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自治基本条例に関する意見（問 22） 

 

（男：50歳代：穂高） 

地区自治会組織は、松本市に唯一優れているものと感じています。上手に市民力を活かして

いけたらよいですね。 

（男：50歳代：穂高） 

文字の羅列のみで、条文の文言に具体的な方針がない。名ばかりの条文ならば必要がないと

思う。①市民の役割、責務と権利を明確に書き込むべき。 

（男：50歳代：穂高） 

市の役割、区の役割、議会の役割を明確に、しかも簡単にわかるようにしてほしい。防災の

情報集を区に依頼して、区に入っていない人の情報も区で集めるとなると、みんな区から抜け

てしまう。区が衰退してしまうのは市がやるべきを区に依頼してしるところにある。区が市の

ボランティアであるようになっている。区に入っていないと、災害時助からないというくらい

でなければ最近の人は区に入らない。コミュニティを市は取り違えているように思う。 

（女：70歳代以上：豊科） 

②自治基本条例 具体的な説明になっていないので理解が難しい。何をどうしていくのか、

何が何をするのか、役人言葉が多く、凡人には全く理解できない（専門用語） 

（女：40歳代：穂高） 

何もわかりませんが、社会的に弱者とよばれる方達のために、税金を使ってほしいです。子

どもは障がい者ですが、育てる上で非常に苦労しました。何一つ助けてもらうことなくいつも

母親一人で悩みを抱え込むことばかりでした（特に、小・中学校）。大人になり働くようになっ

てもお友達ができず車の免許もとれず、市のサポートもなく…ということで悩んでいる方が多

いのではないだろうか。つまらないことにお金を使うのでなく、お年寄り、子ども、障がい者

等、弱者中心に税金を使ってほしい。そういう条例が必要でないだろうか。安曇野は弱者に冷

たすぎます。 

（男：70歳代以上：穂高） 

天蚕の活用（薬の原料ばかりでなく織物としてパリコレに出すようにしたら）。電線の地中化

（風景を害している所を重点的に）、県に予算が来ているのに申請がない。せっかくの風景を電

線が汚しているのに気の付かない田舎者の集まりが長野県です。 

（男：50歳代：豊科） 

条例をつくることではなく、市が何をするかが問われている。これだけの潜在可能性があっ

たら、再生可能エネルギー、山岳資源の活用、観光政策、交通政策などが無策。市役所はスタ

ンダードな仕事ができていない。 

（女：70歳代以上：豊科） 

介護施設を増設していただき並行して自宅療養が安心してできるよう医療機関、介護と連携

を積極的に取り組んでほしい。（安曇野市には往診してくれる医療機関が少ない） 
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（女：70歳代以上：穂高） 

市役所の通知はわかりにくいものが多くあり、もっとわかりやすく書いてください。私はこ

れでも昔の女学校を出ております。本も好きでよく読んでいます。それでもわかりません。 

（男：60歳代：豊科） 

自治基本条例の制定には大賛成であるが、地区住民との話の中に話題として出て来ない（知

らない）。制定の過程でもっと広く住民参加を。 

（男：70歳代以上：三郷） 

早急に条例制定を図ることを要望します。 

（男：50歳代：豊科） 

自治基本条例が何だかわからない。 

（男：60歳代：豊科） 

自治基本条例について具体的にわかり易い説明をしてほしい。 

（女：60歳代：穂高） 

多くの人が集まると耳にするのは公共の交通がきめこまかさがないとの声が多いように思い

ました。 

（女：60歳代：穂高） 

市役所をもっと気軽に利用できるようにしていただきたい。弱者でも安曇野市で生活でき、

本当に良かったと思えるようにしていただきたい。 

（女：40歳代：穂高） 

なかなかかかわりがないと条例自体もどのようななものなのか分かりずらい。 

（女：40歳代：明科） 

市の役割と地区（班）などの役割をきちんと分けてほしい。自分の住んでいる地域の美化や

利用している場所（公民館やごみ収集所）の美化は住民がする必要があると思うが、毎年側溝

をそうじをしたり、毎週ごみ当番に立つなど負担が多いと思う。公民館建て替えの費用をその

地区での寄付というのも利用しない人もいるのに高額を支払うのはおかしいと思う。 

（男：30歳未満：明科） 

よくわからないので具体的な説明をもっとしたほうが良いのではないかと思う。 

（女：30歳代：三郷） 

保育園の 3人目無料化についてわかりにくいことだらけでした。後から言い訳のように条件

つけるのはおかしいと思う。3 人も子ども産まなきゃよかったってことでしょうか？国も市も

約束を守ってほしい。 

（男：60歳代：明科） 

市役所の職員の態度が非常に悪い。何様だと思って仕事をしているのか。奉仕の精神を教育

すること。まずそれが第一歩。職員も多すぎる。効率化を図り市職員を半分に減らすこと、税

の無駄。 

（男：70歳代以上：三郷） 

「条例」先行よりも「実態先行」が望ましい。コミュニティ内の連携を深めることがより重

要。現在のように区や自治会が行政の下部機関であるがごとき扱いを受けているのははなはだ
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不本意。「市」はもっと責任を果たすべき。 

（男：70歳代以上：豊科） 

安曇野市の市政はおおむね良いと思います。 

（女：40歳代：穂高） 

特になし、期待もなし。 

（男：60歳代：三郷） 

協働を条例化する意味は分かりづらいと思う。今までできなかったのはどうしてかを検討す

ることから始めるべきだと思う。 

（女：30歳未満：豊科） 

梓川に新しくできたパチンコ屋はいらない。もっと生活の役に立つ施設を建ててほしかった。

高齢者が多く住む地域という点を無視している。 

（男：30歳代：三郷） 

各言葉が分かりづらい。もう少しくだけた分かりやすい言葉での説明が必要な気がします。 

（男：50歳代：明科） 

地域住民がまず区に加入しなければ全体の活動にならない。その辺をどう進めるか。 

（女：70歳代以上：三郷） 

安曇野市役所に用事があって初めてなのでキョロキョロしていたら女性の方が見えて説明を

してくれ、気持ちの良い対応でした。ちょっとあいさつが職員になかった。 

（女：60歳代：穂高） 

わかりやすく、具体的に広報などで説明してください。 

（女：60歳代：穂高） 

物とのつながりが多く持てるようになれば良いと思います。 

（男：60歳代：三郷） 

アンケート最後の注釈をまとめた概要版を作成すべき。 

（男：50歳代：豊科） 

区に入りたくない人を加入させた場合、非協力的になり、逆に区の負担になる場合があるの

でご検討を。 

（女：60歳代：豊科） 

燃えるごみ、燃えないごみ、取り出しやすく扱いやすいように、ロール式にしたらどうでし

ょう。都市部ではそうしています。 

（男：40歳代：穂高） 

住宅に選ばれるまちづくりをしてください。今後は市政の質によって住宅が移動する時代で

す。 

（男：50歳代：穂高） 

財政の健全性を担保すること。明示。 

（男：40歳代：明科） 

住民が具体的に活動する指針となるような内容がよい。与えられたものではなく、市民が自

ら作り出すものが望ましい。 
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（男：60歳代：穂高） 

公平感のある条例。 

（男：30歳代：穂高） 

存在すら知らない、もっと広報しないとわからない。あづみのテレビ、あづみの FMでやって

ほしい。 

（男：30歳代：三郷） 

このようなアンケートが妻のところにも以前届きました。大切な税金を使ってのアンケート

です。本当に役立つんでしょうか？ 疑問です。 

（男：70歳代以上：穂高） 

隣組の健全な育成と発展を願い推進する。 

（男：60歳代：明科） 

「市民は主権者」「市長は執行機関の代表」「議員は市民の代表」「職員は市長の代行者」であ

る。このことから、住民投票は主権者が市民であることを考えれば自ずと結論は出る。 

（女：30歳代：穂高） 

※印２で説明いただいていますが、これからは高齢化社会です。もっと分かりやすい言葉等

でないと関心が持てないような気がします。良い条例になることを願っております。 

（男：70歳代以上：穂高） 

「市民参画の市政」が全ての基本である。今改めてテーマにすることがおかしいと思う。原

因の一つに答申という美名を基に弁舌に優る議員や行政職員と駄弁で本質を訴えられない一般

市民が同一テーマで議論をし、結論を出す場面に参加したことがある。市民の声は「アンケー

ト」方式で市政に反映させることが民主的行政だ！ 

（女：50歳代：豊科） 

役割を担うのは仕方ありませんが、役があまりにも多く隣組は４軒で今年から１軒はお年寄

りで役もできず負担だけが増えてきています。役をもっとまとめて少なくしていただけません

か。他にも農業の方の役もあり、自分たちも年を取るばかりでやり切れません。隣組に入らな

い方がいいのではと思うくらいです。役ばかり増やすのはやめて欲しいです。運動会も出る人

が少なく役員が負担です。種目を減らし出たい人だけ出るような形になりませんか。人集めも

大変で人がいないときは自分たちが出る。それは次回ではもう補助要員にはなれません。趣旨

が違うこと書いてすみませんがよろしくお願いいたします。 

（男：70歳代以上：三郷） 

原点は「安曇野」の原風景を維持し、不用の公共建物は造らず、美術館等価値無き物一掃！ 

他県者は原風景を求めている。また個人所有物であっても火災後の残骸や市道の不正占有は見

苦しく、決して快い環境と言えない。市町村で朝日村へ整然とした景観は参考価値有。 

（女：70歳代以上：豊科） 

ごみ当番、雪かき、神社草刈り、区の役員は 80歳以上の方は免除してください。 

（女：60歳代：豊科） 

スポーツ関係委員会の答申の団体級の体育施設は不要。建築費、維持費等が五輪国立競技場

と同じ。経費削減から本庁を新築したにもかかわらず 5支所の開設が必要か。効率化のため本
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庁舎を新築したのに職員数、車両数多く費用効果ない。 

（女：70歳代以上：穂高） 

バス停を造って時間に来るようにしてください。 

（男：70歳代以上：穂高） 

もっと広く意見を求めるべきである。 

（男：60歳代：穂高） 

初めて聞きました。今まで市から発信されていましたか？ 

（男：70歳代以上：穂高） 

市民主体、具体的に何を指すのか？ 理解できません。 

（女：70歳代以上：穂高） 

お世話になります。よろしくお願いいたします。 

（女：70歳代以上：豊科） 

プレミアム商品券の市民への対応は安曇野市民として誇りに思います。 

（男：70歳代以上：三郷） 

高齢化が進む中、防災（特に火災）介護についていろいろ検討されたい。 

（女：40歳代：三郷） 

難しく書いてあって理解できない。隣組に加入していないと一人取り残されている感じがす

る。どこで誰に何を聞いてよいかわからない。 

（女：60歳代：豊科） 

安曇野市にディズニーランドを造ってほしい（マウンテンランド）。電柱の地中化。市のイン

ターネット（区費に 500円で）。人口減少の対策。 

（男：60歳代：堀金） 

市民参画は大切ですが、市民の責務を強調しすぎると本来の地方自治の姿があいまいになり

ます。高齢社会における自治体の役割を充分検討願いたいと思います。 

（男：70歳代以上：豊科） 

よくわからない。 

（女：70歳代以上：豊科） 

一般市民が自由に参加し発言し、行政の意見を聞く場を定期的に聞くこと。それを条例に明

記してもらいたい。 

（男：30歳代：豊科） 

住民税が高い。給与で 5000円上がっても次の年に住民税が 5000円上がる。 

（男：60歳代：穂高） 

区に加入していることによる、役員が回り番でくる状況が現状です。役員の負担を軽減する

ことが必要だと思います。 

（男：70歳代以上：穂高） 

市政への市民参画は、参画できる者とできない者との間に政治参加の機会不平等をつくるの

ではないか？ 決定にスピード感を出せないのではないか？ 
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（女：60歳代：堀金） 

市関係者との話し合いの場があって、提案や申し入れをしても、何ら反映されないので、期

待しない。 

（男：60歳代：穂高） 

高利便性を追求することは、高負担を伴うことを明記すべき。 

（男：60歳代：三郷） 

村の体制がそのまま残っている。市とは言えない。いなかくさい!! 70歳以上の教育が必要。 

（男：50歳代：堀金） 

自治基本条例の制定がなくても、各種市の計画の目標設定等を見直すことで実行ある「まち

づくり」推進を図ることが大切。 

（女：70歳代以上：三郷） 

高齢者にもよく理解できるようお願いします。三郷地区も梓川に近いところですので穂高、

明科、豊科は遠すぎてイベント等ありましても行くことができません。土曜日の福祉バスも必

要ではないかと思います。 

（性別未記入：70歳代以上：明科） 

金太郎あめの条例にしてほしくない。安曇野市が作った条例としての独自性を追求してほし

い。 

（女：60歳代：穂高） 

自治活動に対して、もっと行政、議会がサポートする必要有り。（○○協議会等多くあるが、

役割、責任があいまい） 

（男：50歳代：穂高） 

若い者の積極的な参加につながるような内容にしてください。 

（女：70歳代以上：堀金） 

市民を核とした“労りと励まし”を理念に基づく行政運営の推進に努力してほしいと思いま

す。 

（男：60歳代：堀金） 

行政の権限の範囲の規定を明確にすること（行政の役割と権限）。市民を拘束する内容としな

いこと。地域コミュニティの育成と共助の精神の育成に力を入れる。（隣近所は大切ですの精神） 

（女：40歳代：穂高） 

体育館、グラウンドが 9時までって穂高はなぜですか？他の豊科、松本など参考にしたらよ

いのでは？ 

（男：50歳代：豊科） 

国の政策が地方自治をおびやかそうとしていると思う。地方の地位をしっかり確立するとと

もに、安曇野市を全国区に認知してもらえるような市政を望みます。 

（男：40歳代：穂高） 

市会議員が市民（有権者）の声を直に聞く機会を法的に制定して、定例的な意見の吸い上げ

に努める。 
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（女：40歳代：豊科） 

あまり多岐にわたる欲張った目標を立てず、1年に 1個ずつ、10年～20年～30年～長きにわ

たる目標をかかげてから、そのために必要な条例が必要。条例ありきで目標が後はおかしいと

思います。 

（男：70歳代以上：三郷） 

私は 82歳ですので自分の頭の中にある理想の姿に基づいてお答えいたしました。参考にして

いただければ幸いです。 

（男：70歳代以上：穂高） 

議員、役人（警察）、世に言う先生、偉い人ではない、人口増のために移住促進に努めている

が世の中の動き、特に人の考え方、生活の違い、従来からの地元の住民とのギャップすべてが

住民間の不満が多く、したがって区への加入が悪い、良く現場をみることである。 

（男：60歳代：豊科） 

市庁舎の近くに住んでいる者ですが、市庁舎の照明が毎日遅くまでついています。そんなに

遅くまで仕事がかかるんでしょうか？ 今、企業や会社はなるべく残業を減らそうと経費（光

熱費）を少なくしようとしています。ましてや市庁舎にかかるすべての費用（職員の給料も含

めて）は、市民の税金で賄わられています。もっと効率よく仕事をして、節約をしてほしいと

思います。 

（女：60歳代：三郷） 

条例をつくることで、収入の少ない高年齢者に市税の負担がかかることのないよう、良く考

えてやってほしいと思っています。新本庁舎にもかかりすぎました。 

（女：60歳代：穂高） 

「区へ加入すること」等の条例は盛り込まないこと。 

（男：70歳代以上：明科） 

いろいろたくさんのことを盛込みたいことはわかりますが、とにかく誰にでもわかるような、

わかりやすく、理解しやすいように書き出したものもほしいですね。市民全員にかかわること

ですから。 

（女：70歳代以上：三郷） 

無駄にお金を使わずに高齢者、また幼い子供たち、そして市民が安心して生活できる安曇野

市であってほしいです。 

（女：60歳代：三郷） 

関係のない意見ではないと思いますが、来年 3月で個別の無線が廃止されるとか。今現在で

も集会所の無線では機能しているのか、いないのか。外にいても全く聞こえません。万一の時、

何を頼りに情報を得たら良いのでしょうね。安全、安心な暮らしから後退し、個々は自己責任

でということになるのか。 

（女：30歳未満：豊科） 

条例がよくわからないので、わかりやすく広報などに載せて頂きたいと思います。（具体的に） 

（男：70歳代以上：穂高） 

市民一人ひとりが協働のまちづくりを意識するように行政はあらゆる面から支援、啓発活動
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と発想の転換を望みます。 

（男：50歳代：三郷） 

人間をしばりつけるような条例には反対です。 

（女：40歳代：豊科） 

税金の無駄使いをやめ、正しく政治を行ってほしい。 

（男：30歳代：穂高） 

説明文がわかりづらく、良く理解できなかった。市民の意見にはしっかり耳を傾けてほしい。

国政のような民を無視するようなことはやめて、議会、市民が共に良い市を目指すように願う。 

（女：50歳代：明科） 

行政にばかり頼らずに、自分たちが地域にあった柔軟性のある地域自治の指針となるような

条例であってほしい。 

（女：60歳代：穂高） 

「条例」を形だけで終わらせないために、どのような行動をするのか。行政に携わる一人ひ

とりがまず自覚を持ってほしい。市職員の啓発活動を含め、情報公開を活発にする。 

（女：50歳代：豊科） 

市民側からのぞむこと、市から市民にのぞむこと、その両者をもって平均的に考え、そこに

偏りのないこと。大事なことは一人ひとりが正しい目や判断力を持つこと。 

（女：60歳代：三郷） 

議員削減 

（男：70歳代以上：豊科） 

一般的に市役所から配布されるものは、とかくかたい文章で読むのも大変で、見ただけで読

む気にならないものが多い。やむを得ない面も多々ありますが、基本条例制定後には周知させ

るための小冊子も作ると思うが、一般庶民にも分かりやすいもので読む気を誘うような工夫を

お願いしたい。例えばマンガの解説書を作るとか、字を大きくしたり、絵をたくさん入れるな

どなんとか一工夫をお願いします。 

（女：30歳未満：明科） 

南小学校が古く修繕すべきところが多くあるのに、なかなか直されない。市役所を立派にす

るよりも住人のことを考え、必要なことからお金を使ってほしい。自転車道をもっと造ること

で、山麓線の方に観光客が安心していけるようになるとよい。 

（男：40歳代：豊科） 

市民のためと言いながら最終的には役人のため的な市政となっており、条例を作れば作るほ

ど市民は苦しくなり暮らしにくくなる。役人は条例を盾に苦しめ、自分たちは許され、問題が

起こればすみませんと頭を下げるだけ。市民はおもしろくも何ともない。 

（男：70歳代以上：豊科） 

目指すまちづくりの姿を具体的に分かりやすく説明してほしい。その上に立って市民の役割

や責任を明らかにしたい。本条例のことで上記を明らかに各家庭へ広報活動お願いします。 

（女：60歳代：三郷） 

誰でも自由に参画できる女性会議等の開催はないものか。女性の活躍が聞こえてこない。 
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（女：60歳代：三郷） 

市の財政など（特に税金の使い道など）、透明性のある情報公開が必要ではないかと思う。無

駄使いはやめてほしい。関係ないかもしれないが、市の職員が市役所などでやる気のない姿を

見せていると、非常にがっかりする。また腹が立つ。 

（女：50歳代：穂高） 

自治基本条例の制定は必要ですが、それ以上に制定後、この広い安曇野市がひとつにまとま

り住みよい町になるように、市長さんはじめ行政に関わる皆様、議会に関わる皆様、そして私

たち市民が資質の向上に努め、条例本来の役割を果たせるようにしていかないと意味がないと

思います。 

（男：30歳代：三郷） 

自治基本条例についての説明が少ないのに、アンケートされても答えられない質問がある。 

（女：40歳代：穂高） 

それぞれの立場で“できること”を行い、他人任せにするのでなく自立した組織、地域を作

っていけるよう役割を明確にすることは良いことだと思います。 

（女：40歳代：穂高） 

数年前に他市から家を建て引っ越してきました。隣組に入ることも当たり前と思ってきたの

で加入し、ご近所もつかず離れずのよい関係で安心して暮らしています。最近、区に加入して

いない 1戸建てのお宅が結構あるということを知り、加入しないという選択肢があるとは思っ

ていなかったので、少し複雑な気持ちです。毎年、安くない区費等を払い、役員がまわってき

たり、地域のお掃除など負担ですが、住民として義務だと思うのですが、それをしていないお

宅があるというのは正直納得いきません。昔のような濃い付き合いや、様々な行事など縮小し

てよいと思いますが、住民として最低限の義務は果たすような内容を盛込んでいただければと

思います。 

（女：60歳代：豊科） 

市役所を退職された方の再雇用はやめ、若者の働く場を作っていただきたい。市長も後進に

職を委ね若返りを。 

（男：50歳代：穂高） 

分権化に伴う自己決定のルール、分権改革の更なる展開を促すために必要なものである。市

民の定義や住民投票等への参加主体の範囲、要件、対象などは慎重に進める必要がある。最高

規範性の解釈、条例の体系化を慎重を期す必要がある。市民が主体的に自治基本条例を生かし

ていけるかが需要であり、地域らしさを追求したオリジナリティある工夫を期待する。 

（女：70歳代以上：豊科） 

高齢者の一人暮らしの家を（月に 1回くらい）訪問していただけるとありがたいです。（困り

ごとのある時は助かります） 

（女：70歳代以上：明科） 

市民主体と言っても高齢化の進み方が早すぎ、自分を含め高齢すぎて協働のまちづくりに気

持ちはあっても体がついていけない。いろいろの方法を考えていかなければの時。 
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（女：70歳代以上：豊科） 

市民の人々は市政を見ていると思う。信頼される内容であってほしい。窓口にいる人はアル

バイト、アパートの人でなく専門の人を置くべきである。 

（女：70歳代以上：堀金） 

誰にでもわかる具体的な日本語で表現すること。 

（女：30歳代：豊科） 

一方通行の議会ではなく開かれた議会、市になるよう強く望んでいます。 

（男：50歳代：三郷） 

基本条例の作成が本当に必要なのか？ いろいろな会で市民から声を聞く機会を設けている

ことはわかるが、条例のための条例になってないのか疑問だ！ 

（男：70歳代以上：明科） 

デジタル屋外放送について現在の屋外放送は屋内にいるときは聞き取りができません。近く

の山にこだまする。 

（女：60歳代：堀金） 

市民一人ひとりの意見が行政に届かない。議会中心で動いているため、特に市になってから

は。他県より移住してきた方も、市の職員の教育が悪いと評判です。再教育が必要。管理職は

最悪です。 

（女：70歳代以上：穂高） 

三枚橋柱はいつこわしますか。 

（女：70歳代以上：堀金） 

ごくごく普通の市民、弱い立場にある市民のことばを聞く方法があれば良いと思う。 

（女：70歳代以上：穂高） 

要請＝分譲地を買って引っ越してきても隣組に入区しない人が、自由だと言うのではなく  

の理由がない限り、入区、また隣組に入り、コネクトを取らないと防災の面のみ頼ってもなり

たたない。 

（男：60歳代：堀金） 

大原則として市民はそれぞれ人生観・価値感を持っているのであり、選択の自由、基本的人

権を持っているのであるからそれを拘束するようなことはあってはならない。個人の負担（な

くても良いようなこと）を極力少なくし、行政が担うべきことが多々ある人々の幸せになるこ

とでもある。 

（男：70歳代以上：豊科） 

この意見はボツにしないでください!! ・安曇野市の人口が減っているのですが耕作放棄地

へ（特に三郷リンゴ畑）震災地などの仕方のない方に来てもらい働いていただいたら良いと思

います。国の補助も取り入れて、せっかくの大切な土地を守っていってもらいたい。 ・上記

内容とは違いますが公共の建物（三郷役場の周辺のもの）40年くらいでもう取り壊すのですが、

耐震の問題とかいいますが耐震対策をすれば充分使用に耐えるものではないですか。 ・夕方

青い電気をつけてパトロール車に乗ってただ巡回しているように見えますが、あまり効果がな

いと思います。注意喚起の呼びかけとか何かして回った方が良いと思います。 
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（女：60歳代：明科） 

自然豊かな安曇野を守り未来へつなげるため条例を希望します。 

（男：30歳未満：豊科） 

自分が若くて良くわからなくてすみませんでした。 

（男：60歳代：明科） 

市役所の職員が積極的に参加し、協働のまちづくり発展に、各地域（地元）で活躍（活動）

してほしい。（普通のサラリーマンは朝早くから夜まで働き、土日も働いています。） 

（女：50歳代：穂高） 

この度のアンケートで改めて条例等、市について考えさせられました。こうしてほしいと言

う思いはあっても、積極的に自分から調べてみることはしませんでした。普段の忙しさに流さ

れ、多くの人（市民）達も考える時間がないのかもしれません。このような私達に目を引くよ

うな市政の考えや決定事を上手に配信してください。（小さい村の集まりのように） 

（男：60歳代：三郷） 

松本市に比べて、10年は遅れているという人が結構いる。地域が封建的であったり文化的匂

いを発信できていない。若者が住まなかったり、子どもが少なかったりする地域が多いと聞く。

自治とは何かの学びが市民の中に停滞しているのも事実だ。「中心街」だけでなく基本的に「街」

の遠くの区民が、今何を考え、何を生きているかを聴く力が必要であろう。地域の崩壊が進ん

でいると聞く。若者の考えや思いが、伝わらないという意見が圧倒的に多いようだ。適材を適

所に配する等、また女性の登用を含め考えていかねば。1 部の見ばえの良い街だけが表面的に

見えるだけの安曇野市になってしまい、実態は住みにくい土地ということになる。 

（女：60歳代：穂高） 

最近は地域のつながりを自ら断ち切る市民が多くなっている傾向にあり心配である。 

（女：60歳代：穂高） 

むずかしいことはわからない。 

（男：70歳代以上：穂高） 

若い人の意見を聞くようにしてください。老人の意見ではあきますよ。 

（男：70歳代以上：堀金） 

安心して生涯を終えることができる市にしてほしい。 

（男：30歳代：豊科） 

なかなか市の行事など、仕事で出席できずアンケートでも答えられずすみません。 

（女：60歳代：三郷） 

今まで存在を認識してなかったので、今回を機に勉強してみようと思います。 

（男：70歳代以上：三郷） 

人口減少、高齢化社会の中で、中期、長期目標をしっかり見据え、市民と共に進める条例と

すべきである。 

（女：40歳代：堀金） 

“協働”という言葉を初めて目にしましたが、下記の文章の説明では大まかなことしかわか

りませんが、私は他県から越してきました。正直、越してきた当時より今日まで、どうしても
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“よそ者”と見られているような気がします。“よその人”だから、ここの人に習わなければい

けないという風潮が強いと思います。もう少し改善するところは改善する。みんなで話し合う、

という型のようなもの、姿勢を作ることは出来ないでしょうか。期待しています。 

（男：40歳代：穂高） 

「自治基本条例」について私のように内容について理解ができていない人達もいるかもしれ

ませんので、より一層「市民」がわかるようにしてもらいたい。行政（市長、議会、市役所）

の皆さんがリーダーシップを取り、「市民」と一緒によいまちづくりをしていただきたいと思い

ます。 

（男：30歳代：穂高） 

行政が各区へ入るように強い指導をするようにしてもらいたい。 

（女：30歳未満：穂高） 

オムツ替えや授乳ができる店舗、施設をマップなどにして出生届けを出しに行った時に貰え

ると赤ちゃんを連れて外出しやすくなると思います。 

（男：50歳代：穂高） 

暴力団追放若しくは改善。 

（女：30歳代：豊科） 

生活保護者の見直しをきちんとしてもらいたい。毎月、生活の様子をチェックしたり、近所

に聞くなど、貴重な税金で生活していることをきちんとわからせてほしい。 

（男：60歳代：穂高） 

片寄りすぎた地域格差をどのように解消していくのか。 

（男：40歳代：豊科） 

自治のため、住人に一律に何らかの義務を課すとはどういうことになるのかよくわからない。 

（女：70歳代以上：豊科） 

年齢層を幅広く高校生から高齢の方までの意見も何らかの方法で持ち上げていけたらよいと

思います。自治基本条例（仮称）公平に作られることを願います。 

（男：60歳代：豊科） 

条例の制定とともに無関心層に対し浸透を図る方法を考えなければ絵に描いた餅になる。 

（女：50歳代：三郷） 

情報公開などインターネットなど使用していない人もいるし、公民館などで○○を聞くから

来てくださいなど、言ったので来ない人がいけないなど、それ以外のやり方で市民に伝えるな

ど考えながらやる方が良い。 

（女：60歳代：穂高） 

公共交通の改善について、合併から 10周年になり、5町村全体に巡回する公共交通が必要で

はないか？ ※あづみんではなく、スニーカーバス等。 

（女：70歳代以上：三郷） 

村時代の悪しき因習がはびこり、新参者の参画を嫌うきらいがあり、住みづらいところに越

してきたことを後悔している。 
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（男：70歳代以上：明科） 

税金は大切に使ってほしいです。 

（男：60歳代：豊科） 

市民の範囲をできるだけ広くとる（18 歳以上、外国籍住民なども）。議会の中立公平倫理性

を明記する。市長、行政の中立公平倫理性を明記する。情報公開、透明性の確保を明記する。

住民投票の必要性を明記する。常設型住民投票条例の必要性を明記する。住民投票の主要なこ

とを明記して、あとは住民投票条例に明記する。 

（男：40歳代：三郷） 

交通量の多いところに音声信号をつけていただきたい。歩道を広げてほしい。一日市場駅前

のエフディ、駅、農協へ曲がる道路にエフディ側の周り角に一時停止の標識をつけていただき

たい。点字ブロックをお願いします 

（女：40歳代：三郷） 

  市民を参加させるのであれば一人ひとりの声が届くように。 


