
実施方法
（１）調査期間　　平成２８年７月１５日～８月１５日
（２）調査対象　　平成２８年６月２０日現在、市内在住の市民
（３）標 本 数　　２，６００人
（４）抽出方法　　住民基本台帳から無作為抽出した市内の１８歳以上の方
（５）調査方法　　郵送による調査票の配布・回収（※）

※　調査票は送付された者、またはその家族が回答できるものとする。
調査票の回収　
（１）回収数　６６７（男性　２８０、女性　３７１、性別無回答者　１６）
（２）回収率　２５．７％（小数点第２位四捨五入）

アンケート調査結果
※割合（％）は端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。

問１　あなた（回答者）の性別・年代をお聞かせください。

選択項目 回答数 割合（％） 選択項目 回答数 割合（％）
男性 280 42.0% １０代 3 0.4%
女性 371 55.6% ２０代 46 6.9%
未回答 16 2.4% ３０代 88 13.2%
合計 667 100.0% ４０代 108 16.2%

５０代 123 18.4%
６０代 156 23.4%
７０代以上 135 20.2%
未回答 8 1.2%
合計 667 100.0%

問２　あなたは、三沢市議会だより「きずな」を読んだことがありますか。

回答者の約４割が読んだことがない。 選択項目 回答数 割合（％）
10代～30代は読んでいない割合の方が大きい。 ある 368 55.2%

読んだことのある割合が最も大きかった年代は70代以上で、 ない 290 43.5%
67.4%が読んだことがあると回答。 未回答 9 1.3%

合計 667 100.0%

問３～問５は、問2で議会だよりを読んだことがあるを選択した人の回答です。

問３　「きずな」の入手方法（手に取って読んだ場所）についてお知らせください。

回答者の86.0％が自宅に配付されると回答。 回答数 割合（％）
約14％が市役所や温泉等市内施設で読んだことが 319 86.0%
あると回答。 29 7.8%

23 6.2%
371 100.0%

三沢市議会だより「きずな」のアンケート調査結果を公表いたします。

　この度、三沢市議会だより「きずな」について、市民の皆様からご意見や思いを聞
き、それらを反映させ、市民にとってより見やすく、わかりやすい議会広報誌とし、
もって市民の議会に対する理解と関心を深めることを目的としてアンケート調査を実
施いたしました。調査概要は以下のとおりであり、回答されました市民の皆様に心か
ら感謝申し上げます。

回答者の男性と女性の比率が約4対6で、年代別では60代の回答割合が最も大きく（23.4％）、

選択項目
自宅に配布される。

若年層（10～30代）の回答割合が小さい。（20.5％）

市役所のロビー
その他
合計



問4　きずなの読みやすさについてお聞きします。

（１）文字の大きさ （２）表紙のデザイン

選択項目 回答数 割合（％） 選択項目 回答数 割合（％）
1.大きい 5 1.4% 見やすい 84 22.6%
2.ちょうどいい 320 86.7% ふつう 252 67.7%
3.小さい 22 6.0% 見にくい 10 2.7%
4.その他 8 2.2% その他 11 3.0%
無回答 14 3.8% 無回答 15 4.0%
合計 369 100.0% 合計 372 100.0%

（３）掲載量 （４）掲載内容

選択項目 回答数 割合（％） 選択項目 回答数 割合（％）
多い 18 4.9% わかりやすい 92 24.7%
ちょうどいい 291 79.3% ふつう 230 61.8%
少ない 37 10.1% わかりにくい 25 6.7%
その他 6 1.6% その他 10 2.7%
無回答 15 4.1% 無回答 15 4.0%
合計 367 100.0% 合計 372 100.0%

問５　「きずな」に掲載されている記事で、あなたが役立つ（興味深い、面白い）と思う
記事には○、必要ないと思う記事には×、どちらでもない記事には△を記入してください。
（すべてのカッコに○×△いずれかを記入してください。）

○を１点、△を0点、×を－1点として、合計ポイントの高い順（関心度の高い順）で表示

議会だよりに載せるべきでない、ちがう内容の特集記事を希望するといった意見等もみられる。

「文字の大きさ」はちょうどよいが約9割、「表紙のデザイン」は、見やすい、ふつうを合わせて約9割、
「掲載量」はちょうどよいが約8割、「掲載内容」は、わかりやすい、ふつうを合わせて約9割と、いずれ
も高い割合となっている。

定例会の主な内容（予算条例等の記事）、一般質問、委員会活動、議会からのお知らせ、賛否一覧
表の関心度は高い数字となっている。　「特集記事」は、約60％が興味があると回答しているもの

議長公務、「きずな」の文字を書いてくれた人は、興味があると回答した者が半数以下であった。

0 100 200 300 400

定例会の主な内容（予算・条例等の記事）

一般質問

委員会活動

議会からのお知らせ

賛否一覧表

視察報告

特集（市内スポーツ少年団の記事）

議長公務

「きずな」の文字を書いてくれた人

関心度の高い順 関心度（ポイント）

297
290

25
25
24

205
183

124
89



問６　問２で「きずな」を読んだことがないを選んだ方にお聞きします。
　　　 今まで読んだことのない理由はなんですか。

回答数
72
46

177
26
7

328

　22.0％が自宅に配布されないと回答、配布について要検討。

問７　あなたは今後の「きずな」のあり方についてどう思いますか。
　　　※現在年4回発行しております。

回答
350
41
38
77

162
668

どうかという意見も多数あり。

主な意見は以下のとおりであります。

≪現状維持の意見≫　3件あり　主な意見は以下のとおり

≪増刷を希望する意見≫　5件あり　主な意見は以下のとおり

選択項目
自宅に配付されないから

興味がないから

現行のままで良い
増刷したほうが良い
減刷したほうが良い
その他
無回答
計

・改善を加えて現行の状態でつづけ、様子を見るのが良いと思う。（50代）（女性）

・増刷し各家庭に配布することは？（70代以上）（男性）

約半数が現状のままでよいと回答。増刷、減刷ともに約6％。意見の中には広報みさわに掲載しては

存在すら知らない
その他
無回答
計

　54.０％が議会だよりの存在すら知らないと回答しており、周知が一番の課題といえる。

選択項目

自宅に配布さ

れないから
22.0%

興味がない
14.0%

存在すら知ら

ない
54.0%

その他
7.9%

無回答
2.1%

読んだことがない理由

現行のまま

で良い
52.4%

増刷したほ

うが良い
6.1%

減刷したほ

うが良い
5.7%

その他
11.5%

無回答
24.3%

今後の「きずな」のあり方について



≪減刷の意見≫　8件あり　主な意見は以下のとおり

≪紙面・内容についての意見≫　12件あり　主な意見は以下のとおり

≪周知についての意見≫　7件あり　主な意見は以下のとおり

まとめ

・誰でも手に取って読んでもらえるような場所に置くともっと認知してもらえると思う。（20代）（女性）

・いつも楽しみに読んでいます。市議会の様子を知る貴重な資料です。議員の発言により、改善され
たことや視察の結果取り入れたことなど成果が見えるといいと思います。また、活動費なども気にな
ります。（40代）（女性）

・視察報告がどのように活用されていっているのか継続されたらよい。（60代）（女性）

・選挙の時のような情熱が議員から伝わってこない。派閥にとらわれている。結果読む手が伸びな
い。（40代）（男性）

・無くした方がいい。（ＨＰへの公開に切り替える）（40代）（男性）

≪広報みさわ・ホームページに掲載の意見≫　4件あり　主な意見は以下のとおり
・広報みさわに取り込むなどページを増やすなど税金の節約に繋がる方法でお願いします。（20代）
（男性）

・議会関係の広報誌なので議会以外のことは掲載の必要はないと思う。（70代以上）（男性）

・タイトルが抽象的なので中身を見るまで何について書いてあるかわからない。興味を引くような題
にしたらいいかなと思う。議会の活動について書いてあると連想するような。（40代）（女性）

・他の市町村と同じようなものを発信するのではなく三沢らしい内容を。（30代）（男性）

・ホームページをもっと有効活用すべき（若者へのアピール）（50代）（男性）

・市議会でどういうことが話合われているか、又各議員の考え方等がよくわかり興味深い。（60代）
（女性）

ま実施します。なお、今後とも市民の皆様のご意見を参考に内容の充実を図ります。

≪その他≫　13件あり　主な意見は以下のとおり

約半数が現状のままでよいと回答。増刷、減刷ともに約6％。意見の中には広報みさわに掲載して

はどうかという意見も多数ありました。これまで約10年間広報みさわに載せておりましたが議員自ら
編集すべきとの結論に達し、広報委員会を設置し議会だよりを発行することとしました。
また、議会だより「きずな」の発行部数については、色々なご意見がありましたが、当分は現行のま



問８　最後に「きずな」についてのご意見・ご要望をお聞かせください。
　（掲載を希望される内容なども教えてください）

≪継続を望む声・肯定的な意見≫　２２件あり　主な意見は以下のとおり

≪広報みさわに掲載する意見≫　５件とも同様な意見で以下のとおり

≪きずなの発行に関する意見≫　８件有り　主な意見は以下のとおり

・議会だよりは、休日等、たまに目を通す程度ですが掲載量、表紙など現行のままでいいと思いま
す。これからも親しみのある紙面をよろしくお願いします。（40代）（男性）

・MCTVの議会放送と合わせて読んでいる。※各議員三沢市のために頑張って議会運営をしてくだ
さい。（70代以上）（男性）

・子どもがスポーツをやっていて、その際取材されて初めてその存在に気づきました。透明性のある
三沢市議会に好感をもちました。（40代）（男性）

・議員を選んでいながら議会のことをなにも知らなかった。きずなをみて少しは議員の活動がわか
り、とても楽しみにしています。（60代）（女性）

・議員の議会活動を知るうえでとても大切なものと思います。発行のため努力・工夫されている方々
に感謝します。（70代以上）（男性）

・広報「みさわ」の方が認知度が高い。よって「みさわ」の中の記事としての「きずな」にしてみたらどう
か。多くの人に見てもらえて、印刷コストも削減できて一石二鳥ではないか。（30代）（男性）

・市民と議会とのつながりが大切だと思いますので続けてください。（60代）（女性）

・毎回ではありませんが時々目を通しております。このような冊子で送られて来る（届けられる）ので
普段市議会にあまり関心がない自分でも読むきっかけになるので良いと思います。（40代）（女性）

・議会・議員がどのような意見を述べ、行動をしているかが市民に分かるツールとして継続されるべ
きと考えます。（50代）（男性）

・市民が議会活動に興味を持つうえでも続けてほしい。市民と一体となり議会活動が市の発展につ
ながることを願います。（50代）（男性）

・議会・議員の活動の様子を知ってもらうためのものと推察されます。活動の様子は市民に知っても
らうべきと思うので継続すべきと思う。市民と距離感があると思うので「広報みさわ」へ同時に配布し
てはどうか。（40代）（男性）

・定期（例）的の発行の他、トピック的な情報発信が生起した際は、特別版（的な）の発行が時機に
沿った情報として有効であるものと思慮する。（50代）（男性）

・市政及び議員活動がよくわかるから大変いいと思う。（70代以上）（男性）

・私たちが選んだ議員さんの活動、言動がきずなによって少しでも理解できますので毎回楽しみに
拝見させていただいております。いつかぜひ傍聴してみたいと思っております。（70代以上）（男性）

・定例会の賛否一覧を見る限りほとんどの議員が出席。本当？自分たちが選挙で選んだ人が活躍
しているか、知れるいい冊子だと思う。（50代）（女性）

・議員活動でご多忙中、広報誌発行に尽力されている広報委員会委員の皆様お疲れ様です。今後
とも三沢市発展のため、ますますのご活躍をお願いします。（60代）（男性）



≪きずな発行に否定的な意見≫　４件あり

≪議員の活動について≫　３４件あり　主な意見は以下のとおり

・市議会、議員の活動がなかなかみえてこないので「きずな」は必要。議員の活動内容、コメントは
もっとアピールすべき。毎回簡単でいいから全議員のコメントがあればいいと思う。（60代）（男性）

・各々の議員の活動報告の場として一読していますが新人議員や諸派の方々は見えるがベテラン
議員は何をしているのかがわからない。若者にももっとアピールしていただきたい。（50代）（男性）

・毎回議員の出来事、エピソードなども（60代）（男性）

・議員の方の普段のお仕事の様子とか。少年剣道の記事から興味をもって読み始めました。たまに
子供たちの活動を載せるのはいいと思います。（30代）（女性）

・議会に興味があれば傍聴すると思うのであまり意味がないように思う。（50代）（女性）

・税金を使っての発行ならば必要ないかと思います。メールマガジン等で議員さんが各支持者に報
告するのはいかがでしょうか。（40代）（女性）

・昨年話題になっている議員の報酬、政務調査費、出張、視察費用に関する情報等について掲載希
望。（60代）（男性）　同様な意見５件

・公平に厳正に選ばれた方たちと思うので正しいことをするよう活動内容を詳しく紹介してよいと思い
ます。市内の活動に積極的に参加いただき、町内会のためにもぜひ活動へ参加いただきたい。各
議員が一年間なんの活動をどのくらい行ったか。箇条書きで掲載してほしい。自分の担当以外で
も、三沢市のための活動へ参加するのが三沢市民の代表としての務め・努めだと思う。（40代）（女
性）　議員活動の明確化に関する意見が外に１４件

・各議員の三沢市に対する思いを一口メモとして掲載するのもいいかなと思う。（20代）（男性）

・毎回議員のコメントがあればいいと思います。（50代）（女性）

・議会での質疑応答の内容を多く載せてほしい。（70代以上）（男性）

・議員の任期（4年）中の質問回数。欠席日数。欠席理由等。次の選挙の参考とするため。各議員の
自己評価も知りたい。（30代）（男性）　　一般質問の回数に関する同様な意見が３件

・議会での質疑応答が形式的なものにならぬよう常に勉強するとともに、市民とのかかわりを積極的
なものになるよう望みます。また写真つきの記事を多くしてはいかがか。（70代以上）（男性）

・今まで見た事がない。イコールなくてもいいのでは。費用のムダです。（30代）（女性）

・はっきり言ってあまり興味をそそられない。必要なのかなと思う。広報みさわに内容を記載するだけ
で十分なのでは？（40代）（女性）



≪内容についての意見≫　　３９件あり　主な意見は以下のとおり

≪周知についての意見≫　　１６件あり　主な意見は以下のとおり

・特集は市議会との関連性が高いものを取り上げてみてはいかがでしょうか。例）視察報告を写真も
多用して詳細にする、特別委員会で取り上げる問題をその背景から解説する。等（20代）（男性）

・特集については年代別特に今は高齢者社会を考慮すると高齢者の活動等頑張っている方々の想
い等も取り上げてほしい。市議会議員の皆様の顔が見えるような公務参加（出席）後の掲載もどしど
ししてほしい。三沢にとって大きな問題の一つとなっていると思われる「アメリカ村」　少なくとも私の
周辺はいつもこの話題でもっとどうにかしたいねともちあがるが、このような市民の声も投稿できるよ
うな欄も設けてほしい。※無記名にしないと多くの声はでないかも。（60代）（女性）

・スポーツだけでなく市内でいろいろ頑張っている子どものことなども取り上げてほしいと思います。
（40代）（女性）　　同様な意見が２件

・「きずな」の存在は知っていたが手に取る機会がなく今回アンケートにあたって読ませてもらいまし
た。議会の活動を伝えるもののようなので仕方ないですが検討しますとか多くてつまらない。結果を
知りたい。（50代）（女性）

・存在を知らない人も多いと思うのでPRに力を入れてはいかがでしょうか？（30代）（男性）　　ＰＲに
関する同様な意見が外に３件及びＨＰに関する意見が２件

・確かに読んだことがあると思いだしたがタイトルを覚えていなかったので‘きずな‘と言われてもピン
とこなかった。議会だよりと言われなければ思い出せない。（40代）（女性）　　同様な意見が外に２件

・目にしたことがないと思うのでなんとも・・・　もっと市民の目につくように配付や置き場所を考えては
どうでしょうか。（30代）（女性）　同様な意見が外に３件

・興味がない人だと読む機会はまずないと思う。内容が良くても読むきっかけが無いと読まないので
なにか手に取るようなきっかけがあればいいと思う。（20代）（男性）　　配布や設置場所に関する意
見が外に６件

・民生常任委員会の中で三沢病院の記事がありましたが、その中で「PET－CT」検査状況と今後の
運用云々は年寄りに分かるように「PET－CT」に（）書きなどでなんの検査のことなのか説明があれ
ばよいと思う。（70代以上）（男性）

・基本的には現行のままでも十分いいと思います。可能ならばすべてカラーにした方がみやすさも向
上しますし、質問及び回答についても問題の場所や図やグラフがあればわかりやすいかもしれませ
ん。また視察の写真も会議室ばかりでなく、勇気をふるって、実際に見た外の状況の写真など掲載
されれば興味深いと思います。（40代）（男性）　　文字色に関する意見が外に３件

・きずなの題字を市民から募集しているのはとてもいいことだと思います。～個人名を入れるかどう
かは別、きずな発行を続けることによって市民の視点が広がっていくと思います。（60代）（女性）

・賛否一覧表の否決（少数）の理由、意見など掲載して欲しい。（60代）（男性）

・議会の定例会での審査内容が掲載されますが承認されて、どのように変わったのか読者にはわか
りません。（60代）（女性）

・子育てに関係すること。市議会でどのようなことを行っているか。（30代）（女性）

・三沢市民でありながら市議会及び議員活動等あまり知る余機会がないのですが「きずな」があるこ
とで知る機会を持つことができて、自分も三沢市民のひとりと自覚できます。（60代）（女性）

・市民が三沢市の行政について知ることはとても大切なことだと思うし、市役所側も市民の市政参加
を促すきっかけとなりとてもよいと思う。しかし若者にも身近に読んでもらえるようにつくることも必要
なのではないでしょうか。（10代）（女性）

・若い人でもよみやすい内容にしてほしいです。（40代）（女性）

・子どもが読んでもわかるような「子どものための政治コーナー」があるといいんじゃないかなと思い
ます。（30代）（女性）　　同様な意見が外に２件



≪その他≫　　１４件あり　主な意見は以下のとおり

皆様から頂いた貴重な意見を受け、次の事項について取組んで参ります。

○議員の報酬等に関する事項（報酬、視察費、費用弁償等）はきずなに記載を予定する。

○用語の注釈（例：ＰＥＴ－ＣＴ等）

（２）今後検討していく事項

○議会だよりの編集要領（配色、内容等）
○ＨＰの充実

○市民の皆様に「きずな」が届くような配布要領

○特集については、平成３０年２月までは、現特集の夢に向かってを投稿しますが、それ以降は検討

○議員活動の内容（一般質問回数、質疑の内容、賛否一覧等）

○情報公開に関する事項

・市政に対する市民の要望を定期的に調査し、公開することをお願いしたい。つまり「きずな」の名前
のとおり市民と市政のかけ橋になってほしいのです。（50代）（男性）

・開かれた議会をモットーにその活動状況を公開していってほしい。（70代以上）（男性）　　　　情報
公開に関する意見が外に３件

・議会見学で、議員数名のやじ、おしゃべり、、また態度（いすに座っている、悪さ）驚いた。（60代）
（女性）・市民に公表する事で議員の方々も真摯な仕事をする事ができると思う。（60代）（女性）

・活字よりあなた方一人ひとりと話をしてみたい。（60代）（男性）

・市民の「こうなったらもっと便利」を実現するためには、一般の声を聴く意見箱等を設置し、サービ
ス（行政）を向上して。市役所にも同じことを希望します。（40代）（女性）

・市民であれば全世帯に配布されるものではないか？町内会に入っていなければ配付されないの
か？それすらもわかりませんが、すくなくとも自分は貸家にすんで読んだことはありません。なので
「きずな」というものがあることを今知りました。市税を納め選挙にちゃんと行っている市民には配付
されるべきだと思います。（30代）（男性）

・議員になるときはお願いしますと言って不満の声を聞いて歩かない？不満はどこに。アンケートは
結構記入させられていますが本当に利用されているのか不安です。（60代）（女性）

≪今後読んでみたいの声≫　　１５件あり

≪議会に対する意見≫　　１０件あり　主な意見は以下のとおり

○視察の状況、平成29年1月1日以降の個人視察、委員会視察の復命書（視察成果）についてＨＰ
に載せる。

・市議会議員選挙のたび知人からのすすめ、その他の理由などで投票していましたが、一般質問
議員さんの名前、考え方など知ることができ良かったです。あちらこちらに公園が沢山ありますが全
然利用されていないことにわびしさを感じます！（70代以上）（女性）

○市民の声を聴く意見箱の設置

（１）議会だより「きずな」及びＨＰで記載する内容について、早急に取り組む事項

・三沢のビジョンや地域の発展に取り組んでいるので大変いい内容だなと思います。介護者のある
老ヶ介護者の実態を福祉課などで受け止めてくださいますが一考お願い致します。乱筆にて失礼い
たします。（70代以上）（女性）


