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平成２８年度伊勢原市広聴事業のまとめ

市民生活部 人権・広聴相談課

１ 広聴事業あらまし

市民の声を広く聴き、市政に的確に反映させるために、さまざまな広聴活動を

行っています。

伊勢原市の広聴事業は 個別広聴として 所定の用紙による わたしの提案 Ｗ、 、 「 （

ＥＢ版を含む 」や、その他一般文書による「陳情・要望」があります。）

、 、 「 」、また 集団広聴として 自治会長を対象に年２回実施する 市政現況説明会

自治会やＰＴＡなど各種団体を対象に実施する「市政出前ミーティング 「市内」、

施設めぐり」のほか、市長との直接対話による「市長室サロントーク」などがあ

ります。

、 「 」 、その他の広聴活動として 数年おきに実施する まちづくり市民意識調査 や

インターネットを活用した「ＷＥＢアンケート 「市へのお問い合わせメール」」、

などがあります。

２ 個別広聴

（１）わたしの提案

市民から寄せられた市政に対する提案や意見、アイデアを、市政に反映させ

ることを目的に実施しています。

平成２８年度は 市役所や伊勢原駅 市内の公共施設に置いた専用の用紙 封、 、 （

筒付 で寄せられたものが８７通 １０４件 市ホームページ内の専用フォー） （ ）、

ム ＷＥＢ版 で寄せられたものが２１９通 ２３４件 合計で３０６通（ ） （ ）、

３３８件 ありました 前年度と比較すると１２５通増加(件数は１０７件増（ ） 。

加）しています。

項目別では 税・行財政 が最も多く 次いで 福祉 安全・防犯 の順、「 」 、 「 」、「 」

となっています。
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（２）陳情・要望

自治会や市民、グループ、各種団体等から寄せられた市政に対する陳情・要

望を、市政に生かしていくことを目的に実施しています。

平成２８年度は、４８通（４２０件）の要望等がありました。前年度と比較

すると、１３通の減少（件数は２７２件の減少）となっています。

項目別では 税・行財政 が最も多く 次いで 福祉 商工労政 の順と、「 」 、 「 」、「 」

なっています。

税・行財政, 100件, 30%

福祉, 34件, 10%

安全・防犯, 32件, 9%

道路, 23件, 7%

観光, 23件, 7%

人事・接遇, 19件, 6%

公園, 19件, 6%

学校教育, 16件, 5%

農林業, 12件, 4%

環境・衛生, 12件, 4%

河川, 9件, 3%
防災, 8件, 2%

文化・社会教育, 6件, 2%

都市開発, 5件, 1%
体育, 5件, 1%

広聴広報, 4件, 1%

下水道, 3件, 1%
保険・医療, 3件, 1%

商工労政, 2件, 1%

交通機関の充実, 2件, 1%
青少年の健全育成, 1件, 0%

グラフ1「わたしの提案」受理件数

わたしの提案
合計338件

税・行財政, 109件, 26%

福祉, 99件, 24%

商工労政, 36件, 9%

学校教育, 32件, 8%

道路, 24件, 6%

防災, 22件, 5%

安全・防犯, 18件, 4%

環境・衛生, 18件, 4%

保健・医療, 15件, 4%

人事・接遇, 10件, 2%

公園, 7件, 2%
農林業, 6件, 1%

河川, 6件, 1%
観光, 5件, 1%

交通機関の充実, 4件, 1%
都市開発, 4件, 1%

文化・社会教育, 1件, 0%
広聴広報, 1件, 0%

その他, 3件, 1%

グラフ2「陳情・要望」受理件数

陳情・要望
合計420件
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（３ 「わたしの提案 「陳情・要望」の流れ） 」

市民 人権・広聴相談課 市 長 市政(施策・事業・予算)に反映

団体等 （受理・回報） 関係部署 提案者等に回答

（調査・検討）

寄せられた提案等は、すべて市長が目を通すとともに、関係各部署で実現の

可否や効果、必要な経費などを多方面から検討します。また、検討した結果を

提案者等に文書で回答します。

３ 集団広聴

（１）市政現況説明会

①目的・内容

市政に関する正確な情報を知らせ、正しく理解してもらうとともに、市政情

報を共有することにより、市民との相互信頼を高めていくために、自治会長へ

の市政現況説明会を春・秋に開催しています。

市政現況説明会 春季 は 変わりゆく伊勢原 と題し 伊勢原市の現状に（ ） 、「 」 、

ついて市長が講演を行いました。市政現況説明会（春季）で自治会長から寄せ

られた要望事項は合計６８件ありました。

項目別では、冠水対策、道路整備・拡幅・補修、護岸工事などの「土木部関

連 の要望が３７件と最も多く 次いで交通安全対策 防犯灯の設置などの 市」 、 、 「

民生活部関連」が１６件、国県道整備、公園整備などの「都市部関連」が１０

件、防災などの「企画部関連」が４件、農道、ゴミ収集などの「経済環境部関

連」が２件 「総務部関連」が２件 「消防本部関連」が１件となっています。、 、

対応内容としては 「現行施策で対応」が１６件 「調査検討、研究」が１０、 、

件 「実施あるいは実施予定」が２２件 「関係機関に要請、連絡、要望」が、 、

１８件 「実施不可」が８件となっています。(１要望につき項目対応の重複有、

り)

（ ） 、 。市政現況説明会 秋季 は 施策の取組状況と財政状況の説明を行いました

各地区要望事項等はその場で提出していただき、速やかに処理を必要とする

案件については、担当部署が現地調査等を行い対応しました。

また、次年度予算措置を必要とする案件については、担当部署が予算見積等
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を行い、予算編成において調整等を行いました。

、 、 、寄せられた要望事項は合計９３件あり 項目別では 道路整備・拡幅・補修

冠水対策などの「土木部関連」の要望が５９件と最も多く、次いで交通安全対

、 「 」 、 、 、策 防犯灯の設置などの 市民生活部関連 が１９件 国県道整備 公園整備

県管理河川整備、バス循環などの「都市部関連」が９件、農道、用水路整備な

どの「経済環境部関連」が５件 「企画部関連」が２件 「子ども部関連」が２、 、

件 「教育部関連」２件 「総務部関連」１件となっています。、 、

対応内容としては 「実施あるいは実施予定」が３２件 「現行施策で対応」、 、

が２９件 「関係機関に要請、連絡、要望」が１２件 「調査検討、研究」が８、 、

件 「実施不可」が１８件 「所管の変更、回答不要」が２件となっています。、 、

(１要望につき項目対応の重複有り)

②対象 自治会長及び自治会役員を対象に地区自治会（７地区）単位で開催

③実績 春季９１人、秋季(７地区)１７５人が参加

（２）市政出前ミーティング

①目的・内容

市民に市政情報を積極的に提供するとともに、市政に求められている市民ニ

ーズを把握し、行政の説明責任を果たすことを目的として実施しています。市

民が関心を持っているテーマなどについて、市の職員がわかりやすく説明した

り、意見交換を行ったりして、まちづくりを一緒に考える事業です。

②対象 市内在住・在勤・在学の人で構成された概ね１０人以上のグループ

③実績 １３回 参加者延べ４５６人

④テーマ 「悪質商法の手口と対処法 「ごみの減量化・資源化」など」、

（３ 「市内施設めぐり」）

①目的・内容

市内の身近な公共施設などを見学し、市政への理解と関心を深めていただく

とともに、市政への意見や要望等を聴くためのアンケート調査を実施していま

す。平成２８年度は、夏休み期間中の「親子施設めぐり」と、新東名高速道路

の建設現場や改修工事終了後の日向・宝城坊本堂などを見学する公募型のツア

ーを計６回企画しました（うち１回は荒天のため中止 。）
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②対象 申込型：自治会やＰＴＡなど２０～３０人のグループを単位に実施

公募型：市内在住・在勤・在学の人

③実績 申込型：１０団体・参加者延べ２１１人

公募型：５回・参加者延べ１１３人

④見学先 資源リサイクルセンター、アクアクリーンセンター、はだのクリー

ンセンターなど

（４）ＷＥＢアンケート調査

①目的・内容

市の内外を問わず、本市に関する事項について、市公式ホームページ上で

インターネットを活用したアンケート調査を実施しています。平成２８年度

は次のとおり実施しました。

、 、 、②内容 ２０１６の１０大ニュース 市民からの推奨度 市外からの認知度

広報紙面について

③実績 ４回・回答数延べ８６９件

（５）市長室サロントーク

①目的・内容

市政をもっと身近に感じてもらうため 市民を市長室に招き 日常生活の体、 、

験に基づく身近な話題について市長と語り合います。

②対象 市内在住・在勤・在学の人

友人同士や職場の仲間同士など、５～１０人で構成されるグループ

③実績 １回 参加者3名(2名欠席)

④内容 若手農業者と将来の伊勢原の農業について懇談



わたしの提案

○平成 年度は、は 通（ 件）ありました。昨年と比較すると 通（ 件）18 320 370 81 75

増えています。

○項目別では、生活道路の舗装や歩道整備に関する『道路』が最も多く、次いで『環

境・衛生 『税・行財政 『福祉 『安全・防犯』の順に多くなっています（グ』、 』、 』、

ラフ１参照 。）

陳情・要望

○平成 年度は、 通（ 件）ありました。昨年と比較すると 通（ 件）増18 128 411 26 46

えています。

、 『 』 、 『 』、○項目別では 障害福祉や介護保険などに関する 福祉 が最も多く 次いで 道路

『税・行財政 『学校教育 『商工労政』の順に多くなっています（グラフ 参』、 』、 2

照 。）

処理結果

○わたしの提案、陳情・要望を合わせ、 件中、 年度に予算化したものが 件、781 19 6

改善することで対応したものが 件などとなっています（グラフ 参照 。30 3 ）

○予算化したもので主なものは、大山児童コミュニティクラブの開設や子育て支援セ

ンターフリースペースの時間延長、マンモグラフィ検査の検診年齢拡大などです。

１ 集団広聴

市政出前ミーティング

○

施設めぐり


