
議会に対するアンケート　意見集約

問１２　市議会へのご意見、ご要望などがございましたらご自由にどうぞ。

議員自らがこの財政難を理解し、報酬カットもしくは報酬の減額に協力すべきではないでしょうか？
加西市の未来に夢の持てるような市議会であってほしい。市議会・市長・市職が一丸になって頑張ってほしい。
しっかり仕事をして下さい。赤字を減らす努力をしてもらいたい。
加西市の少子化を一時的と言っていた議員がいましたが理解できません。
年金等の収入では生活に厳しい。住宅使用料を安くしてもらいたい。
もらう給与をもらっているのだから、もっとがんばれ。
もっとこのように市民の声を聞く場や方法を考えてほしい。
副市長は2人もいらないと思う。断固反対してほしい。
早く解散して立派な人を選びたい。
多くの住民が今の市会議員に失望を感じている。
アンケートの結果やそれに対してどのように対応されるのか、されたのか報告がほしい。
退職金の減額を検討されてはどうでしょう。
市政だけでなく議員の不正の有無などのチェックも必要だと思います。
選挙の時以外に市議会議員の顔が見えない。
予算執行の責任は行政側ばかりでなく、予算承認した議会側にもあるべき。
今後の加西市のために頑張ってほしい。
各会派は少なくして加西市を早く前進させ、住みよい加西市を希望します。
加西市をよくするという目的があれば、個人の誹謗中傷をせずに倫理観をもって加西市民のために尽力して。
市議会だけでなく、市職員の給与が高すぎる。
報酬に不満のある人は市議会議員になるべきではない。
市の財政悪化は行政と共に市議会にも責任が大きくあると思いますので、早期に正常な財務へ戻してほしい。
議員の資質を高める努力がない。
若返りすべきではないか。　時代おくれの加西市ではだめ。
市職員の酒気帯び等を厳しくできるよう議会では過去の事例にめげず頑張ってほしい。飲酒運転は反社会的行為で
す。
この不況下、一般市民の給与は軒並み下がっている。議員は報酬以外にいろんな名目の収入があると聞いている。そ
れを公にしてほしい。一生懸命市民のために働いている議員もいるのだからその人たちが報われる議会となってほし
い。

大学を卒業して加西市に戻りたいと思える街づくり。
加西市は水道代が高すぎる　年金生活者に住む者たちが支払える額ではない。何か良案はないか？
他の議員の発言している時は静かに聞いてください！聞かない議員は退場すべきです。子供に対して説明できないで
しょう！このような言動は！　子どもたちの見本になるような議会であってほしい。
傍聴席からの議員・市長への応援・ヤジ等に対しての処理方法。
市議会だよりをわかりやすく、魅力的なものにしてほしい。
議員は市民のために働くことを第一に私利私欲なく、市長と仲良く、どうすれば加西が良くなるか日々努力、がんばっ
てほしい。
会派は不要。議員一人一人が確立した意見を持つべし。ボスは不要。
議員自らの立場を棚上げにしている感がある。議員イコール金儲けより、ボランティア精神でしてほしい。災害ボラン
ティアを見習ってほしい。
近隣の市とともに仲の良い発展をすることを期待します。
選挙でえらばれた議員なので尊敬される存在であるべきですが、現状はどうか？議員定数・報酬を自ら決める制度で
ある以上議員たちの良心に期待したい。
必ずアンケート結果を公表してほしい。次回は市会のメンバ―でアンケートを取るのではなく、第三者をいれた形で
やってほしい。
市長と議会の協調性がない。
議会を土曜や日曜、もしくは夕方５時以降にして、仕事をしている人も議員をやれるようにしてはどうか？　議案をもっ
とわかりやすく表現して、一般市民が関心をもてるようにすればどうか。
各議員が前向きな考え方で議論し、加西市を良くするために本気で鋭意努力願いたい。
市議会議員の教育。挨拶のできない人がいる、責任をもつこと、感情をむき出しにしている。
長老支配にならないよう、若い人は若い人なりにがんばって加西市の発展を考えてほしい。
以前の議員は市民のために働くのではなく、法律にふれないようにして私腹を肥やしていた人がいたのではないか
市民のために働いてほしい。

市長のおかげで加西市がよくなっているのに議員の考え方が古く、加西の発展の邪魔になっている　改革無くして発
展なし。

市民の意見が全く反映されない。
見張り番として無駄遣い等、行政に対してチェックの強化をしてもらいたい。
選挙時の投票場が各地に多すぎると思う。
市議会に提案されている内容の議決状況をみると任命案件等について特定の議員・グループがいつも反対をしている
反対するのであれば提案をしてほしい。決して市民の理解は得られない。
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有識者による諮問委員会を専門ごとに設置。
議員は専業であるべきである。兼業は禁止すべきである。
縁故関係を職員にするな。
議員を専業の人が非常に少なく兼業の人が多いので報酬は日当制にすべきである。
議員は議論・口先だけの仕事ではなく、汗をかき公僕意識をもってもらいたい。
とにかく頑張ってほしい。

私たち毎日仕事をして生活するのが精いっぱいなのですが、母子家庭や生活保護をもらっている家庭は毎日喫茶店
に行っている、毎日の給料で生活がアップアップしているのに市役所から生活費をもらっている家庭が裕福なのはお
かしい。

百条委員会後のごたごたせいで市税をつかって選挙をし、面目のたたない議員が多い。その場のがれの卑怯な市民
を馬鹿にした議員の心底には名誉欲と私利私欲しかないのは明らか。早く辞めること。

議長の権限の拡大・見直し。傍聴席で不適切な言動が目立つ傍聴者に対して退場を命令できるようにする。
市民に対して開放感のある市政を目指してほしい。
議員定数を見直してほしい。多すぎる。
一部の議員は数の力で加西の発展を妨げている。
どの議員が年間どのような前向きな活動をしているのか。
議員報酬は現行の半分もしくは日当制（１日３万円）。
活動がわかる議員もあるが、市会議員は正直どんな事をしているのかと疑問だ。
会議を見に行っていない私もいけない。
市民ももっと成長し、加西市をよくしていかないといけない。
現市長が再任されたら辞任するとﾃﾚﾋﾞで言っていた議員の方々はどうなったのか。
議員定数、報酬を考える事が大事。
自治法の本旨に基づき、執行者と議会を互いに尊重しながら、市政運営を図るべき。
加西市の代表選ばれた人として一個人の考えは捨てて、市民のための意見であってほしい。
会派は解散せよ。
３期務めると議員年金がもらえる等、市民のために働くのではなく、自分たちの利だけのためになっている議員が多
い。
最低限度のマナールールの守られていない最低の議会。
議員の中には地域の集会において身近で同席をしたが、態度が横暴でマナーが悪く感じた。
普段からの議員としての人間としてあるべき姿勢をえりを正して市民の前で見せてほしい。
市長の独断を許すことのないようにしっかりしてほしい。
政務調査費は市民に報告すべき。いつ、何を、どので、何をしたか（出張報告すべき）。
協調性がない。特に議員の２、３名非常識である。
「広報加西」は全く市長の宣伝媒体化している。
市長、市議会の皆さんで住みよい加西市にしてください。
会派はいらない。
ベテラン議員はボスのように見える、正しいリーダーではない。
議員の仕事経過を全て情報公開。
いろんな調査などしっかりして、１日でも早く赤字をなくしてほしい。
しっかりして下さい。
議員が代表で復命書を書くのではなく、１人１人が感じた事をどう市政にいかすのかを議会だよりで報告してほしい。
警察ざた、法にふれるような行為をした者は即刻辞めてほしい。
人事権は市議会にゆだねるべき。
市役所の人事、給与はあまりにも多すぎる。
５０歳以上の年収が多すぎる。
もっと品のよい議会になってほしい。見苦しい。
市長に対して反対が多い。
以前から疑問に思っていた事を今回このようなアンケートをとっていただきありがたい。
議員定数と議員の仕事について日頃からとても不満であり、見直してほしい。
退職後の年金も少し減らしてほしい。
傍聴者の中にヤジや暴言をはく人に警告。
議員の中の若干２名のヤジ、暴言はあまりにもひどい、節度ある議会であってほしい。
このアンケート結果は必ず集計し公表してほしい。
人事案件を否決しているが、事前に当局と協議し可決すべき。
議員報酬は現行の半分、政務調査費は月額支給に含めるとよい、ボーナスも今の半分でよい。
ムダな市長選の選挙費用を返還、市税のムダである。
議員の給料も加西市民の税金だということを全く分かっていない。もらって当然は許されない。
議員評価制度（市民が評価）をつくるべき。
中立の立場で議会運営をしてほしい。
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こんな事しているだけムダ、いくら経費がかかっているのか。
税金を払っている市民のことを考えたことがあるのか。一般企業では考えられないように思う。
公報は年に３回ぐらいにしてほしい。
議会だより等もっと一般市民（高齢者が時間があるので）喜んで読めるようにしてほしい。
いつもご苦労様です。
住民が住んでよかったと思えるまちづくりに励んでほしい。
市長と議員の協調性がない。
時間がもったいないと思う。
特別な問題に際しては，議会だより特別号として、市民にしっかり知らせるべき。
議会として、福祉行政など重要課題についてアンケート調査をしてほしい。
市民が興味を持って参加出来る議会に。
合併による広域化で効率化をはかること。
日曜議会等を取り入れて欲しい。
３期または７０歳定年制などの立候補制限を。
議員のレベルが低く、市長の言いなりになることを心配する。
議会改革をしっかりと行い、市民に誇れる議会になってほしい。
水道料金の引き下げに努力を。
経済・環境対策に期待する。
対立ではなく、いいことはしっかり賛成を。
未来のためにも、市・市民を思っての仕事をしてほしい。
委員会や議員間で十分論議をして質問していただきたい。
今回の調査で市民の意見を取り入れ、実施してほしい。
アンケート結果を市民にていねいにしらせてほしい。
法に違反した議員はやめるべき。
入札制度や事業予算の監視をしっかりと。
福祉施設職員の待遇改善に努力を。
人口５万人以下であり、財政難の加西市に２人の副市長は必要ない。
財政改善のためインターネット配信は不要。
加西市を良くするという信念の下、無駄をなくし財政難に取り組むこと。
学校の統廃合を早く実行すること。
野焼き対策を早急に。
減少する若者対策を。
ワンマン傾向の強い首長に対しては、しっかりした議会の監視機能が必要。
議員の立場、責任を十分自覚し、品位ある言動を。
加西市全体の視点から活動されること。
生活保護の不正受給の調査を。
困っている多くの人に耳を傾けてほしい。
たくさんの課題を抱えていて大変ですが、他市の手本となる市議会、市行政に。
市長不信任、議会解散の件、市長側・議会側の白黒をはっきりと。
市街地の道路整備を。
健全な財政運営に議員一丸となって、全力を傾注してほしい。
アンケート集約内容、また議会の改革案を市ホームページに表示してほしい。
市長も議員も市民の声を聞く耳を持っていない。行政意見箱の設置を。
現在の議員、市長の在り様では、車の両輪としてやっていけない。加西に住んで恥ずかしい。
広報活動等、市民によくわかる議会活動を。
このアンケートは、どこまで反映できるのか。
市議会議員は報酬を目的とするものではない。
北条鉄道のように無報酬でやりたい人のほうがよい仕事が出来る。業界団体の利益を代表するひとは困る。
開発条例の否決はなぜ。条例の裁量が市長に大きくなることが心配なら、それをチェックするのが議会と思う。
選挙のときに、ヘコへコして、議員になったら偉そうにしている連中は大嫌いだ。
金儲けのために議員をやってほしくない。
自分の事業の穴埋めのためにやっている人は即やめて欲しい。
加西市公式ＨＰと同じスタイルにして欲しい。ＨＴＭＬ１枚に対して本文が長すぎてスクロールばかり。議員の個人スケ
ジュールや委員会の内容を載せるべき。
議会事務局は本会議以外に日常の業務はあるのですか。単なる議員の小間使いや、秘書的な存在になっていません
か。もし今回のアンケートに対して何か回答がいただけるのなら、返信してください。期待しないでまっていますから。
議員の中には目にあまる人がある。加西の議会の恥である。
学校統廃合は絶対反対です。
本当にこの住みづらく、閉鎖的な加西の事を考えているのか。もっともっと外の風を入れてほしい。
議員を削減する勇気を持って下さい。
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各議員に報酬の裏付けとして、日報（一定期間）等の報告をしてもらう。
加西市民みんな仕事があって、贅沢はしなくってもゆとりをもって暮らせるようにしてほしい。
市長、市議会が一丸となって、我が故郷加西市を住みよい町、元気な町に変えていただきたい。
出直し市長選で掛かった選挙費用を解職請求された議員のみで市民に対して弁済願います。
反市長の態度は改め、市民の利益創出に向けた市政チェックに専念し、今回３役の報酬復活の妥当性を厳しく判断
し、今回のアンケートが市民にむけたパフォーマンスに終わらぬよう願いたい。
議員は市民の目線で発言してほしい。建設的な発言をしてほしい。
学校の統廃合はいくら議論しても進展しない。市民の意見をよく聞いて早く結論をだしてほしい。私は賛成です。学校ま
で遠い（３．５キロ以上あり）のでスクールバスを走らせてほしい。
新人の４名はよく勉強されていると思います。
地方自治法第１条の２の立場で国の国民いじめの政治から市民を守る議会にしてほしい。
下水道が整備され市内全域がカバーされたが、料金が高額でありその原因の一つに接続家庭が少ないことがあげら
れる。しかし、議員が市民に接続するよう積極的に活動しておられる姿を見聞きしていない。「それは市役所職員の仕
事」だと思っておられるのでは。
何をやっているのか分からん。税金のムダ使いだ。
野焼きの撲滅に向けた対策を提言を期待します。他市への転出も考えたいほど、野焼きに関して加西市は酷い。せっ
かくの色々な環境対策も全く形骸化されてしまうのでよろしくお願いします。
選挙でえらばれたのだから、恥ずかしくないよう職務を全うしてほしい。
加西市民のためにしかならない「ポリシー」の基に、加西市しかない取り組みをつくりあげ、市民本位な議会にしてほし
い。すべて可視化が必要。
医療福祉教育の充実を何よりも最優先にやっていただきたい。
今だに村型選挙での議員ばかり、進歩がない。市長がかわっても議員がかわらない、改革もうまくいかない。
まずは議員を削減すべき。議員も市長同様に給料等を削減するか議員定数をへらすか、皆と同じ努力を望む。
議員のレベルが低い。市民としてはずかしい。レベル向上のため議員研修をしてはどうか。
議員の質の向上とある程度の市民（１５００票以上）から信任された方が議員として働くべき。
議員のなかには、私利私欲に走る議員がいるみたいと聞くが本当なのか。襟を正していただきたい。
二年前に負けておりながら責任もとらず居座り、大事な議案の採決時にはいつも反対（１１名）。良心があるのですか。
市民は議会は対し意見を述べる議会が少なく不満が増すばかり。議員同士私利私欲に足引張り合いをしてりるように
思う。知恵を行動をもって自身ある仕事を。
議会だよりはもっと多くても良いのでは。
市民にはよく理解できるよう大切なことは分類方式で、議員さんも市民です。われわれと同じだということを忘れない
で。
小野市のように議員みずからがどんどん自己改革してほしい。
市行政と対立するのでなく連携を基とした方向でお願いする。
市民のための議会に、加西市発展のために考えてほしい。
選挙のときだけでなく日頃から謙虚に。
報酬がないと活動できない人は議員になるべきでない。それで成り手がなければ仕方がない。
市長出直し選挙で中川市長が当選すれば議員を辞めるといっていた議員がやめずに議長になっているのはどうか。こ
のこと自体改革の必要あり。
選挙のやり直しための公費の無駄使いを市民に対して、いまだに関係した議員の謝罪がない。
アンケートの結果を公表すること。
議員の質があまりにもひどい、１８人中２,３人と思うが、そのためにも定数は少ない方がよい。量より質を考えて給料を
ｱｯﾌﾟすればよい。
大半の議員はよくがんばっていると思う。ただ議員の発言中に市長、議員のヤジ暴言がひどすぎます。
公選で出てこられている以上辞めさせることはできないが、議員の品位をかんがえて言動に心くばりをするべきでは。
暴言などつつしむべきである。
紳士的な発言、他から見て恥ずかしくない議会になるように望む。
市役所の職員は事務職と技能職に分かれているが、同じ様に働いていても給料等の待遇が違う。差別だと思う。
すべてのステークホルダーである市民に感動を与え、期待を超える市政を市当局と共に築いてもらいたい。
今の厳しい変化の時代、この厳しい変化に対応できなければ加西市も生き残れない。加西市議会も生き残れない。
18名の公約の進捗状況を広報に掲載すること。
市民不在だと思う。
大変だが、加西市の目玉のアピールがないか。
中川市長が再選したらやめると言っていた議員は結局誰も辞めない。結局お金か。
議員は選挙で選ばれた市民の代表としてがんばってくださることを望みます。
市長と議会はうまくいっていないのではないか。どちらも悪いような気がする。昔からあるように北部、南部のしがらみ
が影響していると思う。
議会の発言をもっと丁寧な言葉遣いにしてほしい。
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議員は住民の代表、代弁者であり高いところにおられる。各地に発生する生活空間の事故、防犯、環境等の不安を行
政にばかり任せず、生活の安心安全を守るべく、各区長、各評議員に直接住民の声、意見を聞く場を定期的に持って
もらいたい。
審議会や協議会に出席することでもらえる報酬は辞退すべき。
加西は遅れている。改革の実績もないし、あるのは上程の議案に反対が多い。
政務調査の報告が必要。市民にいつどこで何をしたか報告すること。
将来の加西市を荷っていく子ども達への情操教育が西脇市、小野市に比べて大切にされていないように思う。
子ども達の絵、書道、作文、標語等の入選作表彰式のあり方がなおざりにされている。もっと心を込めてやってほし
い。
道路拡副整備、歩道、自転車道の整備。
市議会の役割は十分やっていると思う。
将来議員のなり手がなくならないか心配。
とにかくがんばってほしい。
アンケート調査よりも定期的に議員が各地区を回り（公民館等）１８人全員の住民とのコミュニケーションの方が現場の
声が聞けてよい。（作業服等、対話しやすい雰囲気で）
市議に不適切な人が大きな顔をしてえらそうにしている。社会的に罰せられた人が市議をしているのはおかしい。
個々の議員が行政改革について多方面に研究、勉強していただきたい。
今も審議会に議員が入っているのか。なれあいである。本会議で議論すべき。
昭和の頭で平成の市政を考えるのは時代遅れと認識することこそ市議会議員の務めと考える。
この様なアンケート調査は再々必要と思います。
加西市の為に議員をしたいなら給料なしで働きなさい。
時間を大切に使ってください。
加西市と東洋大学との共同研究の費用と成果をもっと公表してほしい。（バイオマスも）
北条鉄道の現状とこれからの経営計画（見通し等）。
議員になったら上を向いている人が多い。もっと市民の足元を良く見て、母子家庭ばかりでなく、父子家庭で困ってい
る家もあるので力を入れて父子手当が支給されるようにしてほしい。
議員を選出する市民にも問題はある。
まったく機能していない。
真に行政をチェックできる能力の研鑽と加西市の未来像を語って示してほしい。
市の税金を補助する必要はない。
ｼﾙﾊﾞｰを民営化すればよい。
小学校の統合はやめてほしい。
市民の代表として更なる努力をお願いいたします。
加西のために個人的な対立はやめ、よくしようと働いてほしい。
ｱﾝｹｰﾄの結果を公表してしい。
市長と議員の協調性がないとおもう。
市民、市議会、市長、職員一体となって改革に取り組んでほしい。
議員定数については考える必要あり。
議員報酬も多すぎる。
市長と議員の協調性がない。
自分の発言に責任をもってもらいたい。
個人のための市議会なんていらない。
ｱﾝｹｰﾄの結果を公表してほしい。
議員の世代交代が必要。
各町の区長が議員と同じことをしたらよい。
市民の代表にもかかわらず個人、相手自分の私利私欲で働いている人が多い。
早く解散して立派な議員を選びたい。
何でも理屈をつけて反対ばかりする人たち目をさましてほしい。
議員は奉仕精神及びボランティア面をもって。
多すぎるとまとまりにくい。
選挙当初は市民のためとか言ってるが本当に市民のためだったらﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの気持ちでやればよい。
もっと広く学び、加西市、議会、自身を外から見る目をもってほしい。
議員の団結を強く望む。
市政のﾁｪｯｸを強力に。
網引から中野に通じる学校道せまいし路肩がひくいところがある広くしてほしい。
市長と議員の強調性がない。
議員の質問は紙をを見ず自分の言葉で要点のみのべること。
職員のﾌﾟﾗｲﾄﾞが高過ぎる議員の指導が必要。
議員のﾏﾅｰが悪い。
議員、議会自身で改革する能力がないのならば、そんな議員は議会に不要です。
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とにかく報酬が多すぎる。
市長に協力してほしい。
市長、議員の私利私欲で動く場であってはならない。
市長の暴言、議員の暴言、あれでは加西市はよくならない。
市長選のときに辞めると言った人がまだ残っていてそれが尾をひいているなら早く解決すべき。
どっちもどっちではよくならない。
議員の資質に欠く者が半数以上。
今の議会では優秀なものは立候補しない。
税金等の取立てはきついがその税金で給料は出ている。
暇そうにしている職員が多い。その割に不親切、えらそうにしている。
市民の声をよく聞いて節約する部分投資する部分を間違えないように。
先進地区など見学視察は総じて自費。
選挙の時だけでなく普段も市民の意見を聞いて、もっと身近な存在であってほしい。
アンケート調査結果を公開してほしい。
今の市議会に全く失望している。
個人個人の意識改革が必要で、財政を始めとする改革に奉仕する姿勢を望む。
１人や２人のボスがおるかぎり加西市は良くならんと思う。
水道、下水といった一般市民が生活上最低限支払うものはもっと安くし、議員も仕事として議員活動をする人はいりま
せん。もっとボランティア精神が必要でしょう。
選んだ市民がバカでした。将来子供達に借金を残さないとのことですが、このままでは子供達に笑われると思います。
笑われないように大人になって下さい。
仲良く意見や市長を押し込める議員が多く、自分の事だけで加西市の事など本当に思っている議員は何人いるか。
議員自らアンケートを配布･回収するくらいの意気込みを示されてはいかがですか。議員の皆さんは日常的に何らかの
場所で活動報告をすべきです。年間2回くらい。
議長は大きい会派の持ち回りでなく議員全体で本当にリーダーシップのある人を選ぶシステムは作れませんか？
市長と市議の間で何となくギクシャクしていると言う噂を耳にすることがありますがこの点はいかがでしょうか？
議員年金についてどのように考えられているのですか。又年金には市税は投入されているのですか？
もっと市民の立場になって協議してほしい。
この様なアンケートを実施された事を評価します。
市議会が混乱し市長選挙のやり直しを起こした、市の無駄な膨大な損失を与えた事を、議員全員が反省し、謙虚に市
民の代弁者の任務に当たってほしい。
市会議員にふさわしくない人物が多すぎる。

傍聴席にいて応援・ヤジをとばされている人達はどのような方なのでしょうか？
静かに傍聴している者にとっては、非常に不愉快な気持ちになります。議会傍聴の心得として入口に書かれている事
は何のためなのでしょうか？最低のことが守れないならその人は傍聴席から外に出てもらうくらいのことはできないの
でしょうか。

議会中継はインターネットで流す必要ない。

市長が主導から議会主導の行政に転換してはどうか。

加西市長のアンケートも希望する。

議会全館を1/3程度に縮小して経費削減すること。

市長と議会は何故対立？市民の為を考えてください。対立のための対立です。

現在の市会議員の中に自分の子供を市役所に就職させている議員がいる？この様な差別はなくすべき課題です。
議会にはまじめに出席し、市民の声を代弁して下さい。市長がつっぱらないようにしっかり議論して下さい。

市長は加西広報というメディアを通して市民に対し、自分とは違う意見を持つ市議会（議員）を押しつぶそうとする行為
は言論の範囲をふみこえている（やり方がズルイ）。反面市会議員はもっとしっかり反論すべきであるし、そのＰＲ方法
を早急に考える必要があると思う。

酒気帯び運転から解雇→再雇用となった元職員の報酬2000万円について、これ以上の議論はなされないのでしょう
か？反対意見を提示する方法を教えていただきたい。

あまりにも信念を持ってない議員が多い。

市長、議員選挙ではだはだの議会ではうまくいくはずがない。
日本全国から笑われている加西市、市民の責任が多い。
次の公報にこのアンケートの結果を報告してほしい。
熱心に取り組んでいる市長に1つでも多く協力し頑張って欲しい。
市長が勝手なことをしないようにチェックしてください。
５回以上当選したら引退したほうがいいと思います。

名前と顔だけで政策的な勉強がなされていない。
話し上手だけで全体的な視野がない。
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中学校給食の全校実施を早急に実現してください。希望者は多いはずです。
議員のレベルが低過ぎる。
一生懸命市民のためにがんばっておられる議員もおられる。議会を改革されようと立ち上がられたことに敬意を表しま
す。しかし、骨抜きの内容にならないように市民のアンケートを無視された内容にならないようにまとめ上げてください。
市長の税の使い方をチェックする機能を果たしてほしい。
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