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調査の方法 

１ 調査地域  鳥羽市内１８か所 

２ 調査対象  議会報告会＆意見交換会参加者 

３ 調査方法  当日、会場にて参加者へアンケートを配布し回収 

４ 調査期間  １０月９日～１０月３０日のうち１８日間 

 

回収状況 

１ 配布数   ４６４人 

２ 回収数   ３９０人 

３ 回収率   ８４．０５％ 

 

男性, 218人, 56%

女性, 89人, 23%

無回答, 83人, 
21%

性別 回答状況

 

0人

1人

15人

67人

112人

116人

63人

16人

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

無回答

年代別 回答状況
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問１ 市議会に関心がありますか。 

 

 「ある」が５１％と最も多く、「少しある」と合わせると９割の方が市議会に

関心を持っている状況にあります。 

ある, 197人, 51%

少しある, 154人, 
39%

ない, 21人, 5%

無回答, 18人, 5%

 

 

主な意見（要約筆記） 

○鳥羽の未来、子どもの未来。 

○市民と考えを一緒にするともっとよくなると思う。 

○毎回内容が同じように見えます。 

○知らない事を知った。 

○頼りない。 

○議員の程度を知るために。 

○議会は行政のチェック機能をもっと発揮してほしい。 

○特に地域振興及び農業振興。 

○鳥羽市の将来を担う機関と思う。 

○少しずつ関心度が上がりつつある。 

○市の活性。 

○活性化してください。 

○市議会の話を聞き、市民が考えなければならない。 

○自分達の住む市だから、どんな状態なのか知りたい。
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問２ とば市議会だよりを読んでいますか。 
 

 「どの記事も読む」３１％、「関心のあるものだけ読む」５８％と合わせると

９割近くの方が何らかの形で関心を持って市議会だよりを読まれています。 

どの記事も読む, 
120人, 31%

関心のあるものだ

け読む, 226人, 
58%

ほとんど

読まない

26人
7%

まったく

読まない

2人
0%

知らない・

見たことがない

3人
1%

無回答, 13人, 3%

 

 

主な意見（要約筆記） 

○知っている議員さんの質問のみ読んでいる感じ。 

○文書構成を十分検討する必要あり。 

○市議会の内容が把握出来る。 

○内容を知る機会がこれしかない。 

○関心のあるものは読んでも分りますが、全体的には分りにくい。 

○市議会の動きを知りたい。
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問３ 市議会の会議などを見たことがありますか。 
 

 市議会の会議を何らかの形で見たことがある人が６０％となっており、見た

ことがない人３７％をかなり上回っています。 

議場で傍聴したこ

とがある, 50人, 
13%

ケーブルテレビ(行
政チャンネル)で見

たことが

ある

192人
47%

見たことがない, 
151人, 37%

無回答, 13人, 3%

（複数回答あり）

 

 

主な意見（要約筆記） 

○議員の態度が悪い。 

○実際に見にいきたいです。 

○新しい試みで大変良いことだ。 

○テレビ画面に何について会議しているのか文字を入れてほしい。 

○ケーブルテレビで見るが、もっと分りやすい説明を。 

○議論が不十分。 

○平日は休めないため傍聴できません。 

○今後見たいと思います。 

○一対一の対話方式になったので実に分りやすくなった。 

○土日祝日に開催してほしい。 

○子供議会のような感。もう少し意見交換してほしい。以前、県会事務所で仕

事をしていた時は、もうちょっと県会は迫力があった。 

○一度見てみたい。 

○時々見ることがある。 

○形式的すぎる。 

○行政チャンネルが出来たので、大変便利だ。 
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○うわべだけで積極的な答弁がない。 

○ケーブルテレビなし（同２意見） 

○ケーブルテレビで観えるのでよくなった。
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問４ 現在の市議会をどのように評価しますか。 
 

 「大いに評価する」、「ある程度評価する」を合わせると６割の人が評価して

おり、「あまり評価しない」「まったく評価しない」の２割をかなり上回ってい

ます。 

大いに評価する, 
26人, 7%

ある程度

評価する

209人
53%

あまり

評価しない

73人
19%

まったく

評価しない

6人
1%

わからない, 57人, 
15%

無回答, 19人, 5%

 

主な意見（要約筆記） 

○市民にあまりよく見えない気がするから。 

○低レベルのテレビ放映は鳥羽の恥であるので、編集上十分注意してほしい。 

○議員活動その他に差があるのでは。 

○議員が勉強不足。 

○議会のチェック機能発揮できず。 

○６チャンネルを観ていると、くだらない意見を述べている人が多い。 

○今から積極的に活動すればいい。 

○同質問が重複する時があるので、無くして頂きたい。 

○実績が見えてこない。 

○他市に比べ、あまり真剣さが無いように思う。 

○これから目を向けるようにする。 

○行政チャンネルを観ていても、質問を読むだけで誰一人として台本読みであ

る。自分の質問したいことだから、勉強してメリハリをつけたらどうですか。 

○とば市議会だよりしか現在の情報が無いから分からない。 

○パフォーマンスと思われる言動が多い議員がいる。 
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○活動が見えにくい。 

○議会基本条例の制定に希望を覚えます。 

○漁業のための意見がみられない。 

○市当局の監視チェックやなしに、批判のみの議員がいる。 

○分かること、また知らないことなど。
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問５ あなたの意見や市民の声が市議会に反映されていると思いますか。 

 

 「思う」、「やや思う」を合わせると４４％となり、「思わない」２９％をやや

上回っています。 

思う, 25人, 6%

やや思う, 146人, 
38%

思わない, 114人, 
29%

わからない, 78人, 
20%

無回答, 27人, 7%

 

 

主な意見（要約筆記） 

○各地域の事をもっと主張してほしい（地元議員）。 

○都合の悪いことは消されてしまうと思う。 

○地元の議員さんに意見が言いやすい。 

○これからも年に２回程度地区懇談会を開いて、住民の声を聴いてほしい。 

○議員の質が悪い。 

○今まで意見を交わす機会が無い。 

○反映すべきと思う。 

○自分は意見を言っていないため。 

○今後は市民の声として取り上げてくれると思う。 

○調査をしない市、怒りが。 

○３ヶ月～４ヶ月毎に意見会をやってほしい。 

○市民にも問題はある。市民の改革も必要。 

○とば市議会だよりしか現在の情報が無いから分からない。 

○特定の意見の反映となっているように思われる。 

○議会により推進された事等が知らされていないのが。 

○市民の声を聞いてもらう場が無い。 
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○議会基本条例ができれば少しは良くなると思う。 

○意見を出すところが分からない。 

○話を聞いてくれる人がいる。１期生。
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問６ 市議会の改革は必要だと思いますか。 
 

 「必要ない」という人がわずか４％にすぎず、「改革が必要だ」という回答が

大半を占めています。 

必要だ, 253人, 
65%

必要ない, 17人, 
4%

わからない, 86人, 
22%

無回答, 34人, 9%

 

 

主な意見（要約筆記） 

○しがらみだけ。 

○人数が多い。１０名でよい。 

○夕張市になるのは嫌だ。 

○人員減と給料改革。 

○議員数を減らして、一人当たりの手当を増やしてしっかり働いてほしい。 

○どのように改革するのか分からない。 

○各地区へもっと廻って、地元の意見を吸い上げてほしい。 

○議員数削減が必要（１２名）。 

○市民のため、行政のため。 

○議員の質の向上。 

○どの議員さんも、もっと熱意をもって活躍してほしい。 

○市民の声をもっと取り入れる。 

○率先垂範と具体的な政策提案をする。批評家や評論家では無く、対案を出す 

こと。 

○定数削減。 

○市議会の改革が変わらなければいけないと思う。 
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問７ 問６で「市議会の改革は必要だ」を選ばれた方にお尋ねします。市議会 
の改革に取り組む課題は何だと思いますか。(複数回答可) 

 

 「市民の声が反映できる懇談会や意向調査」についての意見が最も多く、次

に「議員数・報酬などの検討」「議会の審査機能の向上、政策提言機能の強化」

と続いています。 

141人

19人

109人

30人

26人

146人

29人

76人

無回答

その他

議員数・報酬などの検討

市議会ホームページの充実など情報公開

インターネットなどの議会中継放送、録画の充実

市民の声が反映できる懇談会や意向調査

休日や、夜間など市民の傍聴しやすい議会

議会の審査機能の向上、政策提言機能の強化

 

 

主な意見（要約筆記） 

○もっと市民に議会の事を説明する場を作ってほしい。 

○今回の意見交換会の試みは大変良いと思います。ただ、市民がもっと意見が 

発言出来るよう、時間を考えて進行してほしい。ぜひ続けて開催してほしい 

と思います。 

○市の借金。 

○（テレビ放送を見て）事前に質問内容を市に公開してありながら、簡単な質 

問をあえてする場が多く見られる。時間のロスである内容が多々見られる。 

○こまめな情報提供、手段、インターネット検索。 

○会派制度の解消。 

○議員間自由討議の活発化。 

○請願者の委員会参考人招致による意見陳述制。 

○委員会、全協のネット公開、議事録の市民公開。 

○行政チャンネル放映の回数を多く、また、区切って何回かに分けてほしい。 

夜 7時というゴールデンタイムは誰も見ない。 

○議員数削減。 
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○議員報酬等のカット等考えた事ありますか。 

○色々工夫して頂いてよいと思いますが、若い世代へのＰＲをうまくしていか 

なくてはとも思います。町内会が組織しにくくなっていると思います。 

○議会前の質問の下調べが不足に思われる。 

○議員を本業とするのはいかがなものか。 

○議員は何でも勉強してどんな質問でも答えるようにしてほしい。子供議会で 

はないのです。 

○観光、漁業、農業とあるが、漁港ばかり視察していないでたまには農業、田、 

畑、山も視察して、現在置かれている農業の実態を認知すべき。農業はこれ 

でよいのか。 

○今回の企画は大変良かった。 

○外部有識者の活用（全国レベル、第三者、賛成／反対両軸）。アドバイザー、 

３６０度の視野。やはり広い知識は必要ですよね。 

○税収減の中、さらに引き締めが必要である。 

○努力して頂いておりますが、なお一層の審査機能を高めてほしい。 

○鳥羽は地理的に有数の住みよいところだと思いますが、経済的には逆に住み 

難いところです。魅力づくりに考慮してほしい。折角ある海を活用する方法 

があればよい。 

○議員数、報酬などの検討（もっと上げたほうがいいけど（質の良い人）） 



13 
 

問８ 現在の議員定数は１６人(法律での上限２６人)ですが、議員数について 
どう思いますか。 

 

 「今のままでよい」が４０％ありますが、「多いと思う」もそれとほぼ同じ割

合であります。 

今のままでよい, 
156人, 40%

多いと思う, 141人, 
36%

少ないと思う, 
11人, 3%

わからない, 44人, 
11%

無回答, 38人, 10%

 

削減後の議員定数は「１２人が妥当」が２２.６％と最も多く、次いで 

「１０人」、「１４人」、「１３人」、「１５人」、「１１人」の順になっています。 

32人

7人

27人

1人

32人

13人

24人

5人

無回答

その他

10人が妥当

11人が妥当

12人が妥当

13人が妥当

14人が妥当

15人が妥当

多いと思う場合の妥当人数

※少ないと思う場合の妥当人数の回答は、「２１人が妥当」が１人、「２０人

が妥当」が３人、「１８人が妥当」が１人でした。
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主な意見（要約筆記） 

○議員はやはり各地区から出るのが必要なのか。 

○多人数ですると意見がまとまりにくいと思う（会議の事）。 

○６地区より２名ずつと決めて選挙（離島２、本町２、堅神、池上、小浜２、 

安楽島２、鏡浦２、長岡２、計１２名）。 

○地区に２名は必要ないと思う。 

○人件費の削減。 

○有権者１，２００人に１人位。 

○もっと報告会をもって、生の声を聞くべきだ。 

○減らすなら人件費下げて、ある程度の人数要。 

○議員ではないので分りません。 

○離島を初めとしての地域性を考えると、十分市民の意見が反映されにくい。

○条例を変え１０名程度でよい。 

○一定報酬の枠内で人数を増やす。 

○各地区に同配分されている。 

○二元代表制を目指すなら、もっと多数の選出基盤が必要。多数（１，５００ 

 票以上）の信託を得た強い議員でなければならない。 

○精鋭少数で臨むべきである。 

○財政が許すなら議員は多い方がよい。報酬は改革が必要。 

○４７町内会―３町内＝１人議員（例、屋内、池上、堅神で１人とか）。 

○市民数が減少している。 

○あなたがたはどう思いますか。定数が少ないことで仕事がしにくいですか。

○給与の引き下げで対応。
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問９ 市議会議員に毎月３３万７千円の報酬が支給されていますが、これに 
ついてどう思いますか。 

 

 「多いと思う」が３６％ありますが、「適当だと思う」もそれとほぼ同じ割合

であります。 

適当だと思う, 
125人, 32%

多いと思う, 139人, 
36%

少ないと思う, 9人, 
2%

わからない, 57人, 
15%

無回答, 60人, 15%

 
 

 「多いと思う」と回答された方は２５万円から３３万７千円の間に集中して

さまざまな意見があります。回答数は少数（７人）ですが、「少なすぎる」と回

答された方もあります。 

0人

2人

7人

28人

36人
25人

10万円未満

15万円未満

20万円未満

25万円未満

30万円未満

33.7万円未満

多いと思う場合の妥当金額

 

0

4人

2人

1人

35万円以下

40万円以下

45万円以下

50万円以下

少ないと思う場合の妥当金額
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主な意見（要約筆記） 

○日当ではどうですか。 

○勉強に必要な時間は報酬外で行ってほしいと思います。 

○この不景気の時代に今の報酬をもらって心苦しくないのか。日当にしたら幾 

らになるか考えた事があるか。毎日働いてそれだけの給料をもらえる人がど 

の位いるか考えるべき。 

○他市報酬も参考にしたら。 

○議会日当制にすればよい。 

○政務調査費は増額すべき（詳細な書面提出して支給）。 

○報酬に見合う仕事をすれば多くても構わない。 

○無駄を削減したら。 

○議員の定期船は無料だと聞きましたが、どうでしょう。普段私達は、「定期船 

は高い」と思いつつ、議員だからこそ一市民として支払ってほしいものです 

（高額報酬）。 

○不況の時はそれにあわせ減額したらいいと思う。 

○市職員が減額されているので合わせてはいかがか。 

○中小企業なみ。 

○社会状況が不景気で全体に給料が減額になっているので下げてください。公 

務員も下がっている。 

○活動日数が問題である。給与に応じた仕事をしてもらえれば。 

○現状、報酬だけの仕事をしていないように思う。報酬が高い安いの問題では 

無く、どれだけ仕事をするかである。 

○少ないと思う人もいれば、多いと思う人もいる。 

○年間報酬を計上してください。 

○市議は市長と違い別に職を持つことが出来る。 

○多い方には多く、少ない方には少ないのでは。 

○給与１２０万円前後で、経費書付で。 

○少ないように思うが、何を基本としてみるかで違ってくるのではないか（一 

人一人の働き方による）。 

○時代に会う報酬に考えるべきと思います。議長３０万円、副議長２５万円位。 

○改革が真に動き出せば、年収７００～８００万円位は。 

○定数削減をして報酬を増額も。十分な調査研究のための努力をしてもらいた 

い。 

○どんなボリュームの仕事をしているかが分からないから。 

○定数が１０人の場合に適当だと思う。 

○議員も率先して削減すべき。１０パーセント程度減は必要。 
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○定員は増やし、報酬改正は必要と思う。 

○毎日でも無く…そんなに鳥羽市はお金があるのですか…。 

○大変でしょうが、我々年金者に比較すればもう少し減額し、市税の減額に協 

力方。 

○時間単価を決めて、議会活動時間に報酬を払えばと思います。 

○他に仕事をしていない人は適当だと思う。 

○報酬に見合った活動をしてもらう。 

○恩給制度がおかしい。 

○市議会議員との交換会を年３回位はやってほしい。 
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問１０  最後に、市議会へのご意見、要望などがありましたらお書きください。 

（要約筆記） 

○保育所の介護施設利用について 

予算も決まりいざ実施という段階で当日の保護者の全員反対により実施が流

れました。この件に対しては、当時の保育所の保護者の身勝手故、私も当時

の役員の一人でありましたので参考になればと申し添えます。 

○公的な職場の採用時、一般の公募はなく知らないうちに決定していることが

多々あると思います。いつも疑問に思います。 

○時々ケーブルＴＶで議会中継を見ますが、新型インフルエンザの件でほとん

ど新聞なんかで報道されている内容の話をされていましたが、もっと魅力の

ある議会を期待します。 

○駐車場料金の見直し。 

○議員の話し方が町民をバカにしているようでとても耳ざわりでした。 

○本日の町民の意見要望等について本当に全員が聞いていますか。本土の人も

離島の立場を考えてほしい。 

○定期船について 

・中之郷発１８：００→１７：５０になったのは学生、勤めている私にとっ

てとても不便になりました。出来るなら１８：４０に間に合う便を中之郷か

ら出してほしいと思います。１８：３５の答志行きに乗ると１８：４０が出

た後に着きます。もう５分早くして間に合う様にしてほしいと思います。か

もめバスもあるのですが、ギリギリだったり、雨の日には不便です。（駐車場

を中之郷に借りているため、どうしても中之郷発着便に乗船） 

・学生の意見としてクラブでせっかく県大会などに出場出来ても始発便でも

間に合わない事も多く、自分だけ別行動になったり他の家に泊まらなければ

いけなかったりするのが不便です。 

・仕事がら離島の事をよく聞かれたりします。今回出来た周遊船の事も聞か

れますが時間的に不便だとよく聞きます。他の島にも下船したいのに時間が

なかったりいちど下船すると又、船代がかかったりとお客様からは不評です。

せっかくの高速船もう少し見直してほしいと思います。 

○かもめバスについて 

・国﨑方面のバスがあるのですが加茂中、加茂小が下校する時間にはありま

せん。バスの方が家の近くにとまるので安全だと思いますが結局電車を使っ

ています。もう少し時間を考えてほしいと思います。 

・かもめバスの料金、停留場がわかりにくいとよく聞きます。もう少しわか

りやすくしてほしい。 
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○議員さんの都合のいいように作るな。市民の苦しい人のことをしっかり考え

て欲しい。 

○マリンターミナル事業については、かねてよりの不評が聞かれているが、過

去に策定された諸元要素は変化しているのか。止めよ！との声も多く聞いた

が市民に説明が不足だと思う。又、何時も不思議に思う事として、人事案件

（各種委員等）については、どういう人物をどういう尺度で選任しているの

か。又、選任された委員たちはまともに活動しているのか。 

○この後の鳥羽市の方向性をはっきりと施策に盛り込んでほしい。 

○情報公開実施してほしい。 

○意見交換会は是非来年もやって欲しい。勉強になりよかった。 

○議会報告 

・今回のような議会報告が必要だと思う。特に池上町から市会議員は選出さ

れてないので議会の動きがさっぱりわからない。 

・議員の皆さんがどんなことを考えているのか、このような機会でなければ

分からない。 

・可決、採択する前の案件で提案されている時に市民の意見を求めるべきで

はないか。 

・突然の報告会ではなく年に４～５回このような場を設ければ議会と市民と

の会話が目に見えてくるのでは…理論でなく現実に沿った会話ができるので

は…。 

・討論を聞いていると鳥羽市のためにみんなが頑張っているのにどうして鳥

羽市は発展しないのだろうか…どこに問題があるのでしょう…。 

・鳥羽市はどこに向かうのか、向かっているのか…一つに絞って計画的に取

り組んでみては。 

○他市に先駆けて思いきった議員定数にして、政務調査費も充実させ市議会（議

員力）を強化していってください。 

○もっと活動（仕事）を市民に見えるようにしてほしい。各人の仕事のスケジ

ュールを公開してはどうか。 

○今日のような市民の側に出かけるといった努力をされたい。 

○多すぎる。 

○市民と接する議会であってほしいと思う。 

○議員一人一人が責任もって市民の声を吸い上げてほしい。目線が高いのでは

ないか。 

○今回の意見交換会を年３回くらい開催してほしい。 

○このような会をこれからちょくちょくやっていただいた方がよいと思います。

ガンガンひらいてください。 
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○市になるかもしれないが、最高の固定資産税を払っているのに５年に１回の

国勢調査がないという話を聞きました。市条例を変えないか。 

○活発な議論をしてもっともっと地域住民の事を考えて目に見える仕事をして

下さい。 

○農業についてもう少し意見したいのですが…。 

○日本一の鳥羽市をお願いします。職員の意識改革。鳥羽市の税金を他所へ住

む事により、他へ税金を落としている。人口の歯止めもかからない。市職員

は鳥羽市へ住むべき。通勤手当もバカにならないはず。 

○一部をのぞいて、市議の仕事が見えてこない。 

○公務員の選挙活動について正してほしい。 

○月１回程度のミニ集会の開催をお願いしたい（車座）。 

○限界集落の対策。 

○鳥羽市は海辺の予算が多いと思われる。加茂地区への予算配分を考えてくだ

さい(里山、山林の整備 ＣＯ２削減）。 

○大いに頑張って欲しい。期待しています。 

○農業関係に対して荒田が増えて来ました。国道周囲にコスモス、レンゲ草等

四季の花を咲かして市のやる気を出すように。観光だけでは市は発展しない。 

○年に２、３回開いてほしい。選挙は組合の２階でしてほしい。（階段に手すり

がついている）学校は坂を上らないといけないから。私は耳が遠いので大き

な声でしゃべってほしい。年齢８０才です。 

○ガンバレ。 

○今日参加させてもらいましたが別に意見というものはなかったです。みんな

の意見、議員さんの意見聞かせてもらい良かったと思いました。来年もあれ

ば参加したいと思います。 

○「わんわんホテル」の犬の散歩は交通の妨げと事故に関係するので中止する

よう要望します。 

○ケーブルテレビでしか判断出来ないが、答弁等を見ているとむつかしい言葉

を使って議員と課長等がやりとりしている様に見えて、よほど関心のある人

だけが理解するだけでもっと皆がわかる様対応してほしい。 

○この様な機会をもたれた事に好感をもちました。持続してほしいです。 

○参加人数が少なくて申し訳ありません。今日の会合はよかったと思います。

又、今後何回かよる中で、意見交換は２部会でするなりなるだけたくさんの

人に声を聞いてほしい。 

○お忙しい中お疲れのところを皆様方本当に有難うございました。熱いお話を

聞かせていただき、皆様の御苦労ぶりが少しばかり分ったような気持ちです。

初めての話し合いは一部の人しか発言できませんでしたが、参加させてもら
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って良かったです。次回は質問できるよう頑張りたいです。本当にありがと

うございました。鳥羽市民のより多い豊かさの為に今後のますますの御健闘

を祈ります。次回を楽しみにしております。 

○昔は活動内容が理解出来なかったが、最近はケーブルテレビなどで議会内容

がわかって良くなった様に思います。 

○またこの企画をやって下さい。 

○年２、３回本日の会合を持ってほしい。 

○町内に議員がいるかいないで町内施設等に違いを感じる。 

○坂手の定期船の便数が他の離島に比べ多すぎるので考えてほしい。 

○定期船の運賃の件 

赤字航路で運用が困難だと聞いていますが高校生の運賃３ヶ月で２９，００

０円余りいります。働いている人はしょうがありませんが、高校生はもう少

し安くしてもらえないでしょうか。検討して下さい。 

○一番身近な議会なので今回のような会を期待する。 

○離島出身者には、無料か安い駐車場が欲しい。他の町で働いていて、島に帰

ってくる時、高い駐車場では、ますます島に帰ってこれないのでお願いしま

す。定期船から近い所に駐車場をお願いします。お盆、お正月、その他。 

○定期船でかがやき、きらめきの運行がされていますが古い定期船ばかりであ

まりにも格差がありすぎる。坂手航路があまり多すぎて便利が悪くなった。 

○調査、検査、審査がなされた上で決議されたのかわかりにくい。例えば小浜

小学校、坂手小学校など５年先の生徒数などわかりきっているのに予算をか

けての新築など考えられない！その地区にとっては必要だと力のある議員の

意見が通るのではないのか。 

○月額ではなく議員の方々が全員自発的に市内に回り意見をきき、働けば報酬

は妥当ではないか。 

○菅島さし網組合から意見をいいます。中部空港が出来てから海底の汚れ並び

に潮の流れがすごく変わり、魚のかかり方がおかしくなった。海底の調査を

してほしい。 

○子供の定期船の回数券。 

○駐車場が遠い（立体西）。 

○鳥羽マリンタウン事業について 

経費がかかり過ぎるところ。警戒船にどんなところで遊覧船から和具の漁船

に変わったのか、他の地区が入れないのか、不思議でならないところがある。

請負業者のあつかいでやっているのでしょうか。金がかかり過ぎると思いま

す。定期船の発着だけでなく統合市場も視野に入れてやれば観光面でも役立

つのではないでしょうか。 
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また、鳥羽へ自分の船で行っても船の安全に置けるところがないのが現状で

す。他県から子供、親戚が車で来ても駐車場も料金が高いし置く場所がない

ので困っています。伊勢湾口の海の幸はとても新鮮でおいしいと考えており

ます。客が多く来られるようにもっともっと広めてほしいと思います。 

○今回みたいな集まり、何度もやってほしいです。 

○市長と話をする時はほとんどありません。市婦連の総会等…市長はあいさつ

の中で「市民の皆さんの声、意見を聞きたい」と言っていました。例えば…

定期船（きらめき）、早いだけで少しの波でも揺れるし、欠航が多い…「きら

めきはいらない、元の船に戻して！」と言ったら、ものすごく怒った！自分

のした（高速船）事だから…怒ったと思うが、市長のくせにおかしいです。 

※市長は天候のいい時だけしか乗ってないからわからない。海の悪い日、ぜ

ひ、乗ってほしいです。（神島の人も同じ事を言っています。） 

○離島から高校に行くのに船の定期代が高すぎると思います。もう少し考えて

ほしいです。船の時間も色々と考えて欲しい所があります。 

○菅島保育所の保護者会長をやっております。今年で保護者会の役員は２年目

です。２年目となりますと保育所の中が痛んでいるのがとてもわかります。

それと保育所行事も一緒に参加する事も沢山あり、不便な点がいくつかあり

ます。財政難の鳥羽市であることは承知しております。予算も議会、いろい

ろな所を経由して早急に通らない事も承知しております。でも少しでも早く

修理した方がよいと思うし、購入したほうがよいと思われるも事も沢山あり

ますので、保育所の先生、子供が過ごしやすい場所を作ってほしいです。我々

保育者会もできるだけの協力してきました。これからもどんどん協力してい

きたいと思いますので子育てに力を入れてほしいです。 

○離島から通勤が手軽に出来るよう鳥羽管内に働ける所（職場）をもって来て

ほしい。離島をもっと魅力のある（若者）住みよい町にできるよう働いてほ

しい。 

○男も女も鳥羽で働くことが難しいです。離島は船の時間も関係があるので難

しいと思います。 

○たくさん市民に意見を聞いて議会に反映してほしい。 

○本日みたいな事は１～２ヶ月の間ぐらいで行ってほしい。 

○よき鳥羽市。 

○仕事、収入が少なくなり、生活が苦しくなり、税金は払わなければいけない。

もっと生活しやすい鳥羽市にして欲しい。 

○鳥羽市はへき地が多く何かにつけて経費がかかる。でも収入がない。明るい

見通しが立てられるような市にしてほしい。子供たちは鳥羽に住みついても
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らうようにしてほしい。志摩郡から鳥羽市へ嫁いで生活レベルがさがったよ

うに思います。 

○リサイクルについて 

・雑誌・新聞などリサイクルパークに持っていけば点数くんカードにポイン

トがはいるのがわかってても持って行けない人のほうが多いです。離島の人

にとっては、あまり意味がないようです。坂手でも日を決めてリサイクルの

日をしてほしいと思います。（私は船で持って行って車で持って行っています

が大変です。） 

・学生も色々意見があると思います。学生達ともこの様な場を設けてほしい

と思います。 


