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１．市議会の役割や活動は理解できましたか

回答 回答数 割合

ア：理解できた 14 46.7%

イ：ある程度理解できた 16 53.3%

ウ：あまり理解できなかった 0 0.0%

エ：理解できなかった 0 0.0%

合計 30 100.0%

回答 回答数 割合

ア：関心があった 1 3.3%

イ：少しは関心があった 6 20.0%

ウ：あまり関心がなかった 17 56.7%

エ：全く関心がなかった 6 20.0%

合計 30 100.0%

３．授業を受けて、市議会に関心を持ちましたか

回答 回答数 割合

ア：関心を持った 8 26.7%

イ：少し関心を持った 21 70.0%

ウ：あまり関心を持てなかった 1 3.3%

エ：全く関心を持てなかった 0 0.0%

合計 30 100.0%

①「市議会だより」
回答 回答数 割合

ア：ある 10 33.3%

イ：ない 20 66.7%

合計 30 100.0%

主権者教育出前授業　アンケート集計結果

２．今まで市議会に関心はありましたか

４．今まで「市議会だより」「ホームページ」「議会動画配
信」を見たことがありますか
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②「ホームページ」
回答 回答数 割合

ア：ある 5 16.7%

イ：ない 25 83.3%

合計 30 100.0%

③「議会動画配信」
回答 回答数 割合

ア：ある 0 0.0%

イ：ない 30 100.0%

合計 30 100.0%

①「市議会だより」
回答 回答数 割合

ア：思う 26 86.7%

イ：思わない 4 13.3%

合計 30 100.0%

②「ホームページ」
回答 回答数 割合

ア：思う 26 86.7%

イ：思わない 4 13.3%

合計 30 100.0%

③「議会動画配信」
回答 回答数 割合

ア：思う 24 80.0%

イ：思わない 6 20.0%

合計 30 100.0%

5．授業を受けて、「市議会だより」「ホームページ」「議会
動画配信」を見ようと思いますか
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6．授業を受けて、市議会や議員に、どんなことを期待しますか。

7．長岡京市で生活・通学していて良いなと思うこと、改善してほしいなと思うことは

新規事業を１つでも議会での会議を期待します。

長岡京市を住みやすく、活気がある町にして欲しいです。

長岡京市をより良い場所にしてほしいです

長岡京市を活気良くしてもらいたいです。

観光客増加の為にガラシャにちなんで着付け体験とかしたら良いかも。

もっと長岡京市が住みやすく、若者があふれるにぎやかな町になればいいなと思いま
す。私は、京都市民ですが、おいしいものがあれば長岡行きます。

これからの長岡京市がもっとより良いものになればいいなと思います。

長岡京市の普及のためにＳＮＳ活動をがんばってほしい

新たに取り組んでほしい事業ができるか。

活気あふれる今を持続してよりよくしてほしいです。

政治は難しいというイメージをなくす

若い人たちの意見も取り入れてくてたらいいなと思います。

長岡京市の発展

自分達が考えたことを今後少しでも反映してくれたらうれしいと思います。

今は無理だと思うけど、自分達の発言したことが少しでも形になればと思います。

大変だと思うけど、でてくる課題を少しずつ改善していって長岡京市の良い所をのばし
ていってほしいと思います。

長岡京市にはもっともっと売り出せるポイントがあると思うし、京都市の通過点という
のを聞いて盲点だったなと感じた。
今後更に長岡京市の良さや文化を観光客などに伝えていければいいなと思います。

今回の授業で発表したことや、意見がどれか実現してほしいと思いました。

若者にとっても住みやすい町にしてほしい

これから暮らしやすい町づくりになることを期待しています。

よりよい町づくり

より暮らしやすい町になることを期待します。

私たちなりに考えた策がどのような形で表れるのか期待しています。

私たちが出した意見やガイドブックに乗っている事業が行われること。

よりよい町を作っていってほしい

学校の坂が辛い
道が綺麗なので走りやすい

自分たちのために毎日考えてくださっていること
より生活しやすいようにしてほしいです。

若い世代に興味をもってもらえるような施策を積極的に実施していくこと。

今日発表した課題などを実現化できるようにしてほしい

特にないです。

緑がきれい。

わりと京都駅が近くにあるので便利



回答 回答数 割合

ア：積極的に開催すべき 27 90.0%

イ：どちらともいえない 3 10.0%

ウ：開催の必要性を感じない 0 0.0%

合計 30 100.0%

硬式ボールを使っても良い公園を作ってほしい

ＬＥＤを普及してほしい

自然がへっていくばかりなのでへらしすぎないようにしてほしい。

ＬＥＤ化工事の改善

道が暗いので明るくしてほしい

駅には明りがあって見やすいけど普通の道に明りがない（少ない）

良…活気があふれているな、と思う。
改善…交通の便が少し…

学校までの坂が雨の日など少し大変だと思うことがある

夜が暗い所があるのでがいとうなどを増設してほしいです

自転車のための道が作られているところ：道がきれいなこと
ミラーの数が少なくて事故にあいそうになったので増やして欲しいです。

確かに通学時バス危ない。

サントリービール工場あたりのＪＲの線路の下が行き（朝）は大きいトイレで帰り（夕
方）はドックフードのにおいがするのでどうにかしてほしいです。

長岡京市はいろんな魅力があって良いなと思いました。今日いろんな人が言っていた下
水道の臭いとか改善してほしいです。

交通の便がとても良い。夜道が暗いのを改善してほしい

下水道のにおいの改善

角とか出会いがしらになって実際交通事故にあったので、みとおしをよくしたり、ミ
ラーを見えやすくしたり、スピードをおとすかんばんを設置してほしい。

バスターミナルの設置の増加
照明のＬＥＤ化

緑が豊かで良いなと思う

バスの本数を増やしてほしい

駅がきれい。
坂がきつい。下水道臭が少しある。

私が住んでいる地域より騒音がなくていいなと思いました。静かで自然豊かなところ
が、通学していて落ち着きます。

自然はたくさんあっていいのですが、道路がガタガタの所とかがあるので、そこを少し
改善して頂きたいです。

人がたくさんいて活気がある
歩道の拡大

歩道や自転車の通る道を広げてほしい

8．今回のような授業(議員との意見交換)を開催

することについてどう思いますか
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9．今回の授業の感想をお聞かせください

回答 回答数 割合

ア：よかった 26 86.7%

イ：まあまあよかった 4 13.3%

ウ：あまりよくなかった 0 0.0%

エ：よくなかった 0 0.0%

合計 30 100.0%

10．今回の授業で、印象に残ったこと、考えたことをお聞かせください

普段話す機会の無い議員の方の話をきくことができて知らないことを色々知ることがで
きたので良かったです。

否決になったものがないことがとても驚きました

年収７００万ぐらいらしい。

年収が７００万ぐらいらしいですね、みんな同じくらいなのびっくりしました。

想像していたより、ずっと忙しいんだなと思いました。

市民の声を聞いて解決する優先するものが多いということ。

議会の方から直接話を聞く機会はなかなかないのでこの経験を活かして長岡京市の良さ
をもっと知れたらいいなと思った。

事業を考えたり、他の人の意見をきくことはすごく良いと思いました。

市議会議員の方々に直接自分達の意見を聞いていただけるのはとても貴重な時間で、と
ても有意義なものになりました。
今日は本当にありがとうございました。

議員についてくわしく知れてよかったです。もっと政治に関わっていきたいと思いまし
た。

議員さんの年収は２５歳～６０歳まで同じということにおどろきました。
細川ガラシャにちなんで、着付け体験をしたら人が増えるのではないのかと思った

市議会や選挙にくわしくなかったけど今日、前よりは知ることができてとても良い機会
でした。

議員も暇じゃない

議員さんの仕事が知れた。
大変なことが分かった。

思ってたよりはなしやすかった。

議員の１日や議会でのことをくわしく聞けて知らないことだらけでおもしろかった

町の人のために一生懸命に頑張ってくれているのだと思いました

議員さんがどのように働いて、それがどれだけ大変なのかを学ぶことができました。

顔も名前も知らない人が長岡京市を代表して色々かいぜんして下さっていたけど、今日
２０名程の方と実際お会いして、話をきけて、それぞれの思いを知れて良かったです。

自分から行動して政治について知っていくことが大切だと思った。

いっぱい質問してくれたり積極的に話を聞いて答えてくれた所がとてもいいなあと思い
ました。
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※自由記述欄の漢字などは、原文のままです。

議員の人たちは長岡京市が通過点が悩みだと聞いて難しい課題だと思った

今まで知らなかったことを知れて、政治はとても奥が深いなぁと感じた。

たくさんの人が意見や質問をしていて、色んな意見があるということが分かりました。

虐待防止にも関わっていただけてるのが驚きでした。

自分たちの分からないことも丁寧に教えてくださって理解がすごく深まった。

政治にあまり関わる機会がなかったけど、今回の授業を通して政治に興味を持った。
幅広い世代に政治を知ってほしい。

議員の方々が前向きにお話を聞いてくださって、自分達も長岡京市のために何かしたい
と思った。

大人の人たちばかりなのは、さすがに緊張はした。
でも、気さくで、政治に興味を持てるように感じた。

投票に関して詳しく教えていただき、若者が選挙に参加することがとても重要というこ
とがわかりました。


