか興味の持てるコマーシャルベースな
PRの取り組みに期待いたします

パブリックコメント自体知らなかった。市民が多いのではもっと、この事自
体を市民みんなに認識してもらった方が良い。市民にもっと理解してもら
う方法を考えた方が良いのでは。

本当に各種の意見を集めることが目的ならば周知の仕方も少し丁寧にさ
れたらどうかと思います。詳しい内容は一定の場所でしか公開出来ない
かもしれませんが、意見は細かいことばかりとは限りません。

今回始めてこの制度があるのを知りました。市民の大多数は知らないん
ではないでしょうか？広報で特集してみたら良いんではないですか。

パッと聞いただけではどういうものかわかりにくい

市民に広く参加してもらえる様、広報をもっと利用すべきである。

誰でも分かり易い名称にしなければいけないと思います。外来語（カタカ
ナ）は賛成できません。一言で分かり易い日本語（または誰でもが周知し
ている外来語）が良いと考えます。

高齢化する時代にお年寄りにも分かり易い文字や言葉でパブリックコメン
ト→より意見提出手続条例なら文字を見ただけでだいたいの意味がわか
る。パブリックコメントではなんの意味か分からず。

パブリックコメントを広く求めるのなら一人暮らし等の老人世帯の人からも
意見が出しやすいように考えるべき。ホームページや情報コーナーの利
用は老人等の人には難しいのでは？テレビ等の活用は？

市政への関心と色々勉強していないと意見は出てこない。パブリックコメ
ントが公表されることで少しでも関心度は上がるのではないかと思う。

英語とカタカナ表記した言葉というのはわからないし親しみもないのでな
るべくもっと分かりやすい言葉で表現した方がいいと言う。だからパブリッ
クコメントとはどんなものか分からない人が多いと思う。

初めてこの制度の仕組みを知りました。資料豆知識で良く分かったので
資料を全市民に知らせたら良いのでは。

名称一つ、とってみてもカタカナ語が入っていて年配の人には他人事の
制度になりそうである。かといって、漢字ばかり並べても面倒くさい事のよ
うで、どうも馴染めない制度です。

カタカナ語にする必要はない。

人は皆、高度教育、知識者ではありません。字を見て分かる市民意見提
出制度と書けないのですが、一般の人はパブリックコメント等言われて
も、それ何と言うくらいです。もう少し目線を下げ文字を使っては？ここは
日本です。上越です。外国ではありません。

認知度・周知について

このような制度がある事は一般にはまだ知られていないと思う。広報など
と一緒に配布して意見を集約した方がいいのでは。

行政は安易に外来語を公文書に使用しているが先進口は使用していな
い。再考を望む。

私自身の知識不足により今まで利用（活用）していなかった。今後は参画
していきます。名称は柔軟で子供にも分かるものにすべきです。

学校にも働きかけ、学生をも取り込むよう、普及に努めたら良い。

こういった物があることを初めて知りました。今は関心が持てませんが、
街中やＣＭ等で目、耳に触れることが多くなれば関心が持てるかな？

周知されていない様に思います。様々な機会をとられてＰＲすることが必
要と思います。

主旨は良いと思う。後はいかに周知させ関心を向けるかの検討だと思う。

パブリックコメントを進めるのであればもっと市民が誰でも知るようにもう
少し宣伝らしい事をすれば、もっとみんながわかるのでは？

市民全体に周知するのは難しいと思いますがそれでも分かり易く伝えて
下さい。出来るだけ市政に関心を持ちたいから。

名前は知っていても内容がわからなかったり、具体的にどうするのかわ
からない人が多いと思うので市民に周知することが必要だと思う。

同封の豆知識の内容は非常に分かり易いのでこの程度のもの、広く市民
に配布し、パブリックコメント制度を周知するようにしたらどうでしょうか？

広報活動が重要であると思います。
特定の人や団体の意見ばかりでは困ります。

パブリックコメントと聞いても何のことか分からない人も多いと思います。
これではごく一部の人達の意見しか反映されないのではないでしょうか？

今回のパブリックコメントはまったく知りませんでした。モニターをしていな
ければたぶん気がつかないままだったと思います。内容によっては意見
を言いたいと思う人も多いのでは！ケーブルテレビなどを利用して今はこ
んな内容のパブリックコメントを募集していると放送すれば沢山の意見が
集まると思うのですが。

今まで全体的に硬く、理解しづらい条例（案）名や内容だったと思う。もっ
と噛み砕いて分かり易く公表してもらえれば大勢の市民から意見をもらえ
るのではないか？若い世代からの意見が今後の上越市を造っていくのだ
と思う。

問８

パブリックコメントと英語で表記すると響きはいいが、ピンとこない。市民
意見提出制度とするなら、誰にでもわかりやすいように、何故 初から
「市民意見提出制度」にしないのですか

パブリックコメント（市民意見提出制度）に関するご意見がありましたらお書きください

カタカナ言葉を出来るだけ使わず日本語で記して欲しい。

制度は良いと思うが名称が横文字でわかり図らい。横文字はかっこが良
いが、身構えてしまうのではないか。単純明解の名前の方が皆さんに浸
透しやすく気軽に意見を出せると思う。

常に色々な情報ＴＶ・ラジオ他で思うことなのですが、社会全体が高齢化
に向かっているのに、この方面では、めったやたらと分かりにくい横文字
が多すぎると思います。それを考えて、もう少し優しく分かり易い言葉です
べきと思いますが・・・それであるなら分かり易い言葉を添えるとか。

パブリックコメント（市民意見提出制度）このような書き方をするのなら初
めから皆がわかるように提示すれば良いと思います。市民として行政に
お任せでどうしたら住みやすい良い町・地域住民が仲良くしていこうという
事にあまり関心を持たなかった事を反省してます。



市の計画や条例は難解なことが多いのでパブリックコメントの対象計画
条例などは一般市民が理解しやすいように分かり易い内容にして公表し
ていただきたい。

意見を上げても活用されず、たらい回しにしている。もっと実行力を上げ
て下さい。

市内の会社やお店にも資料を配れば家で見ない人も休憩時間の空いた
時間に目を通す事が出来ると思う。そうすれば市の取り組みなど、もっと
知ってもらえると思う。

おそらくこういった制度があるということを知らない市民もまだまだ多いと
思うので、認知度を高めるために、この制度の意見によって出来たもの、
改善された点などを公表したり、市民の目の付くところに掲示したりする
などした方が良いと思う

回覧板で発表したりインターネットで書き込み、公表そして実行、実現へ。

パブリックコメントで提出された市民の意見がどの程度反映されるのか疑
問ですが、一応意見提出が出来る制度があることは良いことだと思う。然
し市民の中にどの程度このような制度があることを知っている人がどれ
位いるかや、こうした情報がどの位の人に伝わっているかが問題だと思
う。調査の結果を知りたいです。
条例策定にあたっては公募による市民委員で構成し、充分検討し、骨子
を作った段階で更に広く市民の意見を聞いてください

パブリックコメントを提出した者への解答・返答があるのですか？

一つ一つの意見を大切に慎重に協議していただき、必ず結果を公開する
ようお願いします。

本所へ意見を出しても、場合によっては支所（区事務所）へ戻ってきてし
まい、本所としての態度なり方針なりは出にくいのではないでしょうか？

パブリックコメントは良いが意見を聞くのみで行政に反映出来なければ何
もならない。その点は十分留意の上、資料として分析の上、市民の安全
安心の為に努力して下さい。

今まで不理解のためあまりわかりませんでした。

目先の意見が多くなって10年先を見つめるような腰を落ち着けての少数
意見は遠ざけられるのではないか。

どのようにまとめ、反映するのか分からない。

上越市にパブリックコメントがあるとは今回のアンケートまで知りませんで
した。自分の興味がある分野にはパブリックコメントを通して意見を伝え
たいと思います。

意見を生かせる制度で大変良いと思います。

意見があっても反映されなければ意味がない。直江津図書館は駅前にあ
る必要はない。ホテル救済であり問題があると意見しても救済するのは
上越の恥である。

パブリックコメント初めて知りました。老人のため本当に勉強になりまし
た。木浦様良くやって下さっておりますので宜しくお願い致します。

初めて聞く言葉。認知度が大変低いのはないでしょうか。

せっかくの意見を出しても、結局は市議会議員の意識によって左右され
る。あまり期待できない

知らなかった制度・・・少しは勉強になりました。今度区の総合事務所に
行ってみたいと思います。

今回送付頂いた豆知識（資料）で意見募集の公表場所が分かりました
が、中々公表場所へ出向き計画・条例（案）を見ることは出来ません。「広
報じょうえつ」に（案）も掲載すればより多くの市民の意見が集められると
思います。

忙しい日々の生活の中市の色々な事を考える時間が持てることをうれし
く思います。何もわからない私ですが市民の意見を出せる、開けた市で
あってほしいと思います。

問6の氏名等の明記ですが、「なるべくお書き下さい」として「書かれない
場合はそのご事情・理由をお書き下さい」としてはどうでしょうか？

提出された意見について検討されるのはどのような人たちですか。それ
ぞれの意見によって検討される方々も違うのですか？

無記名で気軽で自由に書けることが望まれる。

提出した意見の結果の公表は市のホームページや広報じょうえつにも意
見と結果を載せてほしいと思います。

意見を集約し公表するのはもちろんだが、意見が多いからといって、そち
らが正しいとかその方向に向かうかは別であってこの辺りが問題になる
のでは。

市民の意見をいちおう聞くが良い物はそれを聞き入れるという意識が係・
担当者には必要と思う。

意見を提出しても町内会、市議等に陳情すると同じで二重の仕事になる
のではないでしょうか？

市が現在、パブリックコメントテーマ、案件として何を考え、制度の活用を
何時頃実施するか？目途を示してほしい。

公表はなるべく身近にしてほしいので広報じょうえつを使うのが一番良い
と思います。わざわざ出かけるというのは私的には避けたい。

公表場所が限られているためわざわざ足を運ぶ必要がある。ホームペー
ジも利用者が限られてしまうので市民全体で取り組めるとは思えない。
「広報じょうえつ」に載せるなり、添付するなり出来ないか。（意見を聞く用
紙もつける）

自分的には意見募集の公表、意見提出用紙が公共機関だけでなくスー
パーにあったらいつでも意見が出しやすいと思いました。

制度の利用・提出した意見の反映について

市民の意見を聞くという制度を作るというびっくりしましたが、必要な事。
もっと市政に関心を持たなければと思います。

意見募集の公表場所を多く、又は普段行く場所にしてほしい（大型ショッ
ピングセンター等）現在の公表場所は特定の利用者は良いと思うが、仕
事をしている・子供もいない、現在私は必要な時にしか足を運ばない場
所、こんな人多いのでは？

提出された意見は、形だけでなく前向きに検討してほしい。

コメントが片寄らないよう取り上げ方（公平）が出来る事を願います。

私はいい制度だと思います。しかし中々その制度を利用することが出来
ず残念です。あと、意見があっても言えずにいる方もいると思います。あ
と知らない方も多いはずです。私は今回始めて知りました。

少数意見は通りにくいと思うと出しても無理だな～と思う。

こうしたら良いと思うこと（意見）も2～3ありますが仕事や色々な雑事に追
われ、中々まとめきれない所があります。今回のような「市民の意見を聴
く会」には是非出席したいと思っています。

出来るだけ多くの市民の意見を取り上げて頂き、市民本位の行政をお願
いしたいと思います。

時間や仕事等に追われている時もあるので例えば２回分を1回にまとめ
て出すとか（出鱈目な出し方）を除き自由にいつでも出せる様な方法を考
えて下さい。

ホームページ等で公開してほしい。検討願います。結果公表→区名等は
不要（無記名）です。結果のみ公開実施

出した意見がどう処理されたかを市民が分かるようにすべきです。

意見を検討する人によって意見が生かされるかどうかが変わってくるの
ではないでしょうか？

パブリックコメント制度の関心について

大変よい制度だと思います。「市民の意見を聴く会」の内容（具体的なも
の）が事前にわかれば参加意欲がわくと思います。

広報をよく読んで、意見があればＦＡＸなどで提出していきたいです。



保守的な町で、意見が果たして取り上げられるかどうかが期待できない。
皆一塊団子状態だと思うので

市民の意見は大切です。でも集計する市の職員の方の事を考えると勝手
なことも言えない・・・！！でも私達の大切な血税でもある！！血税という
ことです。

市民一人一人が、市政に関心を持つことを期待します。制度が作っただ
けにならず機能することを期待します。

形式的なものとならないように、重要性を持つ位置付けにして欲しい

官・民が一体となり、上越市を考えていかないとスピード社会に全ての面
でおいていかれてしまう

市民アンケートを見て、どこでどの様な条例案を見ることができるのかわ
かったが、広く一般の人には知らない人も多いのではないかと思う。又、
氏名公表であると、率直な意見を述べづらいのではないかと思う

意見・要望など集計してもどのようにして実行・実現するのか法律、条令
は整備しても資金（予算）で不可能な状況が山積みしているように思う。
例・・・役所の回答「皆様の要求は理解できるが財政的に大変困難な状
況」

現行のパブコメ制度を大幅に改善する必要があります。今回の図書館移
転問題でその実態が現れました。行政は何が何でも移転ありきで終始し
ました。意見に対して頓珍漢な回答が多く、制度が機能しておりません。
市民として大変情けなく行政に対し不安を感じております。市長・教育委
員会・議員は大反省すべきです。

市民が基点となっていく風潮は良いと思うが、無記名等の場合の弊害も
多少あると思われる。ゆえに市議会でのチェック機能もより一層求められ
る。提案される意見が一部の利害と絡んでいないか選別する目が必要
だ。

1.個人的に市政に関わる事が出来るので良い事だと思う。2.今までは意
見等聞いてもらえる所などがなく自分で考えて思いついても黙認している
だけでなき寝入りの部分が沢山あった。3.市の職員の横柄な態度等。

恥ずかしながら初めて聞く言葉でした。仕事をしながらの忙しさに広報も
感心のあるものしか読まずこのモニターになって色んな事に注意をする
様になりました。市民の意見を聴く会に出席したいと思っています。

全体的にもっと分かりやすくしてもらいたい。

例えば直江津地区の図書館の建替の件でも反対する議員→結果は→成
立ですが地区の人々に意見は聞かれているのでしょうか。制度利用でど
の位出ているのか新聞で見る限りでは始めから決定されている感じでし
た。私は高田なのでなんとも言えませんが。

看板等で市民に義務を課すか権利等を制限する時は防犯用動画での24
時間年中無休監視をして欲しい。（様々な場所に撮影機がある為）特に
看板文の遵守が犯罪である所には特にそうして欲しい。

制度等への懸念、課題等

公の施設の統廃等も良いとは思いますが、その施設を利用するものに
とって、交通の便等、考慮していただき、身近な所で利用することも考え
てほしい。（特に老人に対しての）せっかく良い施設でも遠のいてしまうと
利用者が少なくなる可能性もあるのでは？

あまりパブリックの意見が取り入れていないと思う。行政側の都合の良い
方向に行っていると思う。今回の図書館のようにただパブリックをするの
みではと思う。言い訳だけのパブリックコメントのように思う。

「市民の意見」を聞くということに制度や範囲を設ける必要があるのか。
市政すべてについて出来る限りパブリックコメントが行えることが大切で
はないか？特に公共施設の建設計画については、当該地区の住民だけ
ではなく、広く市民の考えを聞くべきである。

勉強不足のため、適切な意見ができませんが、提出制度で出された意見
が反映されるようお願いします。

基本的に多様な項目でパブコメ募集を行う配慮が要る。とかく「こんなこと
まで市民にお伺いを立てる必要はあるまい」と行政マンは思いがちだが
論理の整合性にそぐわない「現場」は多いものです。現場の実態が「事
実」なのだから。

誰でも「気楽」に出せれるもの。形だけで意味がないならやるべきでない。
税金の無駄。本気で考えているのなら市民が見えるものに。一部しか分
からないと意味がない。

市民の意見を聞くことも大切だか無責任意見や常習の一部市民の意見
に振り回され、成せることも、成せなくなったり、必要以上に時間が掛かる
ようでは、かえって問題だ。

春日謙信交流館について集会機能や観光起点の施設と聞いているが、
公共性の高い施設であるにも関わらずパブリックコメントの活用がなかっ
たと思いますが、何故ですか？パブコメ制度を一部の人で判断する要綱
では不満が残りますので条例化して厳しく利活用を希望します。

5次総等、5つの対象が提示されていますが、一般市民には全体評価は
量質・共にハイレベル。計画や条例のどんな所・・・という具体的な視点が
ほしい。少しでもコメントが出しやすいのではないか。

パブリックコメント制度の対象計画条例等が多すぎても市政活用に混乱
を起こす原因となります。パブリックコメント制度適用か、否かは、議題内
容等を十分検討して取り入れる必要があると考える。

意見の対象をもっとやさしく広げるべき。例えば「保育環境の設備」や「教
育、医療」などの機会均等、負担公平化などについても・・・。
公共施設建設計画は対象を広く多くし具体的に求めるべし。又、廃止を
求める意見も・・・（中止を求めるも）

モニターアンケートでの各種意見を拝見していると様々な考え方があると
とても参考になります。パブリックコメントでも色々な角度から色んな意見
が出ると思いますので、より良い市となるよう取り組んでいただきたい。

市民のほぼ100％近くがこの制度について知らないと思う。この様な制度
がなくても市民が安心して生活出来る様、市長はじめ議員・職員がしっか
り働いて下さい。

資料の2にあげる場合とありますが、パブリックコメントの対象案件はもっ
と細かに制定する必要があります。市担当課のし意的判断で取り上げな
いことも発生しますね。よって制定基準の中に必要な予算規則を定める
ことも一つの手法でしょうか。

持ち帰り用も用意されていたことは今回初めて知りました。どの程度意見
が反映されるのか、半信半疑で提出したことはありませんでした。文章な
どをわかり易くしてもらえるなら、取り組んでみようかと思います。（条例な
どの文章は分かりづらいので）

上越に転居してきて不明な事・疑問な事・意見等がありホームページを通
して質問したことがありますが、まったく返答がありませんでした。それ以
来パブリックコメント等について信用していません。

市役所、市も市民の立場に立って心を持って仕事をしてほしい。意見を言
うことでどの様に取り上げてもらえるのか形式上だけで終らないようにし
てほしい

提出された意見の検討会について、開示されますか。そのポイントは
1.構成者、2.検討会の抄録、3.変更点の明示

この制度を条例化することは良いことと思います。又、市民が意見を出し
易くする工夫も必要と思います。例えば市の重要な計画や条例をつくる
主旨や目的などをわかり易く説明する事など・・・

パブリックコメントの対象となった計画や条例のみがクローズアップされ、
その他の案件の透明性や必要性が見えなくなるのが危ぐされる。市民の
代表である市議会との協調性が保たれるか心配である。市議会の審議
内容をタイムリーに公表する制度も必要なのではないだろうか

行政側の自己満足に思える。「パブリックコメント」などと意味不明なネー
ミングで取っ付きにくくしておいて、自分達はきちんと窓口を設けていま
す・・・といった感じ。とうてい意見が集まるとは思えない。

その他

市民の意見を聴く会の日程・設定は「金・土」でよいから再度1～2週間離
して開催して欲しい。旅行・出張等で不在の場合参加できない。今回私は
旅行中です。

市政モニター制度について
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				3		男性		70代以上		高田		2		2																						5														4		質問の内容による シツモンナイヨウ		2		意見聴取であり、それにより決定するわけではないから イケンチョウシュケッテイ		4		どれをとってもわかりにくい。もっとやさしい言葉にできないか コトバ		せっかくの意見を出しても、結局は市議会議員の意識によって左右される。あまり期待できない イケンダケッキョクシギカイギインイシキサユウキタイ		3		1		3		3

				4		女性		60代		三和		3		2																						5														2				2		その人の人間性わかるから ヒトニンゲンセイ		2						1		3		3		3

				5		男性		60代		金谷		2		2																						1		2		3		5								1				2		個人情報等で コジンジョウホウトウ		2						2		2		2		2

				6		男性		50代		和田		3		2																						4		5												4		公表期間も知らなかったので答えられない コウヒョウキカンシコタ		1		意見を尊重するためにも記入が必要 イケンソンチョウキニュウヒツヨウ		3				パブリックコメントを提出した者への解答・返答があるのですか？ テイシュツモノカイトウヘントウ		2		2		2		2

				7		女性		50代		安塚		2		2																						1		4		5										1				1		自分の意見に対して責任を持つため。ただし氏名明記によりその人が個人的に不利益を被るようなことになってはいけない。 ジブンイケンタイセキニンモシメイメイキヒトコジンテキフリエキカブ		3				市の計画や条例は難解なことが多いのでパブリックコメントの対象計画条例などは一般市民が理解しやすいように分かり易い内容にして公表していただきたい。 シケイカクジョウレイナンカイオオタイショウケイカクジョウレイイッパンシミンリカイワヤスナイヨウコウヒョウ		3		1		2		2

				8		男性		40代		高田		3		2																																				2								3				こういった物があることを初めて知りました。今は関心が持てませんが、街中やＣＭ等で目、耳に触れることが多くなれば関心が持てるかな？ モノハジシイマカンシンモマチジュウトウメミミフオオカンシンモ		2		3		3		3

				9		女性		30代		高田		2		2		4		5																		3		5												4		意見を上げても活用されず、たらい回しにしている。もっと実行力を上げて下さい。 イケンアカツヨウマワジッコウリョクアクダ		1		自由活発に意見交換するべきだから ジユウカッパツイケンコウカン		2						2		2		2		1		もっと高齢者や障害者など弱者に対する福祉に力を入れて欲しい。若い人が活気付くような街づくり、ライブハウス作るやおしゃれな街、人が明るく行きかうカフェ、服屋などを市が率先して作って欲しい。今のままでは高田も直江津も中心市街地の未来は暗いものになってしまう。
もっと若い人や女性が起業しやすくできて街全体が活気があるような仕掛を作って欲しい。例えば空き店舗を安い家賃で貸したり、市がそういった人をバックアップして補助金を出すなど。
交通の便を良くする。バスなどが乗りやすく車に頼らない生活にして欲しい。家の近くにあまりにもバス停ないし、どういう路線なのか３０年上越で生活していても未だに不明である。交通施策に職員が頭をつかって考えてもらいたい。 ワカヒトジョセイキギョウマチゼンタイカッキシカケツクホタトアテンポヤスヤチンカシヒトホジョキンダコウツウベンヨノクルマタヨセイカツホイエチカテイロセンネンジョウエツセイカツイマフメイコウツウシサクショクインアタマカンガ

				10		男性		70代以上		新道		2		2																						1		4												2				2		個人情報の漏れもあるが自由な意見が束縛される コジンジョウホウモジユウイケンソクバク		1						2		2		2		2

				11		男性		60代		直江津		1		2																						1		4		5										2				1		市政についての意見であればその重要性から責任を持つべき。 シセイイケンジュウヨウセイセキニンモ		3				ＰＣが形式的なものとならないように、重要性を持つ位置付けにして欲しい。 ケイシキテキジュウヨウセイモイチヅホ		3		2		3		2

				12		男性		30代		谷浜		3		2																						1		5												1				2		明記しない方が本来の意見が書けるのではないか。 メイキホウホンライイケンカ		2				意見があっても反映されなければ意味がない。直江津図書館は駅前にある必要はない。ホテル救済であり問題があると意見しても救済するのは上越の恥である。 イケンハンエイイミナオエツトショカンエキマエヒツヨウキュウスミモンダイイケンジョウエツハジ		2		2		3		3

				13		女性		50代		直江津		1		2																						4		5												2				1		自分の意見には責任を持つものが当然だと思うから。 ジブンイケンセキニンモトウゼンオモ		3				市政への関心と色々勉強していないと意見は出てこない。パブリックコメントが公表されることで少しでも関心度は上がるのではないかと思う。 シセイカンシンイロイロベンキョウイケンデコウヒョウスコカンシンドアオモ		3		2		1		2

				14		男性		70代以上		北諏訪		2		2																						1		2												2				1		男・女・年齢等、処理に必要であるから オトコオンナネンレイトウショリヒツヨウ		2				パブリックコメントは良いが意見を聞くのみで行政に反映出来なければ何もならない。その点は十分留意の上、資料として分析の上、市民の安全安心の為に努力して下さい。 ヨイケンキギョウセイハンエイデキナニテンジュウブンリュウイウエシリョウブンセキウエシミンアンゼンアンシンタメドリョククダ		2		2		2		2

				15		男性		70代以上		高田		1		2																						1		4		5										2				1		責任の所在 セキニンショザイ		2				学校にも働きかけ、学生をも取り込むよう、普及に努めたら良い。 ガッコウハタラガクセイトコフキュウツトヨ		2		2		1		2

				16		男性		70代以上		金谷		2		2																						1														2				2				3						2		2		2		2

				17		女性		10.20代		直江津		2		2																						4		5												4		どちらでもない		2		自由に意見が提出できない。 ジユウイケンテイシュツ		2						2		2		3		3

				18		女性		40代		柿崎		3		2																						5														2				3		個々の自由だと思う。 ココジユウオモ		3						3		2		3		3

				19		男性		70代以上		谷浜		1		1		4		6		10																1		3		4		5								4		教育委員会関係で１月に末（満）たいもの有意義を願います。 キョウイクイインカイカンケイガツマツマンユウイギネガ		1		当然の事である。市民として権利のみ主張では不合理。 トウゼンコトシミンケンリシュチョウフゴウリ		4		自治基本条例第２２条でパブリックコメントとしていますが・・・。 ジジキホンジョウレイダイジョウ		春日謙信交流館について集会機能や観光起点の施設と聞いているが、公共性の高い施設であるにも関わらずパブリックコメントの活用がなかったと思いますが、何故ですか？パブコメ制度を一部の人で判断する要綱では不満が残りますので条例化して厳しく利活用を希望します。 カスガケンシンコウリュウカンシュウカイキノウカンコウキテンシセツキコウキョウセイタカシセツカカカツヨウオモナゼセイドイチブヒトハンダン		2		2		1		1

				20		男性		30代		大島		2		2																						5														2				2		意見が言えなくなる。 イケンイ		1				上越市にパブリックコメントがあるとは今回のアンケートまで知りませんでした。自分の興味がある分野にはパブリックコメントを通して意見を伝えたいと思います。 ジョウエツシコンカイシジブンキョウミブンヤトオイケンツタオモ		2		2		2		2

				21		女性		70代以上		三和		2		2																						4		5												2				2				3						2		2		2		2

				22		男性		60代		直江津		1		1		1		4		6																														1				1		意見の出所をはっきりする為 イケンデドコロタメ		3						3		1		2		1		返信用封筒はもっと安価な物で良いのでは？又自分は北出張所へ持参しますので切手の所は始めから×又は印刷してないもので可です。

				23		男性		50代		春日		3		2																						4		5												1				2		個人を特定すべきではない。 コジントクテイ		2						2		2		3		3

				24								2		2																						4														1				2		個人情報保護の為 コジンジョウホウホゴタメ		2				看板等で市民に義務を課すか権利等を制限する時は防犯用動画での24時間年中無休監視をして欲しい。（様々な場所に撮影機がある為）特に看板文の遵守が犯罪である所には特にそうして欲しい。 カンバントウシミンギムカケンリトウセイゲントキボウハンヨウドウガジカンネンジュウムキュウカンシホサマザマバショサツエイキタメトクカンバンブンジュンシュハンザイトコロトクホ		2		2		2		2

				25		女性		40代		高田		2		2																						4														1				3		基本的には明記すべきと考えますが、条件を設けて非公開の意見もあっても良いと思います。
①住所・氏名明記→計画案→市議会で審議（住所・氏名公開）
②住所・氏名明記→住所・氏名は公開しない
③住所・氏名は任意
の３種類があっても良いのではと思います。 キホンテキメイキカンガジョウケンモウヒコウカイイケンヨオモ		3						2		2		2		1

				26		女性		40代		吉川		1		1		3																																		2				1		はっきりさせる事は当たり前に考えます。ただ必要外に情報が流出しないように願います。 コトアマエカンガヒツヨウガイジョウホウリュウシュツネガ		3						2		2		2		2

				27		女性		30代		三和		3		2																						1		2		3		4		5						1				2		個人情報なのでやめてほしい。 コジンジョウホウ		1				私はいい制度だと思います。しかし中々その制度を利用することが出来ず残念です。あと、意見があっても言えずにいる方もいると思います。あと知らない方も多いはずです。私は今回始めて知りました。 ワタシセイドオモナカナカセイドリヨウデキザンネンイケンイカタオモシカタオオワタシコンカイハジシ		2		2		2		2

				28		男性		40代		高田		2		2																						4		5												2				1		恣意的な意見操作を排除する為 シイテキイケンソウサハイジョタメ		4		市民の意見提出手続条例 シミンイケンテイシュツテツヅキジョウレイ				3		2		2		2

				29		女性		30代		春日		1		2																						1		2		3										2				2		個人情報保護の関係から必要ないと思う。また市の職員も個人的な感情を持つ場合もある。万が一、知っている人が案に目を通した場合などを考えるとアンケートの様な地区・年代・性別くらいでも良いのではないか？ コジンジョウホウホゴカンケイヒツヨウオモシショクインコジンテキカンジョウモバアイマンイチシヒトアンメトオバアイカンガヨウチクネンダイセイベツヨ		2				今まで全体的に硬く、理解しづらい条例（案）名や内容だったと思う。もっと噛み砕いて分かり易く公表してもらえれば大勢の市民から意見をもらえるのではないか？若い世代からの意見が今後の上越市を造っていくのだと思う。 イマゼンタイテキカタリカイジョウレイアンメイナイヨウオモカクダワヤスコウヒョウオオゼイシミンイケンワカセダイイケンコンゴジョウエツシツクオモ		2		2		2		2

				30		女性		50代		直江津		1		2		4																				1		4		5		6						市民の権利を主張し、特例を決める（制限有） シミンケンリシュチョウトクレイキセイゲンアリ		2				1		住所を分かって理解していただけないと生活環境がわからない。 ジュウショワリカイセイカツカンキョウ		4		パブリックコメント制度（意見提出条例） セイドイケンテイシュツジョウレイ		時間や仕事等に追われている時もあるので例えば２回分を1回にまとめて出すとか（出鱈目な出し方）を除き自由にいつでも出せる様な方法を考えて下さい。 ジカンシゴトトウオトキタトカイブンカイダデタラメダカタノゾジユウダヨウホウホウカンガクダ		2		2		1		2

				31		女性		50代		新道		2		2																						4		5												2				1		明記は提出者の責任であると思う。 メイキテイシュツシャセキニンオモ		2						3		2		2		2

				32		男性		40代		春日		3		2																						1														4		一律に１ヶ月はおかしい。市の憲章は１ヶ月では短すぎるし基本的な計画は（何を指すのか不明ながら）だいたい１ヶ月が妥当。他は市民の一部地域のみが強く関わるような内容は半月で良いと思う。（スピードアップの為） イチリツゲツシケンショウゲツミジカキホンテキケイカクナニサフメイゲツダトウホカシミンイチブチイキツヨカカナイヨウハンツキヨオモタメ		3		氏名隠す必要があるとは思えない。だが隠す必要がある人にはその理由を明記してもらい、理由に正当性があればそれも個別に良しとすべき。 シメイカクヒツヨウオモカクヒツヨウヒトリユウメイキリユウセイトウセイコベツヨ		4		行政への市民コメント条例
*言葉を巻いただけで意見が分かるものにしてほしい。少しだけくらいのネーミングが丁度良い。 ギョウセイシミンジョウレイコトバマイケンワスコチョウドヨ		行政側の自己満足に思える。「パブリックコメント」などと意味不明なネーミングで取っ付きにくくしておいて、自分達はきちんと窓口を設けています・・・といった感じ。とうてい意見が集まるとは思えない。 ギョウセイガワジコマンゾクオモイミフメイトツジブンタチマドグチモウカンイケンアツオモ		3		1		3		1

				33		女性		60代		直江津		3		2																						1		3		5										2				1		文章では自分の意図とする所がうまく書けないので電話等で聞いてもらえたら。 ブンショウジブンイトトコロカデンワトウキ		2				公の施設の統廃等も良いとは思いますが、その施設を利用するものにとって、交通の便等、考慮していただき、身近な所で利用することも考えてほしい。（特に老人に対しての）せっかく良い施設でも遠のいてしまうと利用者が少なくなる可能性もあるのでは？ コウシセツトウハイトウヨオモシセツリヨウコウツウベントウコウリョミジカトコロリヨウカンガトクロウジンタイヨシセツトオリヨウシャスクカノウセイ		2		1		2		2

				34		女性		70代以上		高田		2		2																						1		4												2				1		意見計画をより内容充実できるよう連絡等の必要が考えられる。 レンラクトウヒツヨウカンガ		3				市民の意見を聞くという制度を作るというびっくりしましたが、必要な事。もっと市政に関心を持たなければと思います。 シミンイケンキセイドツクヒツヨウコトシセイカンシンモオモ				3		2		2

				35		女性		10.20代		牧		3		2																						5														2				1		自分の提出した意見に責任を持ってもらう為。 ジブンテイシュツイケンセキニンモタメ		1						2		2		2		2

				36		女性		50代		新道		2		2																						4		5												2				1		意見に対して問い合わせが必要な場合の連絡先として必要。 イケンタイトアヒツヨウバアイレンラクサキヒツヨウ		4		市民意見手続条例 シミンイケンテツヅキジョウレイ		モニターアンケートでの各種意見を拝見していると様々な考え方があるととても参考になります。パブリックコメントでも色々な角度から色んな意見が出ると思いますので、より良い市となるよう取り組んでいただきたい。 カクシュイケンハイケンサマザマカンガカタサンコウイロイロカクドイロイケンデオモヨシトク		2		2		2		2

				37		女性		50代		新道		2		2																						1		4		5										2				2		気軽に自分の思いを提出できると思います。 キガルジブンオモテイシュツオモ		2						2		2		2		2

				38		男性		70代以上		清里		1		2																						1		2		3										2				1		責任感を持つ セキニンカンモ		1				出来るだけ多くの市民の意見を取り上げて頂き、市民本位の行政をお願いしたいと思います。 デキオオシミンイケントアイタダシミンホンイギョウセイネガオモ		2		2		1		1

				39		女性		10.20代		高田		3		2																						5														2				2		正直に書いて、その意見が良くない意見の時に何かされたら嫌だから。 ショウジキカイケンヨイケントキナニイヤ		2						2		3		2		3

				40		男性		50代		有田		3		2																						5														2				2		市の職員の信頼性に問題あり（信用出来ない） シショクインシンライセイモンダイシンヨウデキ		4		下手な横文字はやめましょう ヘタヨコモジ		市民のほぼ100％近くがこの制度について知らないと思う。この様な制度がなくても市民が安心して生活出来る様、市長はじめ議員・職員がしっかり働いて下さい。 シミンチカセイドシオモヨウセイドシミンアンシンセイカツデキヨウシチョウギインショクインハタラクダ		3		3		3		3

				41		男性		70代以上		有田		2		2																						2		5												2				1		意見の内容について責任感を持つべきと思う。 イケンナイヨウセキニンカンモオモ		2				同封の豆知識の内容は非常に分かり易いのでこの程度のもの、広く市民に配布し、パブリックコメント制度を周知するようにしたらどうでしょうか？ ドウフウマメチシキナイヨウヒジョウワヤステイドヒロシミンハイフセイドシュウチ		2		1		2		2		今回のアンケートとは違いますが、ゴミ回収袋の強度はどうにかならないでしょうか？特に生ゴミについて袋から水漏れて回収場の衛生上からも非常に悪い。臭いハエ等の発生が多い。 コンカイチガカイシュウブクロキョウドトクナマフクロミズモカイシュウバエイセイジョウヒジョウワルニオトウハッセイオオ

				42		男性		70代以上		有田		1		2																						4		5												2				1		自己責任の時代（市民主権） ジコセキニンジダイシミンシュケン		2				5次総等、5つの対象が提示されていますが、一般市民には全体評価は量質・共にハイレベル。計画や条例のどんな所・・・という具体的な視点がほしい。少しでもコメントが出しやすいのではないか。 ジフサナドタイショウテイジイッパンシミンゼンタイヒョウカリョウシツトモケイカクジョウレイトコログタイテキシテンスコダ		2		1		1		2

				43		女性		50代		新道		3		2																						1		4												2				1		自分の意見に責任を持つ ジブンイケンセキニンモ		3				恥ずかしながら初めて聞く言葉でした。仕事をしながらの忙しさに広報も感心のあるものしか読まずこのモニターになって色んな事に注意をする様になりました。市民の意見を聴く会に出席したいと思っています。 ハハジキコトバシゴトイソガコウホウカンシンヨイロコトチュウイヨウシミンイケンキカイシュッセキオモ		2		3		2		2

				44		男性		60代		金谷		1		2																						1		2		3		4		5						2				1		自分の意見に責任を持たせるため（無茶苦茶な意見防止） ジブンイケンセキニンモムチャクチャイケンボウシ		2				市民の意見を聴く会の日程・設定は「金・土」でよいから再度1～2週間離して開催して欲しい。旅行・出張等で不在の場合参加できない。今回私は旅行中です。 シミンイケンキカイニッテイセッテイキンドサイドシュウカンハナカイサイホリョコウシュッチョウトウフザイバアイサンカコンカイワタシリョコウナカ		2		2		1		2

				45		男性		50代		三和		2		2																						1		2		3		5								2				2				1						3		1		2		2

				46		男性		50代		安塚		3		2																						5														1				2		記名では意見を言いにくい場合がある。 キメイイケンイバアイ		4		市民意見提出条例 シミンイケンテイシュツジョウレイ		カタカナ言葉を出来るだけ使わず日本語で記して欲しい。 コトバデキツカニホンゴキホ		2		1		1		2

				47		女性		30代		和田		3		2																						6												意見はない イケン		4		どうでもいい		2				3						2		3		3		3

				48		男性		60代		春日		2		2																						1		4		5										2				1		自分の意見は堂々と主張すべきである。 ジブンイケンドウドウシュチョウ		2						2		2		1		1

				49		男性		50代		直江津		3		2																						1		5												1				2		本来1.と思うがやはり意見を言う方の数が少なくなるかもしれないので。 ホンライオモイケンイホウカズスク		2						2		2		2		2

				50		女性		10.20代		高士		3		2																						5														2				2		氏名等を書かなければいけないとなると意見しにくい。 シメイトウカイケン		3						2		2		2		2

				51		女性		30代		高田		2		2																						5														2				2		明記しないことによって本音が言える場合もある。 メイキホンネイバアイ		3				パブリックコメントと聞いても何のことか分からない人も多いと思います。これではごく一部の人達の意見しか反映されないのではないでしょうか？ キナンワヒトオオオモイチブヒトタチイケンハンエイ		3		2		2		2

				52		男性		50代		牧		2		2																						1		4												2				2		氏名を記入しなければならないと意見が出ない。 シメイキニュウイケンデ		1						2		2		2		2

				53		男性		30代		新道		1		2																						4		5												1				2		明記しない方が匿名性が保たれ広い意見が求められると思うから。 メイキホウトクメイセイタモヒロイケンモトオモ		3				パブリックコメントの対象となった計画や条例のみがクローズアップされ、その他の案件の透明性や必要性が見えなくなるのが危ぐされる。市民の代表である市議会との協調性が保たれるか心配である。市議会の審議内容をタイムリーに公表する制度も必要なのではないだろうか タイショウケイカクジョウレイタアンケントウメイセイヒツヨウセイミキシミンダイヒョウシギカイキョウチョウセイタモシンパイシギカイシンギナイヨウコウヒョウセイドヒツヨウ		1		2		2		2

				54		男性		30代		津有		2		2																						5														2				1		市民として名乗ったほうが良い。 シミンナノヨ		3						2		1		2		2

				55		男性		60代		春日		2		2																						1		2												1				1		責任ある意見と場合によっては双方向の対話。 セキニンイケンバアイソウホウコウタイワ		2						3		2		2		2		豆知識Ｐ2
2.パブリックコメントの対象計画・条例等、各計画の内容をもう少し具体的に記載があると分かり易いと思う。 マメチシキタイショウケイカクジョウレイトウカクケイカクナイヨウスコグタイテキキサイワヤスオモ

				56		女性		60代		高田		3		2																						1		5												2				1		自分の意見をはっきり申し出ることは良いことである。 ジブンイケンモウデヨ		2						2		2		2		2

				57		男性		50代		新道		3		2																						1		4		5										1				1		言った事に責任を持たない人が増えている。氏名を書くことによって責任を持つことが必要。 イコトセキニンモヒトフシメイカセキニンモヒツヨウ								2		2		2		2

				58		男性		70代以上		三和		2		2																						1		4												2				1		建設的な市政を推進するため当然 ケンセツテキシセイスイシントウゼン		2				行政は安易に外来語を公文書に使用しているが先進口は使用していない。再考を望む。 ギョウセイアンイガイライゴコウブンショシヨウセンシンクチシヨウサイコウノゾ		2		2		2		2

				59		男性		60代		春日		3		2																						4		5												1				3		明記提出は基本であるが意見を取り扱う人が個人情報を流す恐れ（事例あり）ある。また無記名は本音提出が多いため参考となることが多い。 メイキテイシュツキホンイケントアツカヒトコジンジョウホウナガオソジレイムキメイホンネテイシュツオオサンコウオオ		2						2		2		2		2

				60		女性		50代		板倉		3		2																						4		5												2				3		名前の明記は内容にもよる。 ナマエメイキナイヨウ		3						2		2		1		2

				61		男性		40代		春日		1		2																						1														1				2		意見が出にくくなる。 イケンデ		3						2		1		2		3

				62		女性		40代		高田		3		2																						6												今は提出したいかわかりません。 イマテイシュツ		2				3		文では伝わらない部分があるし、本人に聞いた方がいいと思うと必要だけど、わかってしまうと言い難いこともあると思うので、どちらともいえない。 ブンツタブブンホンニンキホウオモヒツヨウイニクオモ		2						2		3		3		3

				63		男性		50代		浦川原		3		2																						1		2		3		4		5						2								3						2		2		2		2

				64		男性		30代		直江津		2		2																						1														2				2		職業上、立場上もあるので。 ショクギョウジョウタチバジョウ		4		市民意見提出手続条例 シミンイケンテイシュツテツヅキジョウレイ		もっと幅広く市民に伝わる様にした方がいいです。 ハバヒロシミンツタヨウホウ		2		2		2		2

				65		男性		40代		板倉		2		2																						4		5												2				1		回答する場合の連絡先が分かる為 カイトウバアイレンラクサキワタメ		2						3		2		2		2

				66		女性		50代		三和		2		2																						4		5												1				2		幅広く多くの意見を集めることが出来る。直接本人に回答するのでなければ住所等は必要ない。 ハバヒロオオイケンアツデキチョクセツホンニンカイトウジュウショトウヒツヨウ		2				本当に各種の意見を集めることが目的ならば周知の仕方も少し丁寧にされたらどうかと思います。詳しい内容は一定の場所でしか公開出来ないかもしれませんが、意見は細かいことばかりとは限りません。 ホントウカクシュイケンアツモクテキシュウチシカタスコテイネイオモクワナイヨウイッテイバショコウカイデキイケンコマカギ		3		1		2		2

				67		男性		40代		頸城		3		2																						5														3				1		自分の意見に責任を持つため。 ジブンイケンセキニンモ		4		公募による。 コウボ		主旨は良いと思う。後はいかに周知させ関心を向けるかの検討だと思う。 シュシヨオモアトシュウチカンシンムケントウオモ		2		2		2		2

				68		女性		60代		高田		2		2																						1		5												2				1		意見に責任を持ってほしい。 イケンセキニンモ		2				提出された意見は、形だけでなく前向きに検討してほしい。 テイシュツイケンカタチマエムケントウ		3		2		1		1

				69		男性		60代		直江津		3		2																						1		3												2				1		自分の意見を言う時には名前を書くのは当たり前だと思う。 ジブンイケンイトキナマエカアマエオモ		3				高齢化する時代にお年寄りにも分かり易い文字や言葉でパブリックコメント→より意見提出手続条例なら文字を見ただけでだいたいの意味がわかる。パブリックコメントではなんの意味か分からず。 コウレイカジダイトシヨワヤスモジコトバイケンテイシュツテツヅキジョウレイモジミイミイミワ		2		2		1		2

				70		女性		30代		直江津		1		2																						4		5												2				1		責任が明確になるから。 セキニンメイカク		3				持ち帰り用も用意されていたことは今回初めて知りました。どの程度意見が反映されるのか、半信半疑で提出したことはありませんでした。文章などを易しくわかり易くしてもらえるなら、取り組んでみようかと思います。（条例などの文章は分かりづらいので） モカエヨウヨウイコンカイハジシテイドイケンハンエイハンシンハンギテイシュツブンショウヤサヤストクオモジョウレイブンショウワ		3		1		1		2

				71		女性		50代		高田		2		2																						4		5												1				2		本音が出にくいと思われるから。 ホンネデオモ		1						3		2		2		3

				72		男性		70代以上		直江津		1		2																						4		5												3		内容によって長短があってもよい。 ナイヨウチョウタン		1		何を言っても良いという制度ではないから。 ナニイヨセイド		4		ＰＣ条例と手続 ジョウレイテツヅキ		こうしたら良いと思うこと（意見）も2～3ありますが仕事や色々な雑事に追われ、中々まとめきれない所があります。今回のような「市民の意見を聴く会」には是非出席したいと思っています。 ヨオモイケンシゴトイロイロザツゴトオナカナカトコロコンカイシミンイケンキカイゼヒシュッセキオモ		3		1		1		2

				73		女性		30代		直江津		2		2																						1		2		3		4		5						2				2		何故氏名や電話番号が必要なのかわからない。意見に対してもっと詳しく聞く必要がある場合に必要というのなら仕方がないが、特にそういったことがなければこの市政モニターのように性別・年齢・住まいの地区程度でよいのではないか。 ナゼシメイデンワバンゴウヒツヨウイケンタイクワキヒツヨウバアイヒツヨウシカタトクシセイセイベツネンレイスチクテイド		3				公表場所が限られているためわざわざ足を運ぶ必要がある。ホームページも利用者が限られてしまうので市民全体で取り組めるとは思えない。「広報じょうえつ」に載せるなり、添付するなり出来ないか。（意見を聞く用紙もつける） コウヒョウバショカギアシハコヒツヨウリヨウシャカギシミンゼンタイトクオモコウホウノテンプデキイケンキヨウシ		2		2		2		2

				74		女性		40代		新道		3		2																						2		3		4		5								2				1		自分の意見に対して責任を持つことは当たり前だと思います。 ジブンイケンタイセキニンモアマエオモ		3				初めて聞く言葉で（恥ずかしいが）認知度が大変低いのはないでしょうか。 ハジキコトバハニンチドタイヘンヒク		2		2		2		2

				75		男性		60代		三和		1		1		3																				1		5												2				1				3				あまりパブリックの意見が取り入れていないと思う。行政側の都合の良い方向に行っていると思う。今回の図書館のようにただパブリックをするのみではと思う。言い訳だけのパブリックコメントのように思う。 イケントイオモギョウセイガワツゴウヨホウコウイオモコンカイトショカンオモイワケオモ		2		2		2		2

				76		女性		30代		有田		3		2																						1														2				2				3						2		2		2		2

				77		男性		60代		津有		3		2																						1		4		5										2				1		責任あるから セキニン		2						2		2		3		3

				78		女性		70代以上		三郷		3		2																						5														2				2		氏名を書くと思った事を言いにくいので氏名を書かないで良いと思う。 シメイカオモコトイシメイカヨオモ						パブリックコメント初めて知りました。老人のため本当に勉強になりました。木浦様良くやって下さっておりますので宜しくお願い致します。 ハジシロウジンホントウベンキョウキウラサマヨクダヨロネガイイタ		2		2		2		2

				79		男性		40代		直江津		2		2																						1														2				3		基本的には明記するが、無記名もあってよい。 キホンテキメイキムキメイ		3				政府関係ではインターネットでも提出出来るようになっているので工夫されたら良い。意見を貰う為には告知、情報提供に力を入れるべき。 セイフカンケイテイシュツデキクフウヨイケンモラタメコクチジョウホウテイキョウチカライ		2		2		2		2

				80		男性		50代		直江津		3		2																						4		5												1				3		内容によって市民が選択すべき ナイヨウシミンセンタク		3				出した意見がどう処理されたかを市民が分かるようにすべきです。 ダイケンショリシミンワ		3		1		3		2		もう少しレベルの高いアンケートにしてはいかがですか？
このアンケート用紙が2部同封されていました。ズサンですよ。 スコタカヨウシブドウフウ

				81		男性		50代		直江津		1		2																						5														2				2		出したくても出せなくなりそう。 ダダ		2						2		2		1		2

				82		女性		30代		直江津		1		2																						1		3		4										2				1		自分の意見に責任を持たせるため ジブンイケンセキニンモ		3						2		2		1		2

				83		男性		60代		有田		1		2																						5														2				2				2						2		2		2		2

				84		女性		30代		直江津		2		2		4																				1		5												2				2		個人情報にあたり明記する必要性を感じない。 コジンジョウホウメイキヒツヨウセイカン		3				せっかくの良い制度なのでもっとＰＲをすることで多くの意見を集めたらどうか。地域の一人一人が真剣に取り組み、街の活性化に繋がればいいと思う。 ヨセイドオオイケンアツチイキヒトリヒトリシンケントクマチカッセイカツナオモ		2		2		2		2

				85		女性		10.20代		春日		3		2																						1		2												2				1		責任のある意見や考えを提出するため。 セキニンイケンカンガテイシュツ		3						3		2		2		3

				86		男性		60代		八千浦		2		2																						1		4		5										2				2				2						3		2		2		2

				87		男性		70代以上		有田		2		2																						3		5												2				1		意見を出す人はそれなりの疑問があり返信を待っている。また意見採用には問う問題も必要になりますので氏名明記必要。 イケンダヒトギモンヘンシンマイケンサイヨウトモンダイヒツヨウシメイメイキヒツヨウ		3				パブリックコメント制度の対象計画条例等が多すぎても市政活用に混乱を起こす原因となります。パブリックコメント制度適用か、否かは、議題内容等を十分検討して取り入れる必要があると考える。 セイドタイショウケイカクジョウレイトウオオシセイカツヨウコンランオゲンインセイドテキヨウイナギダイナイヨウナドジュウブンケントウトイヒツヨウカンガ		2		2		2		2

				88		男性		70代以上		三和		1		2		3																				1														2				1		自己の意見に自身を持っての提出出来るから。 ジコイケンジシンモテイシュツデキ		2						2		2		2		1		モニターアンケートを集約後、行政政策に反映不能の結果であれば虚しい事であり提出した意味ない。何れかの政策に取り入れたら意見提出者（モニター）等の人々に知らせるべきであると思う。

				89		女性		50代		直江津		3		2																						1		3		4										4		公表期間は1ヶ月でもよいが場所や公表の期間により短い、目につかないなどが生まれる。 コウヒョウキカンゲツバショコウヒョウキカンミジカメウ		1		自分の意見として正しいと思われるから。 ジブンイケンタダオモ		4		つねに（　　）がつけてある。		市民の意見は大切です。でも集計する市の職員の方の事を考えると勝手なことも言えない・・・！！でも私達の大切な血税でもある！！血税ということです。 シミンイケンタイセツシュウケイシショクインホウコトカンガカッテイワタシタチタイセツケツゼイケツゼイ		3		1		1		2

				90		男性		30代		金谷		2		2																						1		5												2				1		きちんとした意見を出すなら名前出しても差し支えないと思うから。 イケンダナマエダサツカオモ		3						2		2		1		2

				91		女性		50代		高田		3		2																						1		5												2				1		意見に責任を持ってほしいから イケンセキニンモ		3						2		2		2		2

				92		男性		30代		高田		1		2																						1		2		3		4		5						1				2		率直な意見が述べられる。 ソッチョクイケンノ		3						2		2		1		2

				93		男性		60代		高田		3		2																						5														2				1		責任の持てることが大切である為。 セキニンモタイセツタメ		3						3		2		2		2

				94		男性		60代		桑取		2		2																						4														2				1		自分の意見には責任を持つ。 ジブンイケンセキニンモ		3				目先の意見が多くなって10年先を見つめるような腰を落ち着けての少数意見は遠ざけられるのではないか。 メサキイケンオオネンサキミコシオツショウスウイケントオ		2		2		2		2

				95		女性		60代		有田		2		2																						1		4												2				2				3						2		2		2		2

				96		女性		40代		高田		3		2																						6												市制について把握してないので分からない。これから意見を出せる様勉強します。 シセイハアクワイケンダヨウベンキョウ		2				1		提出された意見がどの程度反映されるのか知りたい。 テイシュツイケンテイドハンエイシ		2				自分的には意見募集の公表、意見提出用紙が公共機関だけでなくスーパーにあったらいつでも意見が出しやすいと思いました。 ジブンテキイケンボシュウコウヒョウイケンテイシュツヨウシコウキョウキカンイケンダオモ		2		2		2		2

				97		男性		70代以上		直江津		1		2																						1		5												2				3		言動に責任を持つ。対象による。 ゲンドウセキニンモタイショウ		4		カタカナでない方が？ ホウ				2		1		1		1

				98		女性		50代		金谷		3		2																						1		4												2				1		内容によって個人の利益になったら誹謗中傷を防げる。 ナイヨウコジンリエキヒソシチュウショウフセ		3						2		1		2		2

				99		男性		70代以上		有田		1		1		6																				3														2				1				2				市民の意見をいちおう聞くが良い物はそれを聞き入れるという意識が係・担当者には必要と思う。 シミンイケンキヨモノキイイシキカカタントウシャヒツヨウオモ		3		1		1		1

				100		女性		60代		直江津		2		2																						4		5												1				3		意見を表明しずらくなる恐れがあります。従って表明するかどうかは、本人の選択で可。 イケンヒョウメイオソシタガヒョウメイホンニンセンタクカ		1				資料の2にあげる場合とありますが、パブリックコメントの対象案件はもっと細かに制定する必要があります。市担当課のし意的判断で取り上げないことも発生しますね。よって制定基準の中に必要な予算規則を定めることも一つの手法でしょうか。 シリョウバアイタイショウアンケンコマセイテイヒツヨウシタントウカイテキハンダントアハッセイセイテイキジュンナカヒツヨウヨサンキソクサダヒトシュホウ		2		1		3		2

				101		女性		70代以上		春日		1		2																						1														2				2		氏名・住所は必要ないと思う。市民ですので参考にしていただけたらと思う。 シメイジュウショヒツヨウオモシミンサンコウオモ		2						2		2		2		2

				102				60代		大潟		3		1		1																																		2				2		たくさんの意見が書けないから。 イケンカ		2						2		3		3		3

				103		男性		70代以上		和田		2		2																						1		5												2				1		自分の言動に責任を持つため。 ジブンゲンドウセキニンモ		1						2		2		2		2

				104		男性		30代		安塚		2		2																						1		3		5										2				3		学校でも氏名を言ってから意見を言うので当たり前だと思う。
氏名明記となると意見も少なくなってしまう。 ガッコウシメイイイケンイアマエオモシメイメイキイケンスク		2						2		2		1		1

				105		男性		60代		中郷				2																						5														2				1				3						2		2		2		2

				106		男性		60代		吉川		1		2																						3		5												2				1		自分の提案に責任を持つことになる。 ジブンテイアンセキニンモ		2				周知されていない様に思います。様々な機会をとられてＰＲすることが必要と思います。 シュウチヨウオモサマザマキカイヒツヨウオモ		3		2		1		2

				107		男性		40代		大潟		2		2																						1		5												2				1		意見には個人で責任を持つべきだから。 イケンコジンセキニンモ		2						2		2		2		2

				108		女性		70代以上		柿崎		2		1																						5														2								2						2		2		2		3

				109		男性		70代以上		三和		1		2																						1		4												2				1		責任を持つべきであり。電話のない人もいるのでは？電話番号まではどうか？ セキニンモデンワヒトデンワバンゴウ		1				コメントが片寄らないよう取り上げ方（公平）が出来る事を願います。 カタヨトアカタコウヘイデキコトネガ		2		2		2		2

				110		男性		60代		高田		3		2																						1														2				1		責任ある意見を出す為。 セキニンイケンダタメ		2						2		2		2		2

				111		女性		50代		春日		2		2																						4		5												2				2		企業の人が利益に係る等の不安もあるが一市民として意見を聞いてほしくても明記することにより正しく判断してもらえない事も出てくる。誰の意見かより、意見の内容のみ重視してほしい。 キギョウヒトリエキカカワトウフアンイチシミンイケンキメイキタダハンダンコトデダレイケンイケンナイヨウジュウシ		4		市民意見提出制度（そのままで良い） シミンイケンテイシュツセイドヨ		提出した意見の結果の公表は市のホームページや広報じょうえつにも意見と結果を載せてほしいと思います。 テイシュツイケンケッカコウヒョウシコウホウイケンケッカノオモ		2		3		2		2

				112		女性		70代以上		浦川原		2		2																						1		5												2				2		氏名・住所出すと本音が出ないでしょう。 シメイジュウショダホンネデ		2						2		2		1		2

				113		女性		60代		有田		3		2																						5														2				1		何十代と入れる事で地域・年齢でも意見が変わると思います。 ナンジュウダイイコトチイキネンレイイケンカオモ		4		字を見て分かるように現に日本は横文字、カタカナ、多すぎる。 ジミワゲンニホンヨコモジオオ		人は皆、高度教育、知識者ではありません。字を見て分かる市民意見提出制度と書けないのですが、一般の人はパブリックコメント等言われても、それ何と言うくらいです。もう少し目線を下げ文字を使っては？ここは日本です。上越です。外国ではありません。 ヒトミナコウドキョウイクチシキモノジミワシミンイケンテイシュツセイドカイッパンヒトトウイナンイスコメセンサモジツカニホン		2		3		2		2

				114		男性		40代		頸城		3		2																						1		5												2				1				2						2		3		2		3

				115		女性		30代		春日		2		2																						1		5												1				1				3				このような制度がある事は一般にはまだ知られていないと思う。広報などと一緒に配布して意見を集約した方がいいのでは。 セイドコトイッパンシオモコウホウイッショハイフイケンシュウヤクホウ		2		2		2		2

				116		男性		40代		直江津		2		2																						1		2		3		4		5						2				1		まず自らを明らかにすべき。 ミズカアキ		4		みんなの意見を市制に生かす条例。 イケンシセイイジョウレイ		私自身の知識不足により今まで利用（活用）していなかった。今後は参画していきます。名称は柔軟で子供にも分かるものにすべきです。 ワタシジシンチシキブソクイマリヨウカツヨウコンゴサンカクメイショウジュウナンコドモワ		2		1		2		1

				117		女性		60代		有田		3		2																						1		5												2				1				2						2		3		2		2

				118		女性		10.20代		春日		2		2																						1		5												1				1				2						2		2		1		3

				119		男性		30代		柿崎		2		2																																				2				2				3				本所へ意見を出しても、場合によっては支所（区事務所）へ戻ってきてしまい、本所としての態度なり方針なりは出にくいのではないでしょうか？ ホンジョイケンダバアイシショクジムショモドホンジョタイドホウシンデ		2		2		2		2		イノシシの被害防止に取り組んで下さい。 ヒガイボウシトククダ

				120		女性		60代		高田		2		2																						1		4												2				1		自分の意見に責任を持って接する。 ジブンイケンセキニンモセッ		4		称においてカタカナ語が溢れていませんか ショウゴアフ				2		3		2		2

				121		男性		50代		高田		2		2																						1		2		3		5		6				意見が通りにくいと思うのであまり提出しない。 イケントオオモテイシュツ		2				3		どちらでも良いのでは・・・両方可能にしては。 ヨリョウホウカノウ		3				少数意見は通りにくいと思うと出しても無理だな～と思う。 ショウスウイケントオオモダムリオモ		3		2		2		2

				122		男性		30代		頸城		3		2																						1														2				1		極端すぎる意見であったり妨害意見が出そう。 キョクタンイケンボウガイイケンデ		1				市民一人一人が、市政に関心を持つことを期待します。制度が作っただけにならず機能することを期待します。 シミンヒトリヒトリシセイカンシンモキタイセイドツクキノウキタイ		2		2		1		2

				123		女性		60代		新道		1		2																						3		5												2				1		そのことについての質問等、記名してなければそのことについて詳しく聞けない。 シツモントウキメイクワキ		2						2		2		2		2

				124		男性		60代		中郷		3		2																						1														1				1		真剣な対応を願う為。 シンケンタイオウネガタメ		4		日本語で意味が直接伝われば可 ニホンゴイミチョクセツツタカ				2		2		2		2

				125		男性		10.20代		清里		2		2																						1														2				1		責任を持ちたい。 セキニンモ		3						2		2		2		2

				126		男性		60代		保倉		1		2																						1		3												2				1		意見に対して自覚と責任を持つ為。 イケンタイジカクセキニンモタメ		3						2		2		1		2

				127		女性		50代		春日		3		2																						1		2		3		4		5						2				1		意見責任がある。 イケンセキニン		2				カタカナ語にする必要はない。 ゴヒツヨウ		2		2		2		1

				128		男性		70代以上		高田		3		2																						1		2		6								市が係っている公共施設の一覚、利用状況。 シカカワコウキョウシセツイチカクリヨウジョウキョウ		2				1		提出者の常識である。 テイシュツシャジョウシキ		2				意見を提出しても町内会、市議等に陳情すると同じで二重の仕事になるのではないでしょうか？ イケンテイシュツチョウナイカイシギトウチンジョウオナニジュウシゴト		3		2		2		2

				129		女性		60代		保倉		1		1		1		2		4																1		5												2				1		自分の出した意見に責任を持ち、回答を知る為。 ジブンダイケンセキニンモカイトウシタメ		3						3		1		1		1		私の保倉地区の国道側でも市街化調整区域が中々長年かかっても解除されません。土地・田畑等、荒れてきても簡単に売れません。旧市内ということでとても不公平に思います。三和区・頚城区がどんどん変化するのに対し、矛盾を感じます。検討下さい。

				130		女性		50代		直江津		3		2																						5														2				2		あくまで意見であり、明記する必要はない。 イケンメイキヒツヨウ		2				どのようにまとめ、反映するのか分からない。 ハンエイワ		1		2		2		2

				131		男性		60代		安塚		2		2																						4														1				2		プライバシーの件で ケン		2				今まで不理解のためあまりわかりませんでした。 イマフリカイ		2		3		2		2

				132		男性		60代		直江津		3		2																						1		5												1				1		意見を言うべきの中でやはり提出者を明確にしておくべきで責任の有無も用件によっては出てくるので明確にすべき。 イケンイナカテイシュツシャメイカクセキニンウムヨウケンデメイカク		2						2		2		2		2

				133		女性		50代		高田		3		2																						2		3												2				2		個人的に意見を提出しにくい。何でも言えない。 コジンテキイケンテイシュツナンイ						1.個人的に市政に関わる事が出来るので良い事だと思う。2.今までは意見等聞いてもらえる所などがなく自分で考えて思いついても黙認しているだけでなき寝入りの部分が沢山あった。3.市の職員の横柄な態度等。 コジンテキシセイカカコトデキヨコトオモイマイケントウキトコロジブンカンガオモモクニンネイブブンタクサンシショクインヨコガラタイドトウ		2		3		2		3

				134		女性		50代		高田		2		2																						1		5												4		意見を求める内容によると思うが1月未満は短いと思う。 イケンモトナイヨウオモガツミマンミジカオモ		2		今まで提出された意見の件数内容はわかりませんが、無記名であれば色んな人から提出されるのでは？そもそもこの制度自体市民全てがわかっている訳でもないでしょうし、興味のある人しか提出しないのでは。 イマテイシュツイケンケンスウナイヨウムキメイイロヒトテイシュツセイドジタイシミンスベワケキョウミヒトテイシュツ		2				意見募集の公表場所を多く、又は普段行く場所にしてほしい（大型ショッピングセンター等）現在の公表場所は特定の利用者は良いと思うが、仕事をしている・子供もいない、現在私は必要な時にしか足を運ばない場所、こんな人多いのでは？ イケンボシュウコウヒョウバショオオマタフダンイバショオオガタトウゲンザイコウヒョウバショトクテイリヨウシャヨオモシゴトコドモゲンザイワタシヒツヨウトキアシハコバショヒトオオ		3		2		2		2

				135		男性		50代		高田		2		2																						4		5												1				1		説明責任があるので当然であるが個人情報は行政が管理することが大切。 セツメイセキニントウゼンコジンジョウホウギョウセイカンリタイセツ						広報活動が重要であると思います。
特定の人や団体の意見ばかりでは困ります。 コウホウカツドウジュウヨウオモトクテイヒトダンタイイケンコマ		2		2		2		2

				136				50代		有田		2		2																						1														2				2		個人としての成熟度がまだ育っていない。 コジンセイジュクドソダ		3						3		1		1		2

				137		女性		50代		柿崎		3		2																						5														2				2		誰が書いたかわかると内容より人で決めてしまいそう。知名度の高い人の意見内容に決まりそう。 ダレカナイヨウヒトキチメイドタカヒトイケンナイヨウキ		2				知らなかった制度・・・少しは勉強になりました。今度区の総合事務所に行ってみたいと思います。 シセイドスコベンキョウコンドクソウゴウジムショイオモ				2		2		2

				138		男性		60代		柿崎		3		2																						1														2				1		意見を出すからにはその意見に責任を持ってもらう必要があるので明記してもらった方が良い。 イケンダイケンセキニンモヒツヨウメイキホウヨ		2				この制度を条例化することは良いことと思います。又、市民が意見を出し易くする工夫も必要と思います。例えば市の重要な計画や条例をつくる主旨や目的などをわかり易く説明する事など・・・ セイドジョウレイカヨオモマタシミンイケンダヤスクフウヒツヨウオモタトシジュウヨウケイカクジョウレイシュシモクテキヤスセツメイコト		2		2		2		2

				139		女性		30代		浦川原		3		2																						1		5		6								お金の使い方、配分、建設に掛かった金額 カネツカカタハイブンケンセツカキンガク		2				2		氏名・電話は記入自由にして、住所・地域・男女・年齢は記入してもらえればよいかも。 シメイデンワキニュウジユウジュウショチイキダンジョネンレイキニュウ		3						2		2		2		2

				140		女性		60代		直江津		2		2																						5														1				2				3						2		2		2		2

				141		女性		30代		大潟		3		2																						1		3		4										2				2		氏名等を明記することによって左右される事があるからいらないと思う。 シメイトウメイキサユウコトオモ		1				パブリックコメントを進めるのであればもっと市民が誰でも知るようにもう少し宣伝らしい事をすれば、もっとみんながわかるのでは？ ススシミンダレシスコセンデンコト		2		1		2		2

				142		男性		30代		直江津		1		1		10																				5														2				1		氏名を出すことによって、その意見に責任を持つことになる。 シメイダイケンセキニンモ		4		市民ご意見箱など シミンイケンバコ		制度は良いと思うが名称が横文字でわかり図らい。横文字はかっこが良いが、身構えてしまうのではないか。単純明解の名前の方が皆さんに浸透しやすく気軽に意見を出せると思う。 セイドヨオモメイショウヨコモジズヨコモジヨミガマタンジュンメイカイナマエホウミナシントウキガルイケンダオモ		2		2		1		1

				143		女性		40代		新道		3		2																						4		5												1				1		自分の意見に責任と自身を持ってもらうためにも、匿名とかは良くない。 ジブンイケンセキニンジシンモトクメイヨ		2				名称一つ、とってみてもカタカナ語が入っていて年配の人には他人事の制度になりそうである。かといって、漢字ばかり並べても面倒くさい事のようで、どうも馴染めない制度です。 メイショウヒトゴハイネンパイヒトタニンゴトセイドカンジナラメンドウコトナジセイド		3		2		3		3		パブリックコメント制度・・・・申し訳ありませんが、このアンケート用紙をいただくまでは、見たことも聞いたこともありませんでした。で、資料を読ませていただいても感心が持てませんでした。この制度はいつからあったのでしょうか？勉強不足ですみません。この制度は市民の皆さんにどうやって告知されていたのでしょうか？私のような人も少なくないと思いますが。 セイドモウワケヨウシミキシリョウヨカンシンモセイドベンキョウブソクセイドシミンミナコクチワタシヒトスクオモ

				144		女性		50代		有田		2		2																						4		5												2				1		勝手なことばかり言う人もいる。自分の発言に責任を持つべき。 カッテイヒトジブンハツゲンセキニンモ		3				町内会等を通じて、もっと皆にわかってもらった方が良いと思う。（ほとんどの人がこの制度を知らないと思う） チョウナイカイトウツウミナホウヨオモヒトセイドシオモ		3		1		2		2

				145		女性		60代		柿崎		3		2																						4														2				1		提出文に対する責任の為。 テイシュツブンタイセキニンタメ		2						3		2		2		2

				146		男性		70代以上		金谷		1		2																						1														2				1		真意を記述して提出するのですから明記する必要があると思います。 シンイキジュツテイシュツメイキヒツヨウオモ		3						2		2		2		2

				147		女性		50代		高田		2		2																						1		4		5		5						高齢者世帯救済対策 コウレイシャセタイキュウサイタイサク		4		ケースバイケースで弾力的に。長期が向くものもあるのでは。 ダンリョクテキチョウキム		3		任意。一律に線引きしない事が大事。 ニンイイチリツセンヒコトダイジ		4		市民の意見手続条例 シミンイケンテツヅキジョウレイ		問6の氏名等の明記ですが、「なるべくお書き下さい」として「書かれない場合はそのご事情・理由をお書き下さい」としてはどうでしょうか？ トシメイトウメイキカクダカバアイジジョウリユウカクダ		2		2		2		2

				148		女性		40代		高田		2		2																						1		3		4		5								1				2		直接市に回答していただく場合などはいいけれど、不特定多数の人に氏名は公表したくない。色々な利害関係などある場合、関係者に迷惑をかけたくないし、公表ということが前提にあると、尻込みする人が出てくると思う。 チョクセツシカイトウバアイフトクテイタスウヒトシメイコウヒョウイロイロリガイカンケイバアイカンケイシャメイワクコウヒョウゼンテイシリゴヒトデオモ		3				提出された意見について検討されるのはどのような人たちですか。それぞれの意見によって検討される方々も違うのですか？ テイシュツイケンケントウヒトイケンケントウカタガタチガ		2		2		2		2

				149		男性		70代以上		高田		2		2																						1		4		5										2				1				3						2		2		2		2

				150				70代以上		高田		1		2																						2		4		5										2				2		多数の市民より意見が寄せられると思うから。 タスウシミンイケンヨオモ		1						2		2		2		2		直江津駅前図書館の件
寺町駐車場（金をかけたのに利用者が0に近い
土地開発公社の件（急に赤字等と、言い訳がましい情報を乱発している）

				151		女性		60代		有田		2		2																						4														2								2						2		2		2		3

				152		男性		60代		頸城		3		2																						3		5												2				1		意見を確実なものにするために。 イケンカクジツ		3						2		2		2		2

				153		男性		70代以上		三和		1		1		3		4																		1		2		3		4		5						2				1		市役所担当者と意見提出者とが連絡できる。 シヤクショタントウシャイケンテイシュツシャレンラク		1						2		2		1		1

				154		男性		50代		新道		3		2																						1		5												2				2				2				意見を検討する人によって意見が生かされるかどうかが変わってくるのではないでしょうか？ イケンケントウヒトイケンイカ		3		2		2		2

				155		女性		40代		春日		3		2																						1		5												1				1		意見に対して質問がある場合に便利 イケンタイシツモンバアイベンリ		4		市民意見提出条例 シミンイケンテイシュツジョウレイ		広報をよく読んで、意見があればＦＡＸなどで提出していきたいです。 コウホウヨイケンテイシュツ		2		2		2		2

				156		男性		70代以上		三和		3		2																						1		4												2				1		意見者の住所・氏名等は提出にあたって当然と考えるから。 イケンシャジュウショシメイトウテイシュツトウゼンカンガ		1						2		2		2		2

				157		男性		30代		新道		2		2																						4		5												2				2		セキュリティー・コンプライアンスからみても、明記して提出しなくても良いのではないか。 メイキテイシュツヨ		3				ホームページ等で公開してほしい。検討願います。結果公表→区名等は不要（無記名）です。結果のみ公開実施 トウコウカイケントウネガケッカコウヒョウクメイトウフヨウムキメイケッカコウカイジッシ		2		2		1		2

				158		女性		10.20代		和田		3		2																						3		5												2				2		明記しない方が色々な意見が出ると思う。 メイキホウイロイロイケンデオモ		3						2		2		2		2

				159		男性		60代		和田		2		2																						1														2				1		真摯な態度を示すため。 シンシタイドシメ		3						2		3		2		2

				160		男性		70代以上		高田		2		2																						1		4												2				1		提案事項がベストであってももっと詳細に向かう場合もある。 テイアンジコウショウサイムバアイ		2				市民が約20万も居住しているが、この制度の必要性を理解しやすく説明し全市民へのＰＲは大変なことだと思う。手段は種々あると思いますが、一番身近な方法は市広報でしょうが単発では効果は少ないので3～4回位連続するのがグットかと。又、日常の集客施設等をも大いに利用されてはどうですか。 シミンヤクマンイジュウセイドヒツヨウセイリカイセツメイゼンシミンタイヘンオモシュダンシュオモイチバンミヂカホウホウシコウホウタンパツコウカスクカイクライレンゾクマタニチジョウシュウキャクシセツトウオオリヨウ		2		2		2		2

				161		女性		60代		高田		2		2																						1		5												2				2		氏名明記は意見を出しにくいのではないかと思います。 シメイメイキイケンダオモ		3						3		1		2		2

				162		男性		30代		直江津		2		2																						4		5												1				1		無責任・いい加減な意見を防ぐため。 ムセキニンカゲンイケンフセ		3				一つ一つの意見を大切に慎重に協議していただき、必ず結果を公開するようお願いします。 ヒトヒトイケンタイセツシンチョウキョウギカナラケッカコウカイネガ		2		1		2		2

				163		女性		40代		高田		2		2																						1		5												1				3		正確な意見を出せるから。
適当に書いてしまうから。 セイカクイケンダテキトウカ		3						2		2		2		2

				164		男性		60代		和田		2		2																						4														2				2		公明性、正確性が得られる。 コウメイセイセイカクセイエ		3				意見を生かせる制度で大変良いと思います。 イケンイセイドタイヘンヨオモ		3		2		1		2

				165		女性		50代		三郷		2		2																						1		2		3		4		5						2				1		合併で上越市も広くなり考えも色々だと思うから。 ガッペイジョウエツシヒロカンガイロイロオモ		1				忙しい日々の生活の中市の色々な事を考える時間が持てることをうれしく思います。何もわからない私ですが市民の意見を出せる、開けた市であってほしいと思います。 イソガヒビセイカツナカシイロイロコトカンガジカンモオモナニワタシシミンイケンダヒラシオモ		2		2		1		2

				166		女性		50代		柿崎		1		2																						1		2		3		4		5						2				2		目的が意見を聞くことであり、誰がではないから本当の意見が出てこない可能性があるから。 モクテキイケンキダレホントウイケンデカノウセイ		2				公表はなるべく身近にしてほしいので広報じょうえつを使うのが一番良いと思います。わざわざ出かけるというのは私的には避けたい。 コウヒョウミヂカコウホウツカイチバンヨオモデワタシテキサ		2		2		2		2

				167		男性		60代		大潟		1		2																						1		4		6								市における「地域内分権」の確立、市議選をブロック制に シチイキナイブンケンカクリツシギセンセイ		1				1		自らの意見として堂々と、もし名を伏せる意見なら市議・長会長などを通じて・・・。又は、投書などで。 ミズカイケンドウドウナフイケンシギチョウカイチョウツウマタトウショ		4		市民の意見提出に関する条例 シミンイケンテイシュツカンジョウレイ		意見の対象をもっと易しく広げるべき。例えば「保育環境の設備」や「教育、医療」などの機会均等、負担公平化などについても・・・。
公共施設建設計画は対象を広く多くし具体的に求めるべし。又、廃止を求める意見も・・・（中止を求めるも） イケンタイショウヤサヒロタトホイクカンキョウセツビキョウイクイリョウキカイキントウフタンコウヘイカコウキョウシセツケンセツケイカクタイショウヒロオオグタイテキモトマタハイシモトイケンチュウシモト		2		3		1		1

				168		男性		70代以上		和田		2		2																						5														2				1				2				意見・要望など集計してもどのようにして実行・実現するのか法律、条令は整備しても資金（予算）で不可能な状況が山積みしているように思う。例・・・役所の回答「皆様の要求は理解できるが財政的に大変困難な状況」 イケンヨウボウシュウケイジッコウジツゲンホウリツジョウレイセイビシキンヨサンフカノウジョウキョウヤマヅオモレイヤクショカイトウミナサマヨウキュウリカイザイセイテキタイヘンコンナンジョウキョウ		2		2		2		3

				169		女性		70代以上		直江津		3		2																						1		5												1				1		意見を出す人はそれなりの権利があると思うから。 イケンダヒトケンリオモ		3						3		2		2		2

				170		女性		60代		中郷		3		2																						1		3		4		5								2				2		地区とか年齢だけでいいと思う。 チクネンレイオモ		2						3		2		2		2

				171		女性		50代		中郷		2		2																						4		5												2				1		意見に責任を持つ意味でも明記すべき。 イケンセキニンモイミメイキ		4		市民意見提出条例 シミンイケンテイシュツジョウレイ		名前は知っていても内容がわからなかったり、具体的にどうするのかわからない人が多いと思うので市民に周知することが必要だと思う。 ナマエシナイヨウグタイテキヒトオオオモシミンシュウチヒツヨウオモ		2		2		2		2

				172		女性		50代		頸城		3		2																						1		4												2				2				2						2		3		3		2

				173				70代以上		高田		2		2																						1														2				2		各年齢層の意見を聞けば目的を達成できると思います。 カクネンレイソウイケンキモクテキタッセイオモ		1						2		2		2		2

				174		女性		70代以上		金谷		2		2																						4		5												1				1		個人の意見が市の計画指針に少しでも参考にしてもらっているかの目安。 コジンイケンシケイカクシシンスコサンコウメヤス		2						3		2		1		2

				175		女性		70代以上		津有		1		2																						1		3		4										2				1		責任を持つべきだから。 セキニンモ		2						2		1		2		1

				176		男性		50代		吉川		1		2																						1		3		4		5								2				1		プライバシーのことではないのだから匿名は受け付ける必要はない。 トクメイウツヒツヨウ		3						2		2		2		2

				177		男性		50代		清里		2		2																						3		4												2				2		本当の意見が出ない。 ホントウイケンデ		3						3		1		2		3

				178		男性		60代		吉川		2		2																						1		3												2				1		意見が誰が言っているかわかる。 イケンダレイ		2						2		2		2		2

				179		女性		50代		三和		3		2																						1		4		5										1				1		原則として明記すべきだと思います。その意見に責任があると思うからです。 ゲンソクメイキオモイケンセキニンオモ		2				誰でも分かり易い名称にしなければいけないと思います。外来語（カタカナ）は賛成できません。一言で分かり易い日本語（または誰でもが周知している外来語）が良いと考えます。 ダレワヤスメイショウオモガイライゴサンセイヒトコトワヤスニホンゴダレシュウチガイライゴヨカンガ		2		2		2		2

				180		女性		50代		直江津		2		2																						1		5												1				1		意見に責任を持ちたい。 イケンセキニンモ		3				上越に転居してきて不明な事・疑問な事・意見等がありホームページを通して質問したことがありますが、まったく返答がありませんでした。それ以来パブリックコメント等について信用していません。		3		2		2		2

				181		女性		50代		新道		3		2																						4														1				2				2				今回始めてこの制度があるのを知りました。市民の大多数は知らないんではないでしょうか？広報で特集してみたら良いんではないですか。 コンカイハジセイドシシミンダイタスウシコウホウトクシュウヨ		2		1		3		2

				182		男性		50代		北諏訪		3		2																						1		4												2				1		責任と義務があるから。 セキニンギム		2						2		2		2		2

				183		女性		70代以上		高田		1		2																						5														2				1		意見について真意を確認する内容等もあろうかと思う（せっかくの意見がボツにならない為にも） イケンシンイカクニンナイヨウトウオモイケンタメ		2				例えば直江津地区の図書館の建替の件でも反対する議員→結果は→成立ですが地区の人々に意見は聞かれているのでしょうか。制度利用でどの位出ているのか新聞で見る限りでは始めから決定されている感じでした。私は高田なのでなんとも言えませんが。 タトナオエツチクトショカンケンカケンハンタイギインケッカセイリツチクヒトビトイケンキセイドリヨウクライデシンブンミカギハジケッテイカンワタシタカダイ		2		2		2		2

				184		男性		60代		春日		2		2																						1		5												1				2										2		2		2		2

				185		女性		70代以上		柿崎		3		2																						5														2				2		あとで色々問題になると困るから。 イロイロモンダイコマ								2		3		3		3

				186		男性		30代		直江津		2		2																						5														1				1		内部からの意見かもしれないので市民からの意見がどうかわかるから良いと思う。 ナイブイケンシミンイケンヨオモ		3						2		1		2		2

				187		男性		60代		直江津		3		2																						1		2		3		4		4		6		ゴミ問題等環境関係 モンダイトウカンキョウカンケイ		2				1		自分の意見に対する責任。 ジブンイケンタイセキニン		3				意見を集約し公表するのはもちろんだが、意見が多いからといって、そちらが正しいとかその方向に向かうかは別であってこの辺りが問題になるのでは。 イケンシュウヤクコウヒョウイケンオオタダホウコウムベツアタモンダイ		2		2		2		2

				188		男性		60代		大潟		3		2																						1		4												2				2		色々な意見を聞くには無記名の方が多く出る。 イロイロイケンキムキメイホウオオデ		2						2		2		2		2

				189		男性		30代		直江津		2		2																						1		5												2				1		明記することで信ぴょう性が高まると思う。 メイキシンセイタカオモ		1						2		2		2		2

				190		男性		60代		高田		1		2																						5														2				2		本音を表せない場合がある。 ホンネアラワバアイ		2				無記名で気軽で自由に書けることが望まれる。 ムキメイキガルジユウカノゾ		3		1		2		2

				191		男性		70代以上		高田		2		2																						4														2				1		理性的であるべきだ。 リセイテキ		3				提出された意見の検討会について、開示されますか。そのポイントは
1.構成者
2.検討会の抄録
3.変更点の明示 テイシュツイケンケントウカイカイジコウセイシャケントウカイショウロクヘンコウテンメイジ		2		2		2		1

				192		男性		30代		高田		2		2																						1		5												2				2		各個人の自由な発想に重点を置いたほうが良い為。 カクコジンジユウハッソウジュウテンオヨタメ		3				市民が基点となっていく風潮は良いと思うが、無記名等の場合の弊害も多少あると思われる。ゆえに市議会でのチェック機能もより一層求められる。提案される意見が一部の利害と絡んでいないか選別する目が必要だ。 シミンキテンフウチョウヨオモムキメイトウバアイヘイガイタショウオモシギカイキノウイッソウモトテイアンイケンイチブリガイカラセンベツメヒツヨウ		2		2		2		2

				193		男性		50代		板倉		3		2																						1		5												1				1		責任ある意見を書けると思う。 セキニンイケンカオモ		2						3		1		2		2

				194		男性		40代		安塚		3		2																						5														2				1		当たり前だ。自分の意見に責任を持つべき。 アマエジブンイケンセキニンモ		4		意見条例 イケンジョウレイ				2		2		2		2

				195		男性		70代以上		板倉		1		2																						1		4		5										2				2				2						2		2		2		3

				196		男性		50代		新道		3		2																						1		3												2				1		自分の意見をはっきり言うため。 ジブンイケンイ		3						2		2		2		2

				197		男性		40代		高士		2		2																						1		5												2				1		冷やかしではなく、自分の考えを伝えるため。 ヒジブンカンガツタ		3				市民全体に周知するのは難しいと思いますがそれでも分かり易く伝えて下さい。出来るだけ市政に関心を持ちたいから。 シミンゼンタイシュウチムズカオモワヤスツタクダデキシセイカンシンモ		2		2		2		2

				198		女性		50代		高田		3		2																						1		4												2				2		意見をより多く提出できると思うから。 イケンオオテイシュツオモ		2						3		2		2		2

				199		女性		30代		頸城		3		2																						1		3												2				1		氏名を明記することにより冷やかしのような意見が減ると思う。 シメイメイキヒイケンヘオモ		3				今回のパブリックコメントはまったく知りませんでした。モニターをしていなければたぶん気がつかないままだったと思います。内容によっては意見を言いたいと思う人も多いのでは！ケーブルテレビなどを利用して今はこんな内容のパブリックコメントを募集していると放送すれば沢山の意見が集まると思うのですが。 コンカイシキオモナイヨウイケンイオモヒトオオリヨウイマナイヨウボシュウホウソウタクサンイケンアツオモ		2		2		2		2

				200		男性		50代		津有		3		2																						1		4												2				1		意見に責任を持って貰う為。 イケンセキニンモモラタメ		2						2		2		2		2

				201		女性		30代		三和		1		2																						5														2				1		意見するからには発言に責任を持ってほしいです。 イケンハツゲンセキニンモ		2						3		2		2		2

				202		女性		60代		春日		3		2																						1														2				2		住む場所と歳がわかれば良いと思う。 スバショトシヨオモ		2						2		2		2		2		体育館の広い所があきの時もう少し利用させてもらいたい。（年々高齢者が多くなる為）

				203		男性		60代		新道		3		2																						1		4		5										2				2		自由な意見が発表出来ない恐れがある。 ジユウイケンハッピョウデキオソ		3						2		3		2		1

				204		女性		10.20代		新道		2		2																						5														2				3		自分の意見に責任を持ち採用されたらもっと詳しく担当の方に言えたりするから。
しかし社会的立場や個人情報などの件で知られたくない人もいる。 ジブンイケンセキニンモサイヨウクワタントウカタイシャカイテキタチバコジンジョウホウケンシヒト		2						3		1		2		2

				205		男性		50代		有田		1		2																						1		5												2				1				1						2		2		2		2

				206		女性		30代		有田		3		2																						1														2				2		市役所の方と連絡を取り合うことがなければ必要ない。 シヤクショカタレンラクトアヒツヨウ		2						2		2		2		2

				207		女性		60代		春日		2		2																						4														2				2		明記することにより意見の内容に多少遠慮が出てしまう場合がある。 メイキイケンナイヨウタショウエンリョデバアイ		2						3		2		2		2

				208		男性		40代		和田		2		2																						4		5												4		テーマの内容により公表期間を定めるべき。 ナイヨウコウヒョウキカンサダ		2		個人情報が外部に漏れる恐れがある。意見提出に消極的になってしまうのでは。 コジンジョウホウガイブモオソイケンテイシュツショウキョクテキ		3						2		2		2		2

				209		男性		50代		名立		3		2																						5														2				1		意見に責任を持つ。 イケンセキニンモ		3						2		3		2		3

				210		女性		60代		直江津		2		2																						1		3		4		5								2				1		提出意見に対しての責任（いたずら防止） テイシュツイケンタイセキニンボウシ		3				今回送付頂いた豆知識（資料）で意見募集の公表場所が分かりましたが、中々公表場所へ出向き計画・条例（案）を見ることは出来ません。「広報じょうえつ」に（案）も掲載すればより多くの市民の意見が集められると思います。 コンカイソウフイタダマメチシキシリョウイケンボシュウコウヒョウバショワナカナカコウヒョウバショデムケイカクジョウレイアンミデキコウホウアンケイサイオオシミンイケンアツオモ		2		2		2		2

				211		男性		50代		名立		3		2																						1		4		5										2				1		当然のことである。 トウゼン		2						2		2		1		2

				212		男性		50代		八千浦		1		2																						1		4		5										4		内容の重要度とパブコメ周知方法による。 ナイヨウジュウヨウドシュウチホウホウ		2		原則明記だが、センシブルな問題もあろう。 ゲンソクメイキモンダイ		3				基本的に多様な項目でパブコメ募集を行う配慮が要る。とかく「こんなことまで市民にお伺いを立てる必要はあるまい」と行政マンは思いがちだが論理の整合性にそぐわない「現場」は多いものです。現場の実態が「事実」なのだから。 キホンテキタヨウコウモクボシュウオコナハイリョイシミンウカガタヒツヨウギョウセイオモロンリセイゴウセイゲンバオオゲンバジッタイジジツ		2		1		1		1		上越市サイト（トップページ）ではパブコメ募集中の表示をもう少し分かり易くして下さい。（返信の件数に関わらず） ジョウエツシボシュウチュウヒョウジスコワヤスクダヘンシンケンスウカカ

				213		男性		40代		頸城		3		2																						1														1				1		匿名でも提出出来ればと思う（時には） トクメイテイシュツデキオモトキ		2						2		2		2		2

				214		男性		70代以上				2		2																						4		5												2				2		具体的に意見を出しにくい。 グタイテキイケンダ		2						3		2		2		2

				215		男性		40代		金谷		3		2																						5														1				1		無責任な意見を防止する必要がある。 ムセキニンイケンボウシヒツヨウ		3						2		2		2		2

				216		女性		60代		金谷		2		2																						4		5												2				2		個人情報保護のため コジンジョウホウホゴ		2				常に色々な情報ＴＶ・ラジオ他で思うことなのですが、社会全体が高齢化に向かっているのに、この方面では、めったやたらと分かりにくい横文字が多すぎると思います。それを考えて、もう少し優しく分かり易い言葉ですべきと思いますが・・・それであるなら分かり易い言葉を添えるとか。 ツネイロイロジョウホウホカオモシャカイゼンタイコウレイカムホウメンワヨコモジオオオモカンガスコヤサワヤスコトバオモワヤスコトバソ		1		3		3		3

				217		女性		10.20代		高田		3		2																						5														2				2		資料に書かれているように、無記名の場合、個人に有利になるようなことがあるかもしれないが、個人情報を万が一、外部に流出されかねないという恐怖の方が強い。 シリョウカムキメイバアイコジンユウリコジンジョウホウマンイチガイブリュウシュツキョウフホウツヨ		2				市政モニターアンケートを受けるまでその様な制度があることさえ知らなかった。確かにパブリックコメント制度があれば透明性は上がると思うが、それ以前に知名度が低いかと思う。 シセイウヨウセイドシタシセイドトウメイセイアオモイゼンチメイドヒクオモ		2		2		1		2

				218		女性		50代		吉川		3		2																						5														2				1		考えや意見を提出する際には責任を持つべきです。 カンガイケンテイシュツサイセキニンモ		2						2		3		2		2

				219		女性		60代		牧		2		2																						4		5												2				2		誰が提出したかというのは問題ではないと思う。任意でよいと思う。明記しないから意見が言える場合もあると思う。提出された意見が正しければ採用するべきだと思えば（市民の代表として）誰の意見かわからないから採用できないとはならないのでは。 ダレテイシュツモンダイオモニンイオモメイキイケンイバアイオモテイシュツイケンタダサイヨウオモシミンダイヒョウダレイケンサイヨウ		2						2		3		3		3

				220		女性		70代以上		和田		3		2																						1		4		5										2				1		責任を持つため。 セキニンモ		2						1		3		3		3

				221		男性		30代		北諏訪		3		2																						4		5												2				2		明記することにより意見の提出が消極的になりやすい。 メイキイケンテイシュツショウキョクテキ		2						2		2		2		2

				222		女性		50代		北諏訪		3		2																						3		4		5										4		公表期間よりも制度他、知ってもらうためには、広報などの書面だけでは中々みんなが目を通すことが難しいのでは。もっと参加してもらうための手段を検討したらどうか。 コウヒョウキカンセイドホカシコウホウショメンナカナカメトオムズカサンカシュダンケントウ		2		誰のものか、わかってしまうと思うと中々、意見が出しにくいのでは？ ダレオモナカナカイケンダ		4		名称はあまり関係ないのでは？ メイショウカンケイ		勉強不足のため、適切な意見ができませんが、提出制度で出された意見が反映されるようお願いします。 ベンキョウブソクテキセツイケンテイシュツセイドダイケンハンエイネガ						3		3

				223		女性		50代		新道		3		2																						4		5												2				2		誰もが自由な意見を提出できる制度ではないでしょうか。 ダレジユウイケンテイシュツセイド		3				初めてこの制度の仕組みを知りました。資料豆知識で良く分かったので資料を全市民に知らせたら良いのでは。 ハジセイドシクシシリョウマメチシキヨワシリョウゼンシミンシヨ		3		1		3		2

				224		女性		50代		新道		3		2																						1		4		5										4		その議案によって期間を決める（3段階とか4段階・・・とか） ギアンキカンキダンカイダンカイ		2		個人情報保護法とか色々あるので地区名等だけでも。あとは本人の自由にすべき。 コジンジョウホウホゴホウイロイロチクメイトウホンニンジユウ		3				パブリックコメントを広く求めるのなら一人暮らし等の老人世帯の人からも意見が出しやすいように考えるべき。ホームページや情報コーナーの利用は老人等の人には難しいのでは？テレビ等の活用は？ ヒロモトヒトリグトウロウジンセタイヒトイケンダカンガジョウホウリヨウロウジントウヒトムズカトウカツヨウ		2		2		2		2

				225		男性		70代以上		大潟		2		1		1																				1		2		3		5								2				1		提出する意見に責任を持つために。 テイシュツイケンセキニンモ		2						2		2		1		1

				226		女性		40代		板倉		2		2																						2		3		4		5								2				3		明記したい人だけ・・・というのはだめですか？ メイキヒト		3						2		3		2		2

				227		女性		50代		和田		3		2																						1		3		5										2				2		氏名を明記すると意見が言いにくいと思う。 シメイメイキイケンイオモ		2				英語とカタカナ表記した言葉というのはわからないし親しみもないのでなるべくもっと分かりやすい言葉で表現した方がいいと言う。だからパブリックコメントとはどんなものか分からない人が多いと思う。 エイゴヒョウキコトバシタワコトバヒョウゲンホウイワヒトオオオモ		2		3		3		3

				228		女性		30代		直江津		1		2																						1		4		5										2				2		賛成ならともかく、もし反対意見の場合、なんとなく書きづらい。 サンセイハンタイイケンバアイカ		2				全体的にもっと分かりやすくしてもらいたい。 ゼンタイテキワ		2		2		2		2

				229		女性		40代		金谷		1		2																						1		5												2				1		意見への責任 イケンセキニン		3						2		2		2		1

				230		男性		70代以上		直江津		2		2																						1		3												2				1		責任ある回答が得られろと思われる。 セキニンカイトウエオモ		3						2		2		2		2

				231		男性		60代		大潟		2		2																						1		2		5										2				2		責任はあくまで意見であって何らかの責任を持つ必要がない。 セキニンイケンナンセキニンモヒツヨウ		4		後期有会者→長寿と変更の例にみるように、ネーミングについては知恵を出して検討した方が良い。 コウキアカイシャチョウジュヘンコウレイチエダケントウホウヨ				2		2		2		3

				232		女性		40代		大潟		1		1		3		4																		1		2		3		4		5						2				1		市民として意見を寄せるのだから、明記するべきところはきちんとするべきだ。 シミンイケンヨメイキ		2				「市民の意見」を聞くということに制度や範囲を設ける必要があるのか。市政すべてについて出来る限りパブリックコメントが行えることが大切ではないか？特に公共施設の建設計画については、当該地区の住民だけではなく、広く市民の考えを聞くべきである。 シミンイケンキセイドハンイモウヒツヨウシセイデキカギオコナタイセツトクコウキョウシセツケンセツケイカクトウガイチクジュウミンヒロシミンカンガキ		3		1		1		1

				233		男性		50代		柿崎		3		2																						1		5												2				1		無記名だと無責任な意見になりやすい。 ムキメイムセキニンイケン		3				パブリックコメント自体知らなかった。市民が多いのではもっと、この事自体を市民みんなに認識してもらった方が良い。市民にもっと理解してもらう方法を考えた方が良いのでは。 ジタイシシミンオオコトジタイシミンニンシキホウヨシミンリカイホウホウカンガホウヨ		3		1		3		1

				234		女性		60代		高田		3		2																						1		5												2				1		自分の意見に責任を持つべき。 ジブンイケンセキニンモ		4		パブリックコメントという横文字が少し抵抗があります。「私の意見提出手続条例」とか「みんなの声・・・」等でよいのでは？ ヨコモジスコテイコウワタシイケンテイシュツテツヅキジョウレイコエトウ		大変よい制度だと思います。「市民の意見を聴く会」の内容（具体的なもの）が事前にわかれば参加意欲がわくと思います。 タイヘンセイドオモシミンイケンキカイナイヨウグタイテキジゼンサンカイヨクオモ		2		1		1		2

				235		女性		40代		金谷		3		2																						5														1				2		意見したことによって氏名が漏れないとは限らないと思うから。 イケンシメイモカギオモ		2						3		1		2		3

				236		女性		60代		頸城		3		2																						1		3												2				1				3						2		2		2		3

				237		男性		40代		保倉		2		2																						1		5												2				1		自分の意見に責任を持つために明記する。 ジブンイケンセキニンモメイキ		3						2		2		2		2

				238		女性		50代		春日		2		2																						5														2														2		2		2		2

				239		女性		50代		諏訪		3		2																																				3								3						2		3		2		2

				240		男性		50代		有田		1		2																						1		3		4										1				1		①回答を連絡するため　②責任ある意見でなくてはならない為。 カイトウレンラクセキニンイケンタメ		1				現行のパブコメ制度を大幅に改善する必要があります。今回の図書館移転問題でその実態が現れました。行政は何が何でも移転あり気で終始しました。意見に対して頓珍漢な回答が多く、制度が機能しておりません。市民として大変情けなく行政に対し不安を感じております。市長・教育委員会・議員は大反省すべきです。 ゲンコウセイドオオハバカイゼンヒツヨウコンカイトショカンイテンモンダイジッタイアラワギョウセイナニナンイテンキシュウシイケンタイトンチンカンカイトウオオセイドキノウシミンタイヘンナサギョウセイタイフアンカンシチョウキョウイクイインカイギインダイハンセイ		3		1		1		1

				241								1		2																						1														2				1		回答に責任を持つべきである。 カイトウセキニンモ		1						2		2		2		2

				242		男性		30代		和田		3		2																						1		5												2				1		意見に対する回答を得るため。 イケンタイカイトウエ		1						2		2		2		3

				243		男性		40代		清里		3		2																						4														2				1		言葉の責任、人間尊重上。 コトバセキニンニンゲンソンチョウウエ		2						2		2		2		2

				244		男性		40代		有田		3		2																						1		4		5										2				2		明記すると意見を出せない。 メイキイケンダ		4		カタカナではなく日本語で。 ニホンゴ		誰でも「気楽」に出せれるもの。形だけで意味がないならやるべきでない。税金の無駄。本気で考えているのなら市民が見えるものに。一部しか分からないと意味がない。 ダレキラクダカタチイミゼイキンムダホンキカンガシミンミイチブワイミ		2		2		3		3

				245		男性		60代		直江津		1		2																						1		3		5										1				1		責任ある意見提出、不明等の確認の為に必要。 セキニンイケンテイシュツフメイトウカクニンタメヒツヨウ		3				市が現在、パブリックコメントテーマ、案件として何を考え、制度の活用を何時頃実施するか？目途を示してほしい。 シゲンザイアンケンナニカンガセイドカツヨウナンジゴロジッシメドシメ		2		2		2		2

				246		男性		50代		柿崎		2		2																						3		4												1				1		ひどい無責任、危険発言を防止できるから。 ムセキニンキケンハツゲンボウシ		2				市民に広く参加してもらえる様、広報をもっと利用すべきである。 シミンヒロサンカヨウコウホウリヨウ		2		2		2		2

				247		女性		50代		直江津		2		2																						6												自然環境設備 シゼンカンキョウセツビ		4		1ヶ月間意識しなければ、公表場所に行かない時もある。 ゲツカンイシキコウヒョウバショイトキ		2		自分の意見に責任を持たなくてはならないが、意見提出後はあまり関わりたくない。 ジブンイケンセキニンモイケンテイシュツゴカカ		2				パブリックコメント（市民意見提出制度）このような書き方をするのなら初めから皆がわかるように提示すれば良いと思います。市民として行政にお任せでどうしたら住みやすい良い町・地域住民が仲良くしていこうという事にあまり関心を持たなかった事を反省してます。 シミンイケンテイシュツセイドカカタハジミナテイジヨオモシミンギョウセイマカスヨマチチイキジュウミンナカヨコトカンシンモコトハンセイ		2		2		2		3

				248		女性		50代		名立		2		2																						1														2				2				3						2		3		2		2

				249		女性		60代		板倉		2		2																						4		5												2				1				4		市に対する意見（・・・・について）年寄りには横文字は理解できません。 シタイイケントシヨヨコモジリカイ				2		3		2		3

				250		男性		70代以上		直江津		1		2																						5														2				2		市民の声として提出が多いと思われた無記名で良いと思う。 シミンコエテイシュツオオオモムキメイヨオモ		3						2		2		2		2

				251		女性		40代		高田		2		2																						1														2				1		提出することにより（明記）責任を問えるとゆうか持てる。 テイシュツメイキセキニントモ		3				回覧板で発表したりインターネットで書き込み、公表そして実行、現実へ。 カイランバンハッピョウカココウヒョウジッコウゲンジツ		2		2		2		2

				252		男性		50代		牧		2		2																						1		4		6								新しく条例などを決める時だけでなく、現在の計画や条例等の規則について。 アタラジョウレイキトキゲンザイケイカクジョウレイトウキソク		4		問4・6の内容は常時。 トナイヨウジョウジ		1		無責任な意見を排除する為、また批判常習者を排除する為。 ムセキニンイケンハイジョタメヒハンジョウシュウシャハイジョタメ		4		市民意見募集条例 シミンイケンボシュウジョウレイ		市民の意見を聞くことも大切だか無責任意見や常習の一部市民の意見に振り回され、成せることも、成せなくなったり、必要以上に時間が掛かるようでは、かえって問題だ。 シミンイケンキタイセツムセキニンイケンジョウシュウイチブシミンイケンフマワナナヒツヨウイジョウジカンカモンダイ		2		1		2		2

				253				50代		柿崎		3		2																						1		5												2				1		明記をしないと市としても返事が出来ない。 メイキシヘンジデキ		3						2		3		2		2

				254		女性		10.20代		直江津		2		2																						1		5												1				1		より深く内容等、確認する場合に必要だと思う。 フカナイヨウトウカクニンバアイヒツヨウオモ		3				市内の会社やお店にも資料を配れば家で見ない人も休憩時間の空いた時間に目を通す事が出来ると思う。そうすれば市の取り組みなど、もっと知ってもらえると思う。 シナイカイシャミセシリョウクバイエミヒトキュウケイジカンアジカンメトオコトデキオモシトクシオモ		2		2		2		2

				255		男性		30代		有田		3		2																						1		5												2				2		市に対する厳しい意見が言いにくいから シタイキビイケンイ								2		2		2		1

				256		女性		60代		牧		3		2																						2														1				3		集約される方が必要であれば
個人の自由でよいとも思います シュウヤクホウヒツヨウコジンジユウオモ		2						2		3		2

				257		男性		50代		春日		3		2																						2		5												2				3		どちらでもよい		2						3		2		2		2

				258		女性		60代		高田		1		2																						1		5												2				1		無記名にすると責任の持てる意見が出ないと思う ムキメイセキニンモイケンデオモ		2						2		1		2		2

				259		女性		60代		高田		2		2																						1		3		4										2				1		無責任になるから明記したほうがよい ムセキニンメイキ		3				保守的な町で、意見が果たして取り上げられるかどうかが期待できない。皆一塊団子状態だと思うので ホシュテキマチイケンハトアキタイミンナヒトカタマリダンゴジョウタイオモ		2		2		2		2

				260		女性		10.20代		直江津		3		2																						1														2				1				1						2		3		2		3

				261		男性		60代		直江津		3		2																						1		5												2				1		年齢・性別などにより考え方が違うことがあり、名前を書くことにより責任を負う ネンレイセイベツカンガカタチガナマエカセキニンオ		3				官・民が一体となり、上越市を考えていかないとスピード社会に全ての面でおいていかれてしまう カンミンイッタイジョウエツシカンガシャカイスベメン		2		2		2		2

				262		女性		40代		直江津		2		2																						1		5												1				3		公表の際には不要であると思う コウヒョウサイフヨウオモ		2				市民アンケートを見て、どこでどの様な条例案を見ることができるのかわかったが、広く一般の人には知らない人も多いのではないかと思う。又、氏名公表であると、率直な意見を述べづらいのではないかと思う シミンミヨウジョウレイアンミヒロイッパンヒトシヒトオオオモマタシメイコウヒョウソッチョクイケンノオモ		2		2		2		2

				263		男性		50代		直江津		2		2																						4		5												2				1		個人情報として他へ流出しなければ明記すべき コジンジョウホウホカリュウシュツメイキ		4		具体的な呼称名は出せませんが、日本語で馴染みやすい名称 グタイテキコショウメイダニホンゴナジメイショウ		前向きな行政を示す良い制度と思います。
いかに市民に多く参加いただけるか興味の持てるコマーシャルベースなPRの取り組みに期待いたします マエムギョウセイシメヨセイドオモシミンオオサンカキョウミモトクキタイ		3		2		2		2

				264		男性		10.20代		直江津		3		2																						1														1				2		明記することによる長所が何かわからない メイキチョウショナニ		2				パブリックコメントと英語で表記すると響きはいいが、ピンとこない。市民意見提出制度とするなら、誰にでもわかりやすいように、何故最初から「市民意見提出制度」にしないのですか エイゴヒョウキヒビシミンイケンテイシュツセイドダレナゼサイショシミンイケンテイシュツセイド		2		2		2		2

				265		女性		70代以上		直江津		1		1		4																				1		4		5										4		その時の内容量、時期などにより異なる。内容を理解するのに時間がかかる場合がある トキナイヨウリョウジキコトナイヨウリカイジカンバアイ		1		意見提出にはその人なりの責任があると思うから イケンテイシュツヒトセキニンオモ		2				パブリックコメントで提出された市民の意見がどの程度反映されるのか疑問ですが、一応意見提出が出来る制度があることは良いことだと思う。然し市民の中にどの程度このような制度があることを知っている人がどれ位いるかや、こうした情報がどの位の人に伝わっているかが問題だと思う。調査の結果を知りたいです。
条例策定にあたっては公募による市民委員で構成し、充分検討し、骨子を作った段階で更に広く市民の意見を聞いてください テイシュツシミンイケンテイドハンエイギモンイチオウイケンテイシュツデキセイドヨオモシカシミンナカテイドセイドシヒトクライジョウホウクライヒトツタモンダイオモチョウサケッカシジョウレイサクテイコウボシミンイインコウセイジュウブンケントウコッシツクダンカイサラヒロシミンイケンキ		3		1		1		1

				266		男性		60代		有田		1		2																						4		5												2				1		無責任な意見であってはならない ムセキニンイケン		1						2		2		2		2

				267		女性		60代		金谷		1		1		1																				5		6										本当に必要か市民に聞く ホントウヒツヨウシミンキ		2				2		自分の意見は明記すべきだが正しいことを言って嫌がらせをするときもある ジブンイケンメイキタダイイヤ		2				市役所、市も市民の立場に立って心を持って仕事をしてほしい。意見を言うことでどの様に取り上げてもらえるのか形式上だけで終らないようにしてほしい シヤクショシシミンタチバタココロモシゴトイケンイヨウトアケイシキジョウオワ		2		1		2		1

				268		男性		30代		新道		3		2																						1														2				2		個人が特定されると意見が出しにくい場合がある コジントクテイイケンダバアイ		3						2		2		2		2

				269		男性		40代		春日		3		2																						4														2				2		個人が特定されてしまうと、尻込みしてしまい、斬新な意見が出にくくなってしまう コジントクテイシリゴザンシンイケンデ		4		市民生活改善意見制度 シミンセイカツカイゼンイケンセイド		おそらくこういった制度があるということを知らない市民もまだまだ多いと思うので、認知度を高めるために、この制度の意見によって出来たもの、改善された点などを公表したり、市民の目の付くところに掲示したりするなどした方が良いと思う セイドシシミンオオオモニンチドタカセイドイケンデキカイゼンテンコウヒョウシミンメツケイジホウヨオモ		3		2		2		2



左づめ



回答者情報

		平成20年度　第2回市政モニターアンケート調査結果報告書 ヘイセイネンドダイカイシセイチョウサケッカホウコクショ

		テーマ：パブリックコメント（市民意見提出制度） シミンイケンテイシュツセイド

		■　調査期間 チョウサキカン						平成20年8月8日（金）～平成20年8月20日（水） ヘイセイネンガツニチキンヘイセイネンガツニチスイ

		■　調査対象者 チョウサタイショウシャ						平成20年度上越市市政モニター361人（＊当初登録者数362人-登録後辞退者数1人） ヘイセイネンドジョウエツシシセイニントウショトウロクシャスウニントウロクゴジタイシャスウニン

		■　調査方法 チョウサホウホウ						郵送によるアンケートの配布ならびに回収 ユウソウハイフカイシュウ

		■　回収数・回収率 カイシュウスウカイシュウリツ						□回収数 カイシュウスウ		269				□回収率 カイシュウリツ		74.5%

		■　回答者の構成 カイトウシャコウセイ

				性別 セイベツ		人数 ニンズウ		％				地区名 チクメイ		人数 ニンズウ		％												3

				男性 ダンセイ		138		51.3%				高田		42		15.6%												3

				女性 ジョセイ		124		46.1%				新道		19		7.1%												13

				未回答 ミカイトウ		7		2.6%				金谷		13		4.8%												4

												諏訪		1		0.4%												6

												和田		11		4.1%												4

												津有		4		1.5%												5

												春日		20		7.4%												8

												三郷		2		0.7%												8

												高士		2		0.7%												11

												直江津		44		16.4%												6

												有田		19		7.1%												1

												八千浦		2		0.7%												3

												保倉		3		1.1%												5

				年代 ネンダイ		人数 ニンズウ		％				北諏訪		4		1.5%												1

				10,20代 ダイ		14		5.2%				谷浜		2		0.7%												2

				30代 ダイ		37		13.8%				桑取		1		0.4%												4

				40代 ダイ		35		13.0%				安塚		5		1.9%												3

				50代 ダイ		70		26.0%				浦川原		3		1.1%												2

				60代 ダイ		66		24.5%				大島		1		0.4%												19

				70代以上 ダイイジョウ		45		16.7%				牧		6		2.2%												44

				未回答 ミカイトウ		2		0.7%				柿崎		11		4.1%												2

												大潟		8		3.0%												2

												頸城		8		3.0%												20

												吉川		5		1.9%												4

												中郷		4		1.5%												11

												板倉		6		2.2%												1

												清里		4		1.5%												13

												三和		13		4.8%												19

												名立		3		1.1%												42

												未回答 ミカイトウ		3		1.1%

		【アンケート調査結果の記載方法について】 チョウサケッカキサイホウホウ

		1		表中の「Ｎ」は有効回答者総数を示し、各選択肢の比率算出の基礎となっています。
なお、Nは未回答を含まない数となっているため、設問によりNの値が異なっています。 ヒョウチュウユウコウカイトウシャソウスウシメカクセンタクシヒリツサンシュツキソミカイトウフクスウセツモンアタイコト

		2		表中の比率（％）は小数点第2位を四捨五入しているため、個々の選択肢の比率の合計が100％にならない
場合があります。 ヒョウチュウヒリツショウスウテンダイイシシャゴニュウココセンタクシヒリツゴウケイバアイ

		3		「その他」意見に関しては、紙面の都合上、主な意見を集約、抜粋して記載していることがあります。 タイケンカンシメンツゴウジョウオモイケンシュウヤクバッスイキサイ
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		パブリックコメント（市民意見提出制度） シミンイケンテイシュツセイド

				■「パブリックコメント（市民意見提出制度）」アンケートの成果

						　パブリックコメント制度自体の認知度が低く、アンケートに答えにくい内容だったのか、回答率がやや落ち込みました。
　アンケートの結果から条例の内容検討以前に市民周知も必要であると判断し、この結果を踏まえ、これから条例化に向けて検討していく中で、並行して広く市民の皆さんに制度の周知をしていきます。
　また、このアンケートをきっかけに、市政モニターの皆さんにも関心を持っていただけたと思います。一朝一夕で周知することは不可能ですが、一つ一つのきっかけづくりを大切にして、市民参画を促進していきます。
　
　今回の結果を参考に、今後、制度の素案を策定し、近日中にパブリックコメントで市民の皆さんから意見を伺う予定です。市政モニターの皆さんからも、ぜひ実際にパブリックコメント制度を利用していただき、ご意見をお寄せいただきたいと思います。

		問１ トイ								パブリックコメント制度（市民意見提出制度）を知っていますか セイドシミンイケンテイシュツセイドシ

																				N		=		269

				1		制度・内容とも知っている														55

																				20.4%

				2		名前だけは知っている														107

																				39.8%

				3		知らない														106

																				39.4%

						無回答 ムカイトウ														1

																				0.4%

				【今後の事業運営での反映】

パブリックコメント制度について、「広報じょうえつ」への掲載（10月中に掲載予定）、また、制度の条例化に向け、区の地域協議会、町内会長会議、各種講座等に出向き説明し周知を図る。 ガツチュウケイサイヨテイ

		問２ トイ								これまでにパブリックコメント制度を利用し、意見を提出したことがありますか セイドリヨウイケンテイシュツ

																				N		=		269

				1		ある														14																																																								ある		14

																				5.2%																																																								ない		255

				2		ない														255																																																								無回答 ムカイトウ		0

																				94.8%

						無回答 ムカイトウ														0

																				0.0%

				【今後の事業運営での反映】

パブリックコメント制度を市民に周知し、意見募集をする際に広報じょうえつ等の広報媒体での情報提供をわかりやすく工夫するなどして、市政への積極的な市民参画を促していく。 ナドコウホウバイタイジョウホウテイキョウセッキョクテキ

		問３ トイ								問2で1と回答した人のみ
どこで資料をご覧になられましたか　（いくつでも○可） トイカイトウヒトシリョウランカ

																				N		=		269

				1		市役所市政情報コーナー														5

																				1.9%

				2		市ホームページ														1

																				0.4%

				3		区総合事務所														5

																				1.9%

				4		市民プラザ														9

																				3.3%

				5		南出張所 ミナミシュッチョウジョ														1

																				0.4%

				6		北出張所 キタシュッチョウジョ														3

																				1.1%

				7		高田地区公民館 タカダチクコウミンカン														0

																				0.0%

				8		直江津地区公民館 ナオエツチクコウミンカン														0

																				0.0%

				9		高田図書館 タカダトショカン														0

																				0.0%

				10		直江津図書館 ナオエツトショカン														2

																				0.7%

				11		リージョンプラザ上越 ジョウエツ														0

																				0.0%

				12		街なかサテライト マチ														0

																				0.0%

						無回答 ムカイトウ														0

																				0.0%

				【今後の事業運営での反映】

市民が気軽に資料を閲覧できる場所を見直す必要がある。 ミナオヒツヨウ

		問４ トイ								「豆知識」の2ページの2.を参考にしながらお答えください
市政について、次のどの項目に意見を提出したいですか　（いくつでも○可能） マメチシキサンコウコタシセイツギコウモクイケン

																				N		=		269

				1		市の基本的な計画・指針														153

																				56.9%

				2		市の憲章・宣言														30

																				11.2%

				3		市の理念などを定める条例														53

																				19.7%

				4		市民に義務を課す、または権利を制限する条例														118

																				43.9%

				5		公共施設の建設計画														179

																				66.5%

				6		その他 タ														13

																				4.8%

				6.その他 タ

				意見 イケン																												同様意見数 ドウヨウイケンスウ						意見 イケン																												同様意見数 ドウヨウイケンスウ

				本当に必要か市民に聞く ホントウヒツヨウシミンキ																																		お金の使い方、配分、建設に掛かった金額 カネツカカタハイブンケンセツカキンガク

				市民の権利を主張し、特例を決める（制限有） シミンケンリシュチョウトクレイキセイゲンアリ																																		高齢者世帯救済対策 コウレイシャセタイキュウサイタイサク

				市が係っている公共施設の一覚、利用状況 シカカワコウキョウシセツイチカクリヨウジョウキョウ																																		市における「地域内分権」の確立、市議選をブロック制に シチイキナイブンケンカクリツシギセンセイ

				自然環境設備 シゼンカンキョウセツビ																																		ゴミ問題等環境関係 モンダイトウカンキョウカンケイ

				新しく条例などを決める時だけでなく、現在の計画や条例等の規則について。 アタラジョウレイキトキゲンザイケイカクジョウレイトウキソク																																		通常行われていることで？と思われること、行為が知られていないことなど ツウジョウオコナオモコウイシ

				意見が通りにくいと思うのであまり提出しない イケントオオモテイシュツ																																		意見はない イケン

				市政について把握してないので分からない。これから意見を出せる様勉強します。 シセイハアクワイケンダヨウベンキョウ																																																														1

				【今後の事業運営での反映】

　パブリックコメントを行う以前に、現在、市政でどんな事業が進められているか、何を課題としているか等を知っていただくことが重要。　
　また、関心が低いものであっても、市としての理念・まちづくりのルールなど、市政の根底となるものに関心を寄せていただくことから市民参画の促進を図ることが大切である。 カンシンヒクシリネンシセイコンテイカンシンヨシミンサンカクソクシンハカタイセツ

		問５ トイ								市民の皆さんから意見をいただくため、公表期間をおおむね1月設けていますが、公表期間についてどのように思われますか。　（一つに○）

																				N		=		269

				1		短い ミジカ														52																																																								短い ミジカ		52

																				19.3%																																																								丁度良い チョウドヨ		197

				2		丁度良い チョウドヨ														197																																																								長い ナガ		3

																				73.2%																																																								その他 タ		17

				3		長い ナガ														3																																																								無回答 ムカイトウ		0

																				1.1%

				4		その他 タ														17

																				6.3%

						無回答 ムカイトウ														0

																				0.0%

				4.その他 タ

				意見 イケン																												同様意見数 ドウヨウイケンスウ						意見 イケン																												同様意見数 ドウヨウイケンスウ

				2ヶ月くらいがいい ゲツ																																		1月未満は短いと思う ガツミマンミジカオモ

				１カ月に末（満）たなかったものの有意義を願う ガツマツマンユウイギネガ																																		1ヶ月間意識しなければ、公表場所に行かない時もある ゲツカンイシキコウヒョウバショイトキ

				公表期間も知らなかったので答えられない コウヒョウキカンシコタ																																		テーマの内容により公表期間を定めるべき ナイヨウコウヒョウキカンサダ																												4

				その案件の段階によって期間を決める アンケンダンカイキカンキ																																		内容の重要度とパブコメ周知方法による ナイヨウジュウヨウドシュウチホウホウ

				その時の内容量、時期などにより異なる。内容を理解するのに時間がかかる場合がある トキナイヨウリョウジキコトナイヨウリカイジカンバアイ																																		公表期間は1ヶ月でもよいが場所や公表の期間により短い、目につかないなどが生まれる。 コウヒョウキカンゲツバショコウヒョウキカンミジカメウ

				一律に１ヶ月はおかしい。市の憲章は１ヶ月では短すぎるし基本的な計画は（何を指すのか不明ながら）だいたい１ヶ月が妥当。他は市民の一部地域のみが強く関わるような内容は半月で良いと思う。（スピードアップの為） イチリツゲツシケンショウゲツミジカキホンテキケイカクナニサフメイゲツダトウホカシミンイチブチイキツヨカカナイヨウハンツキヨオモタメ

				【今後の事業運営での反映】

結果を踏まえて、条例案を作成する段階で、広く市民に意見を聴きながら検討していきたい。 ケッカフ

		問６ トイ								意見を提出する際に、氏名・住所・電話番号を明記して提出することになっていますが、それについてどのように思われますか。その理由もあわせてお書きください。

																				N		=		269

				1		氏名等は明記するべきである														146																																																								氏名等は明記するべきである		146

																				54.3%																																																								氏名等は明記する必要はない		98

				2		氏名等は明記する必要はない														98																																																								どちらともいえない		19

																				36.4%																																																								無回答 ムカイトウ		6

				3		どちらともいえない														19

																				7.1%

						無回答 ムカイトウ														6						　※選択肢は1.2だけでしたが、1.2とも選択している回答が多数あったため、
　　「3.どちらともいえない」として集計しました センタクシセンタクカイトウタスウシュウケイ

																				2.2%

				1.氏名等は明記すべきである シメイトウメイキ																						2.氏名等は明記する必要はない シメイトウメイキヒツヨウ																						どちらともいえない

				意見 イケン																		同様意見数 ドウヨウイケンスウ				意見 イケン																		同様意見数 ドウヨウイケンスウ				意見 イケン																		同様意見数 ドウヨウイケンスウ

				意見に対する回答を得るため イケンタイカイトウエ																		4				個人情報保護の為 コジンジョウホウホゴタメ																		11				個々の自由だと思う。 ココジユウオモ																		11

				意見に対して問い合わせが必要な場合の連絡先として必要 イケンタイトアヒツヨウバアイレンラクサキヒツヨウ																		11				原則明記だが、センシブルな問題もあるだろう ゲンソクメイキモンダイ																						正確な意見を出せるから。
適当に書いてしまうから。 セイカクイケンダテキトウカ

				もし名を伏せる意見なら市議・長会長などを通じるか、投書などで ナフイケンシギチョウカイチョウツウトウショ																						セキュリティー・コンプライアンスからみても、明記しなくても良いと思う メイキヨオモ																						氏名を書くのは当たり前だと思うが、書くと意見も少なくなってしまう。 シメイカアマエオモカイケンスク

				電話番号までは不要だと思う デンワバンゴウフヨウオモ																						意見提出後は関わりたくない イケンテイシュツゴカカ																						原則明記だが、個人情報を流す恐れ（事例あり）ある。また無記名は本音が多いため参考となる ゲンソクメイキコジンジョウホウナガオソジレイムキメイホンネオオサンコウ

				個人情報として他へ流出しなければ明記すべき コジンジョウホウホカリュウシュツメイキ																		3				市に対する厳しい意見が言いにくい、無記名の方が提出しやすい シムキメイホウテイシュツ																		47

				個人の意見が市の計画指針に少しでも参考になっているかの目安 コジンイケンシケイカクシシンスコサンコウメヤス																						個人としての成熟度がまだ育っていない コジンセイジュクドソダ																						文では伝わらない部分があるし、本人に聞いた方がいいと思うと必要だけど、わかってしまうと言い難いこともあると思うので、どちらともいえない。 ブンツタブブンホンニンキホウオモヒツヨウイニクオモ

				男・女・年齢等、処理に必要 オトコオンナネンレイトウショリヒツヨウ																		3				住む場所と歳がわかれば良いと思う スバショトシヨオモ																		5

				責任の所在、無責任・いい加減な意見を防ぐため セキニンショザイ																		107				明記することによる長所が何かわからない メイキチョウショナニ																						基本的には明記すべきと考えるが、条件を設けて非公開の意見もあっても良いと思う。
①住所・氏名明記→計画案→市議会で審議（住所・氏名公開）
②住所・氏名明記→住所・氏名は公開しない
③住所・氏名は任意
の３種類があっても良いのでは。 キホンテキメイキカンガジョウケンモウヒコウカイイケンヨオモ

				プライバシーのことではないのだから匿名は受け付ける必要はない トクメイウツヒツヨウ																						あくまで意見であって何らかの責任を持つ必要はない。一つの意見として提出したい イケンナンセキニンモヒツヨウヒトイケンテイシュツ																		9

				時には匿名でも提出出来ればと思う トキトクメイテイシュツデキオモ

				意見を出す人はそれなりの権利があると思うから イケンダヒトケンリオモ																						市の職員の信頼性に問題あり（信用出来ない） シショクインシンライセイモンダイシンヨウデキ

				※「個人情報を公開されたくない」との意見がありましたが、意見・結果公表時に、氏名等個人情報の公開はしておりません。説明が不足しており、申し訳ございません。																						公明性、正確性が得られる。 コウメイセイセイカクセイエ																						公表の際には不要であると思う コウヒョウサイフヨウオモ

																										不特定多数の人に氏名を公表したくない。利害関係などある場合、関係者に迷惑をかけたくない フトクテイタスウヒトシメイコウヒョウリガイカンケイバアイカンケイシャメイワク																		2

				【今後の事業運営での反映】

氏名等の記入は提出された意見の重さ、重要度を保つためにも重大なことであるため、自治基本条例の市民の権利と義務を踏まえ、条例案を作成する段階で、この結果を尊重しながら慎重に検討していきたい。 シメイトウキニュウテイシュツイケンオモジュウヨウドタモジュウダイジチキホンジョウレイシミンケンリギムフケッカソンチョウシンチョウ

		問７ トイ								パブリックコメント制度の条例の名称は、どのような名称がわかりやすいと思いますか

																				N		=		269

				1		パブリックコメント手続条例														25																																																								パブリックコメント手続条例		25

																				9.3%																																																								意見提出手続条例		107

				2		意見提出手続条例														107																																																								パブリックコメント
（意見提出）手続条例		97

																				39.8%																																																								その他		32

				3		パブリックコメント
（意見提出）手続条例														97																																																								無回答 ムカイトウ		8

																				36.1%

				4		その他														32

																				11.9%

						無回答 ムカイトウ														8

																				3.0%

				4.その他 タ

				意見 イケン																												同様意見数 ドウヨウイケンスウ						意見 イケン																												同様意見数 ドウヨウイケンスウ

				どれもとっても解りにくい。もっと易しい言葉にできないか ワカヤサコトバ																																		みんなの意見を市政に生かす条例。 イケンシセイイジョウレイ

				自治基本条例第２２条でパブリックコメントとしていますが。 ジジキホンジョウレイダイジョウ																																		カタカナ以外（日本語）で表現してほしい イガイニホンゴヒョウゲン																												7

				市民の意見提出手続条例 シミンイケンテイシュツテツヅキジョウレイ																																		市民ご意見箱など シミンイケンバコ

				パブリックコメント制度（意見提出条例） セイドイケンテイシュツジョウレイ																																		市民の意見手続条例 シミンイケンテツヅキジョウレイ

				ＰＣ条例と手続 ジョウレイテツヅキ																																		市民生活改善意見制度 シミンセイカツカイゼンイケンセイド

				市民意見手続条例 シミンイケンテツヅキジョウレイ																																		市民の意見提出に関する条例 シミンイケンテイシュツカンジョウレイ

				市民意見提出制度（そのままで良い） シミンイケンテイシュツセイドヨ																																		市民意見募集条例 シミンイケンボシュウジョウレイ

				市民意見提出条例 シミンイケンテイシュツジョウレイ																												2						意見条例 イケンジョウレイ

				市民意見提出手続条例 シミンイケンテイシュツテツヅキジョウレイ																																		名称はあまり関係ないのでは？ メイショウカンケイ

				公募 コウボ																																		つねに（　　）がつけてある。

				後期有会者→長寿と変更の例にみるように、ネーミングについては知恵を出して検討した方が良い。 コウキアカイシャチョウジュヘンコウレイチエダケントウホウヨ																																		「私の意見提出手続条例」とか「みんなの声・・・」等でよいのでは？ ワタシイケンテイシュツテツヅキジョウレイコエトウ

				行政への市民コメント条例-言葉を聞いただけでで意見が分かるものにしてほしい。少しだけくらいのネーミングが丁度良い。 ギョウセイシミンジョウレイコトバキイケンワスコチョウドヨ

				【今後の事業運営での反映】

問１の結果からも、名称で内容が理解でき、馴染み易く、分かり易い名称にする必要がある。
その際、カタカナだけの表記は避けることとする。 トイケッカメイショウナイヨウリカイナジヤスヤスヒツヨウサイヒョウキサ

		問８ トイ								パブリックコメント（市民意見提出制度）に関するご意見がありましたらお書きください

				名称について メイショウ

				パッと聞いただけではどういうものかわかりにくい キ																																		カタカナ言葉を出来るだけ使わず日本語で記して欲しい。 コトバデキツカニホンゴキホ

				人は皆、高度教育、知識者ではありません。字を見て分かる市民意見提出制度と書けないのですが、一般の人はパブリックコメント等言われても、それ何と言うくらいです。もう少し目線を下げ文字を使っては？ここは日本です。上越です。外国ではありません。 ヒトミナコウドキョウイクチシキモノジミワシミンイケンテイシュツセイドカイッパンヒトトウイナンイスコメセンサモジツカニホン																																		英語とカタカナ表記した言葉というのはわからないし親しみもないのでなるべくもっと分かりやすい言葉で表現した方がいいと言う。だからパブリックコメントとはどんなものか分からない人が多いと思う。 エイゴヒョウキコトバシタワコトバヒョウゲンホウイワヒトオオオモ

				カタカナ語にする必要はない。 ゴヒツヨウ																																		行政は安易に外来語を公文書に使用しているが先進口は使用していない。再考を望む。 ギョウセイアンイガイライゴコウブンショシヨウセンシンクチシヨウサイコウノゾ

				パブリックコメントと英語で表記すると響きはいいが、ピンとこない。市民意見提出制度とするなら、誰にでもわかりやすいように、何故最初から「市民意見提出制度」にしないのですか エイゴヒョウキヒビシミンイケンテイシュツセイドダレナゼサイショシミンイケンテイシュツセイド																																		制度は良いと思うが名称が横文字でわかり図らい。横文字はかっこが良いが、身構えてしまうのではないか。単純明解の名前の方が皆さんに浸透しやすく気軽に意見を出せると思う。 セイドヨオモメイショウヨコモジズヨコモジヨミガマタンジュンメイカイナマエホウミナシントウキガルイケンダオモ

				誰でも分かり易い名称にしなければいけないと思います。外来語（カタカナ）は賛成できません。一言で分かり易い日本語（または誰でもが周知している外来語）が良いと考えます。 ダレワヤスメイショウオモガイライゴサンセイヒトコトワヤスニホンゴダレシュウチガイライゴヨカンガ																																		名称一つ、とってみてもカタカナ語が入っていて年配の人には他人事の制度になりそうである。かといって、漢字ばかり並べても面倒くさい事のようで、どうも馴染めない制度です。 メイショウヒトゴハイネンパイヒトタニンゴトセイドカンジナラメンドウコトナジセイド

				高齢化する時代にお年寄りにも分かり易い文字や言葉でパブリックコメント→より意見提出手続条例なら文字を見ただけでだいたいの意味がわかる。パブリックコメントではなんの意味か分からず。 コウレイカジダイトシヨワヤスモジコトバイケンテイシュツテツヅキジョウレイモジミイミイミワ																																		私自身の知識不足により今まで利用（活用）していなかった。今後は参画していきます。名称は柔軟で子供にも分かるものにすべきです。 ワタシジシンチシキブソクイマリヨウカツヨウコンゴサンカクメイショウジュウナンコドモワ

				パブリックコメント（市民意見提出制度）このような書き方をするのなら初めから皆がわかるように提示すれば良いと思います。市民として行政にお任せでどうしたら住みやすい良い町・地域住民が仲良くしていこうという事にあまり関心を持たなかった事を反省してます。 シミンイケンテイシュツセイドカカタハジミナテイジヨオモシミンギョウセイマカスヨマチチイキジュウミンナカヨコトカンシンモコトハンセイ																																		常に色々な情報ＴＶ・ラジオ他で思うことなのですが、社会全体が高齢化に向かっているのに、この方面では、めったやたらと分かりにくい横文字が多すぎると思います。それを考えて、もう少し優しく分かり易い言葉ですべきと思いますが・・・それであるなら分かり易い言葉を添えるとか。 ツネイロイロジョウホウホカオモシャカイゼンタイコウレイカムホウメンワヨコモジオオオモカンガスコヤサワヤスコトバオモワヤスコトバソ

				認知度・周知について ニンチドシュウチ

				このような制度がある事は一般にはまだ知られていないと思う。広報などと一緒に配布して意見を集約した方がいいのでは。 セイドコトイッパンシオモコウホウイッショハイフイケンシュウヤクホウ																																		初めてこの制度の仕組みを知りました。資料豆知識で良く分かったので資料を全市民に知らせたら良いのでは。 ハジセイドシクシシリョウマメチシキヨワシリョウゼンシミンシヨ

				こういった物があることを初めて知りました。今は関心が持てませんが、街中やＣＭ等で目、耳に触れることが多くなれば関心が持てるかな？ モノハジシイマカンシンモマチジュウトウメミミフオオカンシンモ																																		知ってもらうためには、広報などの書面だけでは中々みんなが目を通すことが難しいのでは。もっと参加してもらうための手段を検討したらどうか。 シコウホウショメンナカナカメトオムズカサンカシュダンケントウ

				学校にも働きかけ、学生をも取り込むよう、普及に努めたら良い。 ガッコウハタラガクセイトコフキュウツトヨ																																		市民に広く参加してもらえる様、広報をもっと利用すべきである。 シミンヒロサンカヨウコウホウリヨウ

				同封の豆知識の内容は非常に分かり易いのでこの程度のもの、広く市民に配布し、パブリックコメント制度を周知するようにしたらどうでしょうか？ ドウフウマメチシキナイヨウヒジョウワヤステイドヒロシミンハイフセイドシュウチ																																		パブリックコメントを進めるのであればもっと市民が誰でも知るようにもう少し宣伝らしい事をすれば、もっとみんながわかるのでは？ ススシミンダレシスコセンデンコト

				名前は知っていても内容がわからなかったり、具体的にどうするのかわからない人が多いと思うので市民に周知することが必要だと思う。 ナマエシナイヨウグタイテキヒトオオオモシミンシュウチヒツヨウオモ																																		町内会等を通じて、もっと皆にわかってもらった方が良いと思う。（ほとんどの人がこの制度を知らないと思う） チョウナイカイトウツウミナホウヨオモヒトセイドシオモ

				市民全体に周知するのは難しいと思いますがそれでも分かり易く伝えて下さい。出来るだけ市政に関心を持ちたいから。 シミンゼンタイシュウチムズカオモワヤスツタクダデキシセイカンシンモ																																		広報活動が重要であると思います。
特定の人や団体の意見ばかりでは困ります。 コウホウカツドウジュウヨウオモトクテイヒトダンタイイケンコマ

				市政モニターアンケートを受けるまでその様な制度があることさえ知らなかった。確かにパブリックコメント制度があれば透明性は上がると思うが、それ以前に知名度が低いかと思う。 シセイウヨウセイドシタシセイドトウメイセイアオモイゼンチメイドヒクオモ																																		パブリックコメントを広く求めるのなら一人暮らし等の老人世帯の人からも意見が出しやすいように考えるべき。ホームページや情報コーナーの利用は老人等の人には難しいのでは？テレビ等の活用は？ ヒロモトヒトリグトウロウジンセタイヒトイケンダカンガジョウホウリヨウロウジントウヒトムズカトウカツヨウ

				良い制度なのでもっとＰＲをすることで多くの意見を集めたらどうか。地域の一人一人が真剣に取り組み、街の活性化に繋がるといいと思う。 ヨセイドオオイケンアツチイキヒトリヒトリシンケントクマチカッセイカツナオモ																																		パブリックコメントと聞いても何のことか分からない人も多いと思います。これではごく一部の人達の意見しか反映されないのではないでしょうか？ キナンワヒトオオオモイチブヒトタチイケンハンエイ

				周知されていない様に思います。様々な機会をとられてＰＲすることが必要と思います。 シュウチヨウオモサマザマキカイヒツヨウオモ																																		今回始めてこの制度があるのを知りました。市民の大多数は知らないんではないでしょうか？広報で特集してみたら良いんではないですか。 コンカイハジセイドシシミンダイタスウシコウホウトクシュウヨ

				前向きな行政を示す良い制度と思います。
いかに市民に多く参加いただけるか興味の持てるコマーシャルベースなPRの取り組みに期待いたします マエムギョウセイシメヨセイドオモシミンオオサンカキョウミモトクキタイ																																		パブリックコメント自体知らなかった。市民が多いのではもっと、この事自体を市民みんなに認識してもらった方が良い。市民にもっと理解してもらう方法を考えた方が良いのでは。 ジタイシシミンオオコトジタイシミンニンシキホウヨシミンリカイホウホウカンガホウヨ

				主旨は良いと思う。後はいかに周知させ関心を向けるかの検討だと思う。 シュシヨオモアトシュウチカンシンムケントウオモ																																		もっと幅広く市民に伝わる様にした方がいいです。 ハバヒロシミンツタヨウホウ

				今まで全体的に硬く、理解しづらい条例（案）名や内容だったと思う。もっと噛み砕いて分かり易く公表してもらえれば大勢の市民から意見をもらえるのではないか？若い世代からの意見が今後の上越市を造っていくのだと思う。 イマゼンタイテキカタリカイジョウレイアンメイナイヨウオモカクダワヤスコウヒョウオオゼイシミンイケンワカセダイイケンコンゴジョウエツシツクオモ																																		本当に各種の意見を集めることが目的ならば周知の仕方も少し丁寧にされたらどうかと思います。詳しい内容は一定の場所でしか公開出来ないかもしれませんが、意見は細かいことばかりとは限りません。 ホントウカクシュイケンアツモクテキシュウチシカタスコテイネイオモクワナイヨウイッテイバショコウカイデキイケンコマカギ

				市民が約20万も居住しているが、この制度の必要性を理解しやすく説明し全市民へのＰＲは大変なことだと思う。手段は種々あると思いますが、一番身近な方法は市広報でしょうが単発では効果は少ないので3～4回位連続するのがグットかと。又、日常の集客施設等をも大いに利用されてはどうですか。 シミンヤクマンイジュウセイドヒツヨウセイリカイセツメイゼンシミンタイヘンオモシュダンシュオモイチバンミヂカホウホウシコウホウタンパツコウカスクカイクライレンゾクマタニチジョウシュウキャクシセツトウオオリヨウ																																		今回のパブリックコメントはまったく知りませんでした。モニターをしていなければたぶん気がつかないままだったと思います。内容によっては意見を言いたいと思う人も多いのでは！ケーブルテレビなどを利用して今はこんな内容のパブリックコメントを募集していると放送すれば沢山の意見が集まると思うのですが。 コンカイシキオモナイヨウイケンイオモヒトオオリヨウイマナイヨウボシュウホウソウタクサンイケンアツオモ

				市政への関心と色々勉強していないと意見は出てこない。パブリックコメントが公表されることで少しでも関心度は上がるのではないかと思う。 シセイカンシンイロイロベンキョウイケンデコウヒョウスコカンシンドアオモ																																		政府関係ではインターネットでも提出出来るようになっているので工夫されたら良い。意見を貰う為には告知、情報提供に力を入れるべき。 セイフカンケイテイシュツデキクフウヨイケンモラタメコクチジョウホウテイキョウチカライ

				今回送付頂いた豆知識（資料）で意見募集の公表場所が分かりましたが、中々公表場所へ出向き計画・条例（案）を見ることは出来ません。「広報じょうえつ」に（案）も掲載すればより多くの市民の意見が集められると思います。 コンカイソウフイタダマメチシキシリョウイケンボシュウコウヒョウバショワナカナカコウヒョウバショデムケイカクジョウレイアンミデキコウホウアンケイサイオオシミンイケンアツオモ																																		おそらくこういった制度があるということを知らない市民もまだまだ多いと思うので、認知度を高めるために、この制度の意見によって出来たもの、改善された点などを公表したり、市民の目の付くところに掲示したりするなどした方が良いと思う セイドシシミンオオオモニンチドタカセイドイケンデキカイゼンテンコウヒョウシミンメツケイジホウヨオモ

				市内の会社やお店にも資料を配れば家で見ない人も休憩時間の空いた時間に目を通す事が出来ると思う。そうすれば市の取り組みなど、もっと知ってもらえると思う。 シナイカイシャミセシリョウクバイエミヒトキュウケイジカンアジカンメトオコトデキオモシトクシオモ																																		市の計画や条例は難解なことが多いのでパブリックコメントの対象計画条例などは一般市民が理解しやすいように分かり易い内容にして公表していただきたい。 シケイカクジョウレイナンカイオオタイショウケイカクジョウレイイッパンシミンリカイワヤスナイヨウコウヒョウ

				パブリックコメント制度の関心について セイドカンシン

				パブリックコメント初めて知りました。老人のため本当に勉強になりました。木浦様良くやって下さっておりますので宜しくお願い致します。 ハジシロウジンホントウベンキョウキウラサマヨクダヨロネガイイタ																																		市民の意見を聞くという制度を作るというびっくりしましたが、必要な事。もっと市政に関心を持たなければと思います。 シミンイケンキセイドツクヒツヨウコトシセイカンシンモオモ

				知らなかった制度・・・少しは勉強になりました。今度区の総合事務所に行ってみたいと思います。 シセイドスコベンキョウコンドクソウゴウジムショイオモ																																		大変よい制度だと思います。「市民の意見を聴く会」の内容（具体的なもの）が事前にわかれば参加意欲がわくと思います。 タイヘンセイドオモシミンイケンキカイナイヨウグタイテキジゼンサンカイヨクオモ

				初めて聞く言葉。認知度が大変低いのはないでしょうか。 ハジキコトバニンチドタイヘンヒク																																		広報をよく読んで、意見があればＦＡＸなどで提出していきたいです。 コウホウヨイケンテイシュツ

				今まで不理解のためあまりわかりませんでした。 イマフリカイ																																		意見を生かせる制度で大変良いと思います。 イケンイセイドタイヘンヨオモ

				上越市にパブリックコメントがあるとは今回のアンケートまで知りませんでした。自分の興味がある分野にはパブリックコメントを通して意見を伝えたいと思います。 ジョウエツシコンカイシジブンキョウミブンヤトオイケンツタオモ																																		私はいい制度だと思います。しかし中々その制度を利用することが出来ず残念です。あと、意見があっても言えずにいる方もいると思います。あと知らない方も多いはずです。私は今回始めて知りました。 ワタシセイドオモナカナカセイドリヨウデキザンネンイケンイカタオモシカタオオワタシコンカイハジシ

				こうしたら良いと思うこと（意見）も2～3ありますが仕事や色々な雑事に追われ、中々まとめきれない所があります。今回のような「市民の意見を聴く会」には是非出席したいと思っています。 ヨオモイケンシゴトイロイロザツゴトオナカナカトコロコンカイシミンイケンキカイゼヒシュッセキオモ																																		忙しい日々の生活の中市の色々な事を考える時間が持てることをうれしく思います。何もわからない私ですが市民の意見を出せる、開けた市であってほしいと思います。 イソガヒビセイカツナカシイロイロコトカンガジカンモオモナニワタシシミンイケンダヒラシオモ

				制度の利用・提出した意見の反映について セイドリヨウテイシュツイケンハンエイ

				意見があっても反映されなければ意味がない。直江津図書館は駅前にある必要はない。ホテル救済であり問題があると意見しても救済するのは上越の恥である。 イケンハンエイイミナオエツトショカンエキマエヒツヨウキュウスミモンダイイケンジョウエツハジ																																		パブリックコメントは良いが意見を聞くのみで行政に反映出来なければ何もならない。その点は十分留意の上、資料として分析の上、市民の安全安心の為に努力して下さい。 ヨイケンキギョウセイハンエイデキナニテンジュウブンリュウイウエシリョウブンセキウエシミンアンゼンアンシンタメドリョククダ

				本所へ意見を出しても、場合によっては支所（区事務所）へ戻ってきてしまい、本所としての態度なり方針なりは出にくいのではないでしょうか？ ホンジョイケンダバアイシショクジムショモドホンジョタイドホウシンデ																																		提出された意見について検討されるのはどのような人たちですか。それぞれの意見によって検討される方々も違うのですか？ テイシュツイケンケントウヒトイケンケントウカタガタチガ

				回覧板で発表したりインターネットで書き込み、公表そして実行、実現へ。 カイランバンハッピョウカココウヒョウジッコウジツゲン																																		パブリックコメントを提出した者への解答・返答があるのですか？ テイシュツモノカイトウヘントウ

				少数意見は通りにくいと思うと出しても無理だな～と思う。 ショウスウイケントオオモダムリオモ																																		コメントが片寄らないよう取り上げ方（公平）が出来る事を願います。 カタヨトアカタコウヘイデキコトネガ

				意見を上げても活用されず、たらい回しにしている。もっと実行力を上げて下さい。 イケンアカツヨウマワジッコウリョクアクダ																																		提出した意見の結果の公表は市のホームページや広報じょうえつにも意見と結果を載せてほしいと思います。 テイシュツイケンケッカコウヒョウシコウホウイケンケッカノオモ

				どのようにまとめ、反映するのか分からない。 ハンエイワ																																		提出された意見は、形だけでなく前向きに検討してほしい。 テイシュツイケンカタチマエムケントウ

				出来るだけ多くの市民の意見を取り上げて頂き、市民本位の行政をお願いしたいと思います。 デキオオシミンイケントアイタダシミンホンイギョウセイネガオモ																																		意見を検討する人によって意見が生かされるかどうかが変わってくるのではないでしょうか？ イケンケントウヒトイケンイカ

				せっかくの意見を出しても、結局は市議会議員の意識によって左右される。あまり期待できない イケンダケッキョクシギカイギインイシキサユウキタイ																																		一つ一つの意見を大切に慎重に協議していただき、必ず結果を公開するようお願いします。 ヒトヒトイケンタイセツシンチョウキョウギカナラケッカコウカイネガ

				出した意見がどう処理されたかを市民が分かるようにすべきです。 ダイケンショリシミンワ																																		無記名で気軽で自由に書けることが望まれる。 ムキメイキガルジユウカノゾ

				市民の意見をいちおう聞くが良い物はそれを聞き入れるという意識が係・担当者には必要と思う。 シミンイケンキヨモノキイイシキカカタントウシャヒツヨウオモ																																		意見を提出しても町内会、市議等に陳情すると同じで二重の仕事になるのではないでしょうか？ イケンテイシュツチョウナイカイシギトウチンジョウオナニジュウシゴト

				目先の意見が多くなって10年先を見つめるような腰を落ち着けての少数意見は遠ざけられるのではないか。 メサキイケンオオネンサキミコシオツショウスウイケントオ																																		問6の氏名等の明記ですが、「なるべくお書き下さい」として「書かれない場合はそのご事情・理由をお書き下さい」としてはどうでしょうか？ トシメイトウメイキカクダカバアイジジョウリユウカクダ

				公表はなるべく身近にしてほしいので広報じょうえつを使うのが一番良いと思います。わざわざ出かけるというのは私的には避けたい。 コウヒョウミヂカコウホウツカイチバンヨオモデワタシテキサ																																		ホームページ等で公開してほしい。検討願います。結果公表→区名等は不要（無記名）です。結果のみ公開実施 トウコウカイケントウネガケッカコウヒョウクメイトウフヨウムキメイケッカコウカイジッシ

				時間や仕事等に追われている時もあるので例えば２回分を1回にまとめて出すとか（出鱈目な出し方）を除き自由にいつでも出せる様な方法を考えて下さい。 ジカンシゴトトウオトキタトカイブンカイダデタラメダカタノゾジユウダヨウホウホウカンガクダ																																		意見を集約し公表するのはもちろんだが、意見が多いからといって、そちらが正しいとかその方向に向かうかは別であってこの辺りが問題になるのでは。 イケンシュウヤクコウヒョウイケンオオタダホウコウムベツアタモンダイ

				パブリックコメントで提出された市民の意見がどの程度反映されるのか疑問ですが、一応意見提出が出来る制度があることは良いことだと思う。然し市民の中にどの程度このような制度があることを知っている人がどれ位いるかや、こうした情報がどの位の人に伝わっているかが問題だと思う。調査の結果を知りたいです。
条例策定にあたっては公募による市民委員で構成し、充分検討し、骨子を作った段階で更に広く市民の意見を聞いてください テイシュツシミンイケンテイドハンエイギモンイチオウイケンテイシュツデキセイドヨオモシカシミンナカテイドセイドシヒトクライジョウホウクライヒトツタモンダイオモチョウサケッカシジョウレイサクテイコウボシミンイインコウセイジュウブンケントウコッシツクダンカイサラヒロシミンイケンキ																																		意見募集の公表場所を多く、又は普段行く場所にしてほしい（大型ショッピングセンター等）現在の公表場所は特定の利用者は良いと思うが、仕事をしている・子供もいない、現在私は必要な時にしか足を運ばない場所、こんな人多いのでは？ イケンボシュウコウヒョウバショオオマタフダンイバショオオガタトウゲンザイコウヒョウバショトクテイリヨウシャヨオモシゴトコドモゲンザイワタシヒツヨウトキアシハコバショヒトオオ

																																						公表場所が限られているためわざわざ足を運ぶ必要がある。ホームページも利用者が限られてしまうので市民全体で取り組めるとは思えない。「広報じょうえつ」に載せるなり、添付するなり出来ないか。（意見を聞く用紙もつける） コウヒョウバショカギアシハコヒツヨウリヨウシャカギシミンゼンタイトクオモコウホウノテンプデキイケンキヨウシ

				自分的には意見募集の公表、意見提出用紙が公共機関だけでなくスーパーにあったらいつでも意見が出しやすいと思いました。 ジブンテキイケンボシュウコウヒョウイケンテイシュツヨウシコウキョウキカンイケンダオモ																																		市が現在、パブリックコメントテーマ、案件として何を考え、制度の活用を何時頃実施するか？目途を示してほしい。 シゲンザイアンケンナニカンガセイドカツヨウナンジゴロジッシメドシメ

				持ち帰り用も用意されていたことは今回初めて知りました。どの程度意見が反映されるのか、半信半疑で提出したことはありませんでした。文章などをわかり易くしてもらえるなら、取り組んでみようかと思います。（条例などの文章は分かりづらいので） モカエヨウヨウイコンカイハジシテイドイケンハンエイハンシンハンギテイシュツブンショウヤストクオモジョウレイブンショウワ																																		意見の対象をもっとやさしく広げるべき。例えば「保育環境の設備」や「教育、医療」などの機会均等、負担公平化などについても・・・。
公共施設建設計画は対象を広く多くし具体的に求めるべし。又、廃止を求める意見も・・・（中止を求めるも） イケンタイショウヒロタトホイクカンキョウセツビキョウイクイリョウキカイキントウフタンコウヘイカコウキョウシセツケンセツケイカクタイショウヒロオオグタイテキモトマタハイシモトイケンチュウシモト

				提出された意見の検討会について、開示されますか。そのポイントは
1.構成者、2.検討会の抄録、3.変更点の明示 テイシュツイケンケントウカイカイジコウセイシャケントウカイショウロクヘンコウテンメイジ																																		市民アンケートを見て、どこでどの様な条例案を見ることができるのかわかったが、広く一般の人には知らない人も多いのではないかと思う。又、氏名公表であると、率直な意見を述べづらいのではないかと思う シミンミヨウジョウレイアンミヒロイッパンヒトシヒトオオオモマタシメイコウヒョウソッチョクイケンノオモ

				この制度を条例化することは良いことと思います。又、市民が意見を出し易くする工夫も必要と思います。例えば市の重要な計画や条例をつくる主旨や目的などをわかり易く説明する事など・・・ セイドジョウレイカヨオモマタシミンイケンダヤスクフウヒツヨウオモタトシジュウヨウケイカクジョウレイシュシモクテキヤスセツメイコト																																		5次総等、5つの対象が提示されていますが、一般市民には全体評価は量質・共にハイレベル。計画や条例のどんな所・・・という具体的な視点がほしい。少しでもコメントが出しやすいのではないか。 ジフサナドタイショウテイジイッパンシミンゼンタイヒョウカリョウシツトモケイカクジョウレイトコログタイテキシテンスコダ

				制度等への懸念、課題等 セイドナドケネンカダイナド

				市民の意見を聞くことも大切だか無責任意見や常習の一部市民の意見に振り回され、成せることも、成せなくなったり、必要以上に時間が掛かるようでは、かえって問題だ。 シミンイケンキタイセツムセキニンイケンジョウシュウイチブシミンイケンフマワナナヒツヨウイジョウジカンカモンダイ																																		市民のほぼ100％近くがこの制度について知らないと思う。この様な制度がなくても市民が安心して生活出来る様、市長はじめ議員・職員がしっかり働いて下さい。 シミンチカセイドシオモヨウセイドシミンアンシンセイカツデキヨウシチョウギインショクインハタラクダ

				誰でも「気楽」に出せれるもの。形だけで意味がないならやるべきでない。税金の無駄。本気で考えているのなら市民が見えるものに。一部しか分からないと意味がない。 ダレキラクダカタチイミゼイキンムダホンキカンガシミンミイチブワイミ																																		行政側の自己満足に思える。「パブリックコメント」などと意味不明なネーミングで取っ付きにくくしておいて、自分達はきちんと窓口を設けています・・・といった感じ。とうてい意見が集まるとは思えない。 ギョウセイガワジコマンゾクオモイミフメイトツジブンタチマドグチモウカンイケンアツオモ

				「市民の意見」を聞くということに制度や範囲を設ける必要があるのか。市政すべてについて出来る限りパブリックコメントが行えることが大切ではないか？特に公共施設の建設計画については、当該地区の住民だけではなく、広く市民の考えを聞くべきである。 シミンイケンキセイドハンイモウヒツヨウシセイデキカギオコナタイセツトクコウキョウシセツケンセツケイカクトウガイチクジュウミンヒロシミンカンガキ																																		パブリックコメントの対象となった計画や条例のみがクローズアップされ、その他の案件の透明性や必要性が見えなくなるのが危ぐされる。市民の代表である市議会との協調性が保たれるか心配である。市議会の審議内容をタイムリーに公表する制度も必要なのではないだろうか タイショウケイカクジョウレイタアンケントウメイセイヒツヨウセイミキシミンダイヒョウシギカイキョウチョウセイタモシンパイシギカイシンギナイヨウコウヒョウセイドヒツヨウ

				市役所、市も市民の立場に立って心を持って仕事をしてほしい。意見を言うことでどの様に取り上げてもらえるのか形式上だけで終らないようにしてほしい シヤクショシシミンタチバタココロモシゴトイケンイヨウトアケイシキジョウオワ																																		市民の意見は大切です。でも集計する市の職員の方の事を考えると勝手なことも言えない・・・！！でも私達の大切な血税でもある！！血税ということです。 シミンイケンタイセツシュウケイシショクインホウコトカンガカッテイワタシタチタイセツケツゼイケツゼイ

				あまりパブリックの意見が取り入れていないと思う。行政側の都合の良い方向に行っていると思う。今回の図書館のようにただパブリックをするのみではと思う。言い訳だけのパブリックコメントのように思う。 イケントイオモギョウセイガワツゴウヨホウコウイオモコンカイトショカンオモイワケオモ																																		パブリックコメント制度の対象計画条例等が多すぎても市政活用に混乱を起こす原因となります。パブリックコメント制度適用か、否かは、議題内容等を十分検討して取り入れる必要があると考える。 セイドタイショウケイカクジョウレイトウオオシセイカツヨウコンランオゲンインセイドテキヨウイナギダイナイヨウナドジュウブンケントウトイヒツヨウカンガ

				例えば直江津地区の図書館の建替の件でも反対する議員→結果は→成立ですが地区の人々に意見は聞かれているのでしょうか。制度利用でどの位出ているのか新聞で見る限りでは始めから決定されている感じでした。私は高田なのでなんとも言えませんが。 タトナオエツチクトショカンケンカケンハンタイギインケッカセイリツチクヒトビトイケンキセイドリヨウクライデシンブンミカギハジケッテイカンワタシタカダイ																																		春日謙信交流館について集会機能や観光起点の施設と聞いているが、公共性の高い施設であるにも関わらずパブリックコメントの活用がなかったと思いますが、何故ですか？パブコメ制度を一部の人で判断する要綱では不満が残りますので条例化して厳しく利活用を希望します。 カスガケンシンコウリュウカンシュウカイキノウカンコウキテンシセツキコウキョウセイタカシセツカカカツヨウオモナゼセイドイチブヒトハンダン

				基本的に多様な項目でパブコメ募集を行う配慮が要る。とかく「こんなことまで市民にお伺いを立てる必要はあるまい」と行政マンは思いがちだが論理の整合性にそぐわない「現場」は多いものです。現場の実態が「事実」なのだから。 キホンテキタヨウコウモクボシュウオコナハイリョイシミンウカガタヒツヨウギョウセイオモロンリセイゴウセイゲンバオオゲンバジッタイジジツ																																		市民が基点となっていく風潮は良いと思うが、無記名等の場合の弊害も多少あると思われる。ゆえに市議会でのチェック機能もより一層求められる。提案される意見が一部の利害と絡んでいないか選別する目が必要だ。 シミンキテンフウチョウヨオモムキメイトウバアイヘイガイタショウオモシギカイキノウイッソウモトテイアンイケンイチブリガイカラセンベツメヒツヨウ

				資料の2にあげる場合とありますが、パブリックコメントの対象案件はもっと細かに制定する必要があります。市担当課のし意的判断で取り上げないことも発生しますね。よって制定基準の中に必要な予算規則を定めることも一つの手法でしょうか。 シリョウバアイタイショウアンケンコマセイテイヒツヨウシタントウカイテキハンダントアハッセイセイテイキジュンナカヒツヨウヨサンキソクサダヒトシュホウ																																		現行のパブコメ制度を大幅に改善する必要があります。今回の図書館移転問題でその実態が現れました。行政は何が何でも移転ありきで終始しました。意見に対して頓珍漢な回答が多く、制度が機能しておりません。市民として大変情けなく行政に対し不安を感じております。市長・教育委員会・議員は大反省すべきです。 ゲンコウセイドオオハバカイゼンヒツヨウコンカイトショカンイテンモンダイジッタイアラワギョウセイナニナンイテンシュウシイケンタイトンチンカンカイトウオオセイドキノウシミンタイヘンナサギョウセイタイフアンカンシチョウキョウイクイインカイギインダイハンセイ

				上越に転居してきて不明な事・疑問な事・意見等がありホームページを通して質問したことがありますが、まったく返答がありませんでした。それ以来パブリックコメント等について信用していません。																																		意見・要望など集計してもどのようにして実行・実現するのか法律、条令は整備しても資金（予算）で不可能な状況が山積みしているように思う。例・・・役所の回答「皆様の要求は理解できるが財政的に大変困難な状況」 イケンヨウボウシュウケイジッコウジツゲンホウリツジョウレイセイビシキンヨサンフカノウジョウキョウヤマヅオモレイヤクショカイトウミナサマヨウキュウリカイザイセイテキタイヘンコンナンジョウキョウ

				市民一人一人が、市政に関心を持つことを期待します。制度が作っただけにならず機能することを期待します。 シミンヒトリヒトリシセイカンシンモキタイセイドツクキノウキタイ																																		保守的な町で、意見が果たして取り上げられるかどうかが期待できない。皆一塊団子状態だと思うので ホシュテキマチイケンハトアキタイミンナヒトカタマリダンゴジョウタイオモ

				市政モニター制度について シセイセイド

				モニターアンケートでの各種意見を拝見していると様々な考え方があるととても参考になります。パブリックコメントでも色々な角度から色んな意見が出ると思いますので、より良い市となるよう取り組んでいただきたい。 カクシュイケンハイケンサマザマカンガカタサンコウイロイロカクドイロイケンデオモヨシトク																																		恥ずかしながら初めて聞く言葉でした。仕事をしながらの忙しさに広報も感心のあるものしか読まずこのモニターになって色んな事に注意をする様になりました。市民の意見を聴く会に出席したいと思っています。 ハハジキコトバシゴトイソガコウホウカンシンヨイロコトチュウイヨウシミンイケンキカイシュッセキオモ

				その他 タ

				勉強不足のため、適切な意見ができませんが、提出制度で出された意見が反映されるようお願いします。 ベンキョウブソクテキセツイケンテイシュツセイドダイケンハンエイネガ																																		官・民が一体となり、上越市を考えていかないとスピード社会に全ての面でおいていかれてしまう カンミンイッタイジョウエツシカンガシャカイスベメン

				公の施設の統廃等も良いとは思いますが、その施設を利用するものにとって、交通の便等、考慮していただき、身近な所で利用することも考えてほしい。（特に老人に対しての）せっかく良い施設でも遠のいてしまうと利用者が少なくなる可能性もあるのでは？ コウシセツトウハイトウヨオモシセツリヨウコウツウベントウコウリョミジカトコロリヨウカンガトクロウジンタイヨシセツトオリヨウシャスクカノウセイ																																		1.個人的に市政に関わる事が出来るので良い事だと思う。2.今までは意見等聞いてもらえる所などがなく自分で考えて思いついても黙認しているだけでなき寝入りの部分が沢山あった。3.市の職員の横柄な態度等。 コジンテキシセイカカコトデキヨコトオモイマイケントウキトコロジブンカンガオモモクニンネイブブンタクサンシショクインヨコガラタイドトウ

				全体的にもっと分かりやすくしてもらいたい。 ゼンタイテキワ																																		形式的なものとならないように、重要性を持つ位置付けにして欲しい ケイシキテキジュウヨウセイモイチヅホ

				看板等で市民に義務を課すか権利等を制限する時は防犯用動画での24時間年中無休監視をして欲しい。（様々な場所に撮影機がある為）特に看板文の遵守が犯罪である所には特にそうして欲しい。 カンバントウシミンギムカケンリトウセイゲントキボウハンヨウドウガジカンネンジュウムキュウカンシホサマザマバショサツエイキタメトクカンバンブンジュンシュハンザイトコロトクホ																																		市民の意見を聴く会の日程・設定は「金・土」でよいから再度1～2週間離して開催して欲しい。旅行・出張等で不在の場合参加できない。今回私は旅行中です。 シミンイケンキカイニッテイセッテイキンドサイドシュウカンハナカイサイホリョコウシュッチョウトウフザイバアイサンカコンカイワタシリョコウナカ
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無回答

街なかサテライト

リージョンプラザ上越

直江津図書館

高田図書館

直江津地区公民館

高田地区公民館

北出張所

南出張所

市民プラザ

区総合事務所

市ホームページ

市役所市政情報コーナー



		



その他

公共施設の建設計画

市民に義務を課す、または権利を制限する条例

市の理念などを定める条例

市の憲章・宣言

市の基本的な計画・指針



		



【問1結果分析】

パブリックコメント制度を約6割の人が知っていると回答したが、内容まで理解している人は約2割と低い。また、4割の人が「知らない」と回答した。制度を運用して5年経つが、未だ名称自体も馴染みが薄い。

【問２結果分析】

「ある」と回答した人が5.2％と非常に少なく、“パブリックコメント制度の内容を知っている”人の中で25％を占める。また、「ない」と答えた人は約95％を占め、問1の認知度の低さとあわせ、市政への積極的な参画の意識の薄さが伺える。
また、制度に元々関心があり、制度を利用しようとする人にしか制度の認知がされていない、されにくいと思われる。

【問３結果分析】

「市民プラザ」が3.3％と一番利用が多く、続いて「市役所市政情報コーナー」「区総合事務所」が1.9％となっている。その他、「北出張所」「直江津図書館」の順となっている。他に目的がなくても日常出入りしやすい施設が利用しやすいのではないか。逆に、目的を持たないと出入りしにくい施設や機関（街なかサテライト、公民館など）への設置は不要と考えられる。

【問４結果分析】

　「公共の施設の建設計画」、「市の基本的な計画・指針」、「市民に義務を課す、または権利を制限する条例」、「市の理念など定める条例」、「市の憲章・宣言」の順となっている。
　日常利用する施設、計画への関心が高く、逆に、理念や憲章などは身近に感じられず、関心が低い。

【問５結果分析】

公表期間はおおむね1月で「丁度良い」が73.2％で一番多く、「短い」が19.3％、「長い」が1.1％。
「1ヶ月」の期間は決して長くなく、自由意見からもおおむね1ヶ月でよいが、案件によって長期間必要であるとの意見があり、最低1ヶ月（30日以上と表現）とすることが望ましいと考えられる。

【問６結果分析】

「氏名等は明記するべきである」が55％と半数以上の人が答え、その理由として、「責任の所在」が一番多かった。「氏名等は明記する必要がない」は36％で、その主な理由は「記名意見が言いにくい、市に対する厳しい意見が言いにくい」であった。また、中間意見として、「個人の自由でよい」との意見もあった。

【問７分析】

「意見提出手続条例」39.8％、パブリックコメント（意見提出）手続条例36.1％、両方合わせて75.9％の人が、意見提出手続条例の漢字表記が良いと答えた。
また、カタカナ表記に多数の反対意見があるものの、全て漢字だと、イメージがわきにくい、硬い、難しいという印象を与えるという懸念もある（問8自由意見から）



		





		





		市政モニター シセイ

		問１ トイ								アンケートの内容量はいかがでしたか ナイヨウリョウ

																		N		＝		269

				1		多い オオ														6																																																								多い オオ		6

																				2.2%																																																								丁度よい チョウド		202

				2		丁度よい チョウド														202																																																								少ない スク		58

																				75.1%																																																								未回答 ミカイトウ		3

				3		少ない スク														58

																				21.6%

						未回答 ミカイトウ														3

																				1.1%

		問２ トイ								アンケートの内容の難易度はいかがでしたか ナイヨウナンイド

																		N		＝		269

				1		簡単 カンタン														45																																																								簡単 カンタン		45

																				16.7%																																																								丁度よい チョウド		189

				2		丁度よい チョウド														189																																																								難しい ムズカ		34

																				70.3%																																																								未回答 ミカイトウ		1

				3		難しい ムズカ														34

																				12.6%

						未回答 ミカイトウ														1

																				0.4%

		問３ トイ								今回のアンケートを通じて、パブリックコメント制度について理解を深められましたか コンカイツウセイドリカイフカ

																		N		＝		269

				1		よく理解できた リカイ														44																																																								よく理解できた リカイ		44

																				16.4%																																																								大体理解できた ダイタイリカイ		197

				2		大体理解できた ダイタイリカイ														197																																																								理解できない リカイ		28

																				73.2%																																																								未回答 ミカイトウ		0

				3		理解できない リカイ														28

																				10.4%

						未回答 ミカイトウ														0

																				0.0%

		問４ トイ								パブリックコメント制度について関心がありますか セイドカンシン

																		N		＝		269

				1		とても関心がある カンシン														30																																																								とても関心がある カンシン		30

																				11.2%																																																								関心がある カンシン		198

				2		関心がある カンシン														198																																																								関心はない カンシン		40

																				73.6%																																																								未回答 ミカイトウ		1

				3		関心はない カンシン														40

																				14.9%

						未回答 ミカイトウ														1

																				0.4%
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