
1
　県議会だよりを見ているが、議員の質問要旨等が掲載され、自分の住んでいる地域から選出さ
れている議員については読んでみるが、他地域の議員については全く知らないし関心も持てな
い。

2

　県議会だよりは確実に読みますが・・・議会の質問などの内容が分かりにくいことが多いです。
継続審議されているものは単月度の内容だけでなく最初からの内容を「ダイジェスト版」でよいの
で掲載してほしい。又この様な審議内容は項目としても残されたら・・・なぜならば見落としたら、
それでおしまいになるから。

3
　子供から大人まで分かり易い読みやすい内容にして頂きたい。
　併せて他道府県と比べた際の本県の良さも知りたい。

4
　日々、一般紙、テレビニュース、ラジオを通じ、社会全般の情報を読み、聞き、見て、十分すぎる
ほどの世の中の事情、動向を手にしている。

5

 毎回、見ているが写真が多く、県議会議員の自己ピーアールのように思える。もう少し扱いを小
さくしてその分、県知事も変わったことだし県民の意見欄を作ってほしい。
今年初め、埼玉を揶揄した映画『翔んで埼玉』が全国的な話題になったが、この映画に関する県
民の意見を特集すべきだった。ダサイタマという言葉は、畑知事時代、埼玉県議会で問題にされ
ていただけに、県議会広報で総括してほしかった。

6
　余りテレビ埼玉を視聴しないので、県議会等の情報は新聞（県議会だより）等がいいです（アナ
ログ人間ですから）。

7

①各議員の地元での活動報告中心の議会広報らしきモノは偏った内容になる。もっと開かれた
議会にした方が良い。土曜日開催等。
②多数派政党の対応は世間良識からかけ離れていることを、もっと、他会派は声を上げるべきで
ある。
③世間一般感覚からして、県議、国会議員の報酬は高すぎる。（諸手当含む）どこかでメスを入
れるべき。県議の交通費は即刻改正すべき。（反対討論なしは筋が通らない）
政活費も早期全面公開をルール化すべき。高級車リース代のその後の報道もない。
④議員がもっと身近に感じられれば＝県政への視線・期待が高まると思う。

8
「こんにちは県議会です」もわかりやすいが、どんなことが書かれているのかわかりやすくした方
がいいとおもう。例えば「防災と避難の準備」など、副題をつけるとより見たくなると思う。
どんなことが書かれているのかわからないし、明らかにつまらなそう。私には関係無さそう。

9
「埼玉県議会だより」は記載が大まか過ぎて内容が伝わってきません。だからと言って、わざわざ
インターネットサイトで確認するほどの興味もありません。

10

○どれが、県議会広報かすら、認識していなかった。新聞と一緒に毎月一日、何か県議会の事
が書いてある物が入っていたなというような印象。
○町の議会報もそうであるが、選挙の時のチラシのように、もっとわかりやすいと見る人が増える
気がする。
○これからは、もう少し意識して県議会報を読もうと思う。

11
・県南・県北など各エリアに関連する情報を「埼玉新聞」のように分けて伝えたら如何か。
・県議会の情報が自分たちの日常生活にどう関わりがあるのかが伝わると県議会広報に関心を
寄せられると思う。

12
・県民の知りたい情報や身近な問題の解決に行動する県議会であってほしいです。住みよいま
ちづくりを掲げていますが、信号機一つ設置できない課題などあります。

13

1．議会、今見てます。特別委員会の報告を少し聞きました。やむを得ないんでしょうが聞いても
らうというような話しぶりとは言えない。報告のやっつけ仕事の印象。希望としては、国会質疑の
ような議論ではなく、自分の党、自分をまず主張することをやめ（もちろん自分の意見は簡潔に言
う必要はあり）質問を広く深く突っ込む議論になる様改革を望む。
２．市と県の分担は漠然としてはわかるんですが、どうもよく分からない。
３．県議会にスターがいない。（人材不足。職業議員でなく高邁な政治家を期待）
４．県の広報車を各地に回しPR、議会ばかりでなく関連もPR.

14
1日の半分以上を県外で過ごしているため、なかなか県議会の理解が深まらないので申し訳ない
です。

15
ＰRが少ないと思います。
特に予算や決算については知りたいです。
他の自治体との違いも気になります。

16 SNS等で端的に情報発信して欲しい。年寄りや子どもでもわかりやすい表現にして欲しい。

質問１２
県議会広報についてご意見等がありましたら、自由にお書きください。
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17
TVが一番目につきやすいですね。チャンネルのザッピングするためにテレビ埼玉でも一旦止まり
ます。その時の登壇者や討議テーマによって観るステイタスへ移行します。

18 Twitterとかに載ってると見やすい。
19 ＷＥＢで中継してほしい。
20 YouTubeで流せば見たい時に見られると思います。
21 あまり興味・関心が申し訳ありませんが無いので。
22 いいよいいよ。

23
いつ、どこで、どのように役に立つのか役立っているのかを広く伝えてください。現状では何も伝
わりません。

24 いつどこでやっているのかどこで情報が出ているのかわからない。

25
いまいち何が行われているのかがわかりません。まず関心があまりないです。私たちが関心を持
つことも大切ですが、そうなるようにわかりやすく興味を持たせるキャンペーンがあると良いと思
います。

26

いまどき新聞を定期購読している若い世帯がいるのか？新聞の折り込みならば、若い世帯には
まず届かないと思う。私は偏向報道がひどいので、新聞の定期購読はやめた。
県民税をいただいていると思うならば、例えば市報とかと同じように回覧板で配布してきちんと手
元に届くようにした方がよいと思う。

27
いろいろ　発信されていますが　どれも　文字が小さくて　文章が長くて読みにくいです。
要点をまず　まとめてほしいです。
読みたいところがすぐわかるように。

28 いろいろな所で発信して欲しい。
29 インターネットとかで放送してもらいたい。

30
インターネット動画等の配信サービスでいつでも見られるといいと思う。配信サービス等使う際に
字幕か手話通訳をつけてほしい。

31

ウチはテレビ埼玉が映りません。東京ＭＸしか映りません。アンテナではなく電話回線でテレビを
観ているからだと思います。だからコメントのしようがありません。
新聞も多摩版です。ただ月初めにでる広報誌と県議会だよりは新聞と一緒に配達してくれます。
埼玉の情報はなかなか届きません。

32
かたぐるしい雰囲気が漂っていますね。編集方針を変えたほうが良さそう、という感想をいだいて
います。

33 カット多めに分かりやすく。

34
カラーでわかりやすく、手にすると見るようにしています。また、クイズも実施されていて親しみを
感じます。テレビは見たことがないので、見てみたいとは思います。

35
きちんと県議会に関心を持っていない私たちが悪いのですが、県民がもっと身近に感じられるよ
うな広報活動をしていただけたらと思います。

36
きっと自分たちの生活に必要不可欠な内容なのだと思うが、どれだけの人が熱心に読んで吟味
しているのかと疑問を感じるのは私自身が熱心な読者ではないからだろうか。

37

このアンケートで県議会の関連情報を再確認するような状況だが、通常時の毎日の生活の中で
は、まだまだ、国会の、政権の情報に興味が注がれる為だと思う。
まだまだ、県会の情報収集で生活にどうやって生かしていくか？活用を図るかは、まだピンとこな
い。新聞の朝刊では、埼玉版の記事で県会や議員の記事は欠かさず毎日眼を通しているが、新
聞社によって、その内容が異なり生活に生かしきれていない。
この辺が県議会広報の課題ではなかろうか？

38 この県でも、本当の住民の代表で県議会が運営できるようになるといいと思うのですが。
39 これからは県議会広報に注視します。
40 これからも、たくさんの情報を提供してください。
41 これからも、分かりやすいように内容を広報で教えてほしい。
42 これからも県議会のわかりやすい情報をお願いします。
43 これからも色々な情報提供をよろしくお願いします。
44 テレビ埼玉自体みたことがない。

45

すみません、いつ開催されてるかも知りませんでした。出席率の公開はされてますか。議員さん
たち時給にしたらいくらなんですかね。無給の名誉職でしたっけ？揉めてる事案は決議前に
ちょっと大げさに広報してくれると注目しやすく、自分のこととして見ると思います。オッズをつける
とか。知られないほうがいいならいいんですけど。

46 せめてツイッターで発信すべきでは。
47 ダイジェスト版の配信。
48 たっぷりと通信費をもらっている議員本人がもっと広報すべきではなかろうか。
49 テーマを明確にして、新聞等にて告知して欲しい。



50
テレビで見る事は今のところありません。もっと関心をもって見なくてはと思いました。
広報紙で見てるのですが、やはりカラーなどを使って興味を持つような流れにしていただくといい
かなと思います。

51
テレビで議会中継を見るのはよほど暇で珍しい方だと思います。県議会だよりの方がまとまって
てさっと読むには読みやすいです。

52 テレビで見たり、又、埼玉県議会だよりを読んでいます。

53
テレビで放送されていることをまるで知らなかった。録画とはいえ、夜の８時から９時に放送して
いるのは、皆が観ることができる時間帯で配慮してくださっていると感じる。事前に、地域の回覧
板などで放送することを知ることができれば良いのだが。

54 テレビと新聞折り込みがないと、なかなか広報関係とご縁がいただけないようです。
55 テレビや紙媒体だけでなく、ＹｏｕｔｕｂｅやＳＮＳでの情報配信をお願いしたい。

56
テレビよりも広報紙のほうが落ち着いて読めます。議事録とまではいいませんが、印刷物での周
知がありがたく…。デジタルの時代に逆行しているようで申し訳ありませんが、パソコンにもつい
ていけないもので。

57 テレビを見ない、新聞もとっていないのでSNS（Facebookなど）で情報を得られると嬉しいです。

58

テレビ埼玉を見ることは残念ながらありませんが、埼玉県議会だよりはしっかり読ませていただ
いております。前任の上田知事の記事も良かったと思いますし、県議会での質疑内容を掲載して
いただけるので良いと思います。
私みたいにテレビ埼玉を見ることがほとんどない者には、広報紙が大変助かっております。

59
テレビ番組の、放送日時、時間をもっと知らせてほしい。広報紙だけでなく、費用はかかるでしょう
が、例えば、電車広告や、新聞広告で宣伝してもらえたら、見る機会も、増えると思います。

60
テレビ放送は知っていますが、その時間に見ることができず、再放送があると、見るチャンスが増
えるように思います。

61 テレビ放送を夜九時前後に放送して頂きたい。

62
テレ玉などのdボタンやケーブルテレビから 県議会で 話し合われた話題など 随時発信されてる
といいなと思います。←すでに発信済みでしたら 申し訳ありません。

63
どうしてもとっつきにくいものなので、なるべくわかりやすく、興味を引くような感じにしていただけ
るといいと思います。

64
どうしても堅苦しいイメージがあるので、ゆるキャラなどもつかいながら、肩の力抜いて接すること
が出来る広報活動を期待します。

65 どうも関心が湧かないな。どうしたら関心を持ってもらえるかはわからない。

66

なかなか県議会は身近でなく、学校に勤めていても日ごろ気にしていない。私はＷith Ｙonさいた
まのボランティアをしているが、年に一度、フェステイバルに県議が来るワークショップを楽しみに
している。県のイベントを利用して県議会が身近になるよう工夫するとよい。また、テレ玉の番組
を各地のケーブルテレビで再放送する枠を作ると、見逃しが少なくなると思う。

67 なかなか見る機会がございません。
68 なかなかテレビ埼玉を見ないので魅力的なコマーシャルが欲しい。
69 なかなか子育て中では、忙しくて拝見できません。
70 なぜか関心が薄い。
71 なんの役にも立たない。
72 ネット配信をして欲しい。
73 プレゼント企画など引き付ける魅力も必要だと思います。

74
ホームページにアクセスしやすいようにSNSなど媒体情報の拡充と、ホームページの内容拡充を
期待したい。

75 まずは見てみます。
76 まったく関心が無い。
77 メールで来るなら読むかもしれない。
78 メールマガジンがある事を知りませんでした。

79
メールマガジンを送っていただいていますが、生け花の紹介や、議員さんの紹介など、あまり読
み応えがないように思います。実際に議員の皆さんがどのような活動をされているのかが伝わっ
てくるものだといいのにと思っています。

80 メールマガジン等でお知らせする。

81
メルマガで読めることをもっとアピールすべきだとおもう。スマホで暇なときに読めるなら手軽。隣
に居る人との会話の種にもなるし。

82 メルマガなどで県議会のページに誘引していただいたら関心が持てます。
83 メルマガ登録してみました。県議会についてもう少し知るようにしていきたいと思います。
84 もう少し関心を持たなければと反省をしています。



85 もう少し県民が興味を持つような告知などが必要ではないか?と思う。
86 もう少し親しみやすいように。内容的に仕方がないのだけど。
87 もう少し身近に県議会を感じられるような広報活動が求められます。
88 もっと関心を持たなければならないのだろうけれど、興味が湧かない。
89 もっと県議会広報について興味を持とうと思いました。

90
もっと身近に子供たちに授業などで活動内容や会議の必要性などを知らせてほしい。そして興味
をもつようにしてほしいです。

91 もっと大々的にPRしないと。

92
もともと、楽しい内容にはなりづらいものですから、分かりやすさを前面に出した方が良いと思い
ます。ただし、子供でもわかるは、ばかにしすぎだと思うので、中学生や高校生にも分かるよう
な、優しくしたものが必要だと思います。

93
やはり興味がないのは、自分が住んでいる居住区に関係無いことが、おおいからと考えます。全
体で見れば関係あるのだとおもいますが。

94 ライン配信やヤフーニュースの地域版からサイトに飛ぶようにしたら見るかも。
95 意見が議論の土台に登ると興味は湧いてくる，例えば環境問題。
96 意識として、県議会については薄いので、興味を持たねばと考えます。
97 一緒に考えてもらう…って発想が足りないのではないか？

98
一度は傍聴してみたいと思っていますがメールマガジンに次回の開催予定を大きく掲載していた
だけると良いのですが…。

99
一般の人と県議会議員とはとても距離があって、親しみがわきません。威張っている人達が上辺
だけの議論をしているようにしか思えないですし、そうでは無いと伝わる広報紙では無いと感じま
す。

100 駅などにポスターとして貼っておくのもいいですね。
101 遠距離通勤のため時間も無く、県議会情報から遠ざかっていました。
102 何も期待していない。
103 何時放送されるかを新聞埼玉面に分かりやすく記載してほしい。
104 我々の日常生活と県議会の動きの関連性が見る事が出来る広報が欲しい。
105 介護についての取り組みをもっと考えてほしいと思います。
106 各議案の内容が細か過ぎてツマラナイ。もっと基本的な事項を議論してもらいたい。
107 各議員の取り組み状況等の掲載を希望する。
108 各党派の考え方、主要テーマについて。選挙の参考になるものを。
109 楽しく、毎回、観ています。
110 活字が多く、読みづらい。
111 活動内容がよく理解できない。関心が持てない。

112
環境問題とかフードロスなどは議会でも取り上げてもらいたく，関心事項ごとに議論の進捗状況
や予算の執行状況が分かれば面白い。

113

関心がないわけではなくて、実際に会議も傍聴したいくらいですが、一人でえいやっと行けるよう
なきっかけや浦和に用事もなかなかありません。
中学生の子供も政治に関心が高いので、何かツアーのような気軽に参加できる仕組みがあると
いいのでは。
広報紙は市報などと一緒に投げ込まれていれば見ますが、硬めだし、一般の方は足元の暮らし
に密接に結びついている実感がないと、手に取りづらいのかもしれません。
せめて選挙前など、県議さんの活動や実績が公平に、そして見やすくまとめられたものがあれば
と思います。

114 関心がなくて、申し訳なく思いますが、関心が持てるような記事にしてください。
115 関心が持てるような、広報を期待しています。

116
関心はありますが、全てを熟読出来る時間はなかなか取れないので、仕事の休憩時間などの
ちょっとした時間で読める様にメルマガの様な形式のもので５分程度で要点を絞ったものを配信
してもらえると馴染みやすくなる。

117 関心はあるがなかなか接する機会がない。

118
議案、審議の内容、結果とその後の結果の情報を詳細に知らせて欲しい。議員各派、各政党の
賛否も議案別に詳細に知りたい。

119 議案での取り組みをちゃんと実行してほしいです。

120
議案内容は見ますが審議結果で決まったことのフォローがありません、どうなったか、わかりませ
ん。こうなりましたなる記事が欲しいです。



121

議員ごとの政務活動費の使途や結果（成果）報告をすべて公開すべき。
埼玉県議会の情報公開レベルは全国で最低ランク。
議長や副議長がどこそこに行ってあいさつしたとか、誰それが訪ねてきたなどという茶番の広報
は不要。
しっかりと議員が税金財源の政務活動費をちゃんと埼玉県政、埼玉県民のために活用している
のかをまずしっかり広報してください！

122 議員さんが多過ぎ。
123 議員さんたちの出欠状況。
124 議員それぞれの普段の活動が知りたい。

125
議員の個別の活動状況。市民のどんな要請にどのように対応しているのかという具体的な内
容。

126 議員の自己PRのようにならないでほしい。
127 議員の税金の使い道をすべて開示すべき。
128 議員の方々にも情報発信を、頻繁にしてもらいたい。何をやっているのか不透明。

129
議員活動が、不明。
もっと堂々と、宣伝広報してもいいのでは？

130
議会が終わるとある議員は自己の議会活動を紹介する議会報告を新聞折り込みで配布してい
る。意図は理解するが用紙や印刷が豪華すぎる。

131 議会だよりがわかりやすい。

132

議会だよりには一応目を通しているが、中身の薄い質疑応答ばかりで、実際にどのように実行さ
れているのかさっぱりわからない。そもそも、国政、県政、市政という多重構造で県議会の意義や
役割が非常にわかりにくい。県議会が私たち県民のくらしにこんな貢献をしているということを
もっとアピールする必要がある。テレビ埼玉で議会を中継してもよほど関心のある人しか見ない。

133
議会で扱う内容、取り上げて貰える事柄が分からないため、県議会への興味が薄いのかなと自
省しました。

134 議会で話し合われた議案の図案いりなどのわかりやすい解説がほしい。

135
議会とその広報活動は必要ではありますが、結果を文字で知るほうが議会中継をテレビで見る
よりも自分の好きな時間に自分のペースで知ることができるので助かります。

136
議会のことがテレビでやっていることを知らなかったし、そこでどんなことが話されてるかも知らな
かった。選挙には行くけど、その後のことは気にしていなかったと反省。

137
議会の運営、議決などにおおいに関心があるが、新聞の報道によると、大いに失望しています。
議会憲章をつくり、議会の理念、目標、議員の資質等々につきこれらを満足する市民の候補者に
限定出来ないのか。少なくともこうゆう方面での議論が出来ないのか検討して欲しい。

138
議会の基本的な制度や仕組みを知っている人はあまりいないと思うので、まずはそうしたところ
から地道に広報に努めるしかないと思います。

139 議会の内容を簡単にまとめた無料のメールサービスがあればいいと思う。

140
議会の費用対効果や決定に至る経緯の透明化、決定時の責任の所在をわかりやすくしてほし
い。

141 議会の様子を見たいとは思わないが、内容は知りたいので、積極的に情報公開して欲しいです。

142
議会活動を注視することは有権者としては大事なことですが、紙媒体でのデータ取得しかしてい
ません。HPでの発信なども気にかけていく必要があると思います。

143 議会広報について質問できる制度を充実してほしい。

144

議会報告自体は人口増に直接的には関わらない。一方で埼玉県の優先課題と思われる住民満
足度向上には比較的にはつながるが、広報を自主的に読む住民はそもそもが県政に興味を持
つ一部の層。彼らの満足度は広報での表現方法ではなく質の向上により上がる。とは言え政治
の見える化も必要、徴収した税金の行方の報告も必要であるため無くせはしない。であれば予算
及び労力を極力切り詰め、最低限のリソースで定期報告をし続ける方向へ計画を修正するべ
き。広報は、目的と対象を明確にし、その層が最も触れるであろうメディアにおいて展開するなど
別の形で行うべき。

145 議会放送がいつあるか分からない、一般紙で案内した方が良い、都議会は時々みる。

146
議題説明が多過ぎて、議論の内容が希薄なので、関心の高いと思料される数点をクローズアッ
プしては？

147
興味がないわけではないのですが番組時間を忘れたり他の番組を見てしまって忘れたりと。
時間に余裕があるときにみたいと思います。

148

興味がないわけではないので場所が近ければ議会の傍聴等もしてみたいのですが、住んでいる
ところからさいたま市へのアクセスが悪く、つい遠のいてしまいます。
都内へ通勤しているので勤務先の自治体の議会広報のほうが目につきます。目につく場所に広
報があれば手に取ると思います。



149 興味が持てるような県議会広報にして欲しいです。
150 興味を持って情報を取りにいかないとなかなか分からないですね。
151 興味関心のきっかけ、取っ掛かりの機会が無い。
152 驚くほど関心のない自分に気づきました。指摘されて初めて気づく類いのものかもしれません。
153 近くに議員さんいないし、選挙の時も来たことないし？
154 継続して議会討論の内容をとりあげてほしいです。

155
継続的に議論されている内容は時系列でわかりやすく説明されていると理解しやすいかも知れ
ない

156
決まりきった質疑応答には関心がわかない、斬新な意見や改革を聞きたいし、行動力のある方
が出てきてほしい。（例年通リの行動しかしない方はもういらない）

157 決定事項をわかりやすく。反対意見ものせて。

158
堅苦しい…
分かりやすく

159 懸賞の賞品よくしてください。

160
県がどの政策を重視し、また議員はどの政策をどのように推進しているかともっと知りたい。正常
な議会運営がなされているのか？正当な議員活動がなされているのかも今後の投票行動に影
響するので、しっかりチェックしたい。

161 県の広報と市の広報を一緒に配ればいいと思う。

162
県の広報紙に、県議会の活動を纏めて載せたら読む手間が一度ですむので効率的。詳細は
ホームページに誘導して読めるようにする。

163
県ホームページ、メール等はその都度よく読んで利用していますがテレビ放送時間帯は出かける
事がほとんどで家にいませんので見られません。

164 県や市町村の議会についてもっと知るべきと思うが、手段があまり見当たらないという印象です。

165

県議には各地域から選出されて参加されているわけだから
もう少し親しみがもてる県議であってほしいから、情報ももっと流してほしい。
テレビ埼玉が折角あるのにうまく活用されていないと思う。
テレビ埼玉として独立できないのでしょうか？

166
県議会の広報はどうして新聞の折り込みだけなのかわからない！新聞とってない人はどうしたら
いいのでしょうか？

167
県議の内容が市町村へ連動する力になると思うのだが、各市町村へ配布する県議会情報はな
かなか末端まで行き届かない。せめて市町村の公的機関に配布できるような配慮がほしい。

168 県議の本職や趣味なども知りたい。
169 県議員を減らしてもらいたい。

170
県議員を目にするのは選挙のときだけというイメージ。公約への取り組み、議会としての情報発
信など、有権者から探すのではなく、有権者の目にとまりやすいような提供の仕方の工夫などを
もっと有意義に検討してほしい。

171

県議会が、SDGｓ、CO2削減、プラスチック海洋汚染、等々のホットな社会問題に積極的に取り組
み、その情報の提供を願います。
関心度の高い問題に先進的に取り組み、成果を上げて、その情報提供することで県民の関心は
一層高まります。

172
県議会が何時開催されているのかも知りません。私の興味も薄いのかも知れませんが、広く県
民に告知する方法など、何を見れば開催日程が解るとか、審議内容の予定とか知ってもらえる、
聞いてもらえる県議会になって欲しい。興味ある審議については、聞いてみたいと思います。

173 県議会そのものが、何をやっているのか分からない。税金の無駄使いである。

174
県議会だよりはよく知っているのですが、議会というのに堅い印象があり手に取る機会はあまり
ありませんでした。「彩の国だより」と同様、県の施設で手に入るのは知っているのですが・・・。

175 県議会だよりは最近読みやすくなった。

176
県議会だよりを読んでいます。知り合いの議員が質問したりした内容が出ているとより身近に感
じます。紙面の都合で全部とはいかないと思いますが、住民がしっかり見ていることを伝えていた
だきたいと思います。

177
県議会だよりを配布してほしい。インターネットでの閲覧は可能だが習慣が無いので見忘れる為
です。

178 県議会では活発な意見がすくないと思った。

179

県議会で行われていることが、最終的には自分たちに影響してくるわけですが、身近な感じがし
ていません。それだけ遠い存在だと思います。
想定される台風被害に、県の対応、処置の現状報告、今後の具体的防災計画などが広報紙に
載せられると、読者は増えて行く、関心を持って広報紙を見ると思います。国会答弁のような内容
では、関心は薄れます。



180
県議会で話し合われていることが分かりやすく書かれていることが大切だと思います。これからも
関心を持っていくようにしたいです。

181

県議会と言うと、どうしても『国会ほど重要でなく、市議会ほど身近でない、地味』というイメージが
あります。
そこで『県議会にしかできない仕事を、やっています！』と紹介していただけると、僕たちも県議会
に興味を持てると思います。

182 県議会と市議会の役割分担。

183
県議会にはあまり関心がない。それは、わが町に対する県の取り組みがほとんどない感じがす
るので、興味を抱くような記事、活動があるとは思えないから。

184
県議会に関する広報紙があることは、SNSが苦手な世代には大変貴重な情報源です。これから
も末永く活動を続けていただきたいと思います。

185 県議会に関心が薄いので、興味が持てるような広報をお願いします。
186 県議会に迎合することなく、県民が知りたい素朴な疑問や質問に応える編集を切に願う。

187
県議会に限らず、市、県、国、で言えば、県は一番関心が薄い存在です。
埼玉県議会の存在をアピールするような、魅力あふれる広報作りに期待しております。

188 県議会のテレビをネットでも配信出来るようにお願いします。
189 県議会の活動が全然身近に感じられない。
190 県議会の活動には、今まで関心がありませんでした。

191
県議会の広報について今回改めて意識しました。県の広報や市の広報はよく見ますが、うっかり
していました。
今後は県議会についてもきちんとチェックしていきたいと思います。

192 県議会の質疑内容はすべて見たい。

193
県議会の存在について初めて意識を向けた気がします…テレ玉で放送してるのですね。選挙で
当選した人達が何をしているのか全然知らないので、これからはもう少し関心を持ちたいと思い
ました。

194
県議会の存在自体が身近に感じられないため、議会広報にもあまり興味が持てない。興味深い
内容にするために、実生活の役に立つ情報の割合を増やしてほしい。

195
県議会の動きについては、まったく知識もなければ、関心もないのが現状です。
県民の現状の生活や県民の将来についてどのような役割を果たしているのかもう少し広報して
ほしいと思います。

196 県議会の報告を見る機会がない
197 県議会の傍聴方法がわからない。

198
県議会は、都市部から離れているところに住んでいるせいか、市町村議会や国会と比べ直接か
かわる内容が少なく関心が持てない。

199

県議会は埼玉県民を置き去りにするな。埼玉県知事から答弁を引き出したり、追及したりするこ
とが埼玉県議員の見せ場ではないか。県議員は、県民を代表して県政の執行権者である知事の
意見を聞き出すのが役割だ。県政の両輪として、知事と議会は、協力しながら県政を進めてい
け。県議会は県民を置き去りにしないこと。これから、新たに選挙権を持つ県内の高校生に、は
ずかしくない議会運営を見てほしい。

200 県議会ホームページで見ています。いろいろと分かりやすく載っていますので、楽しみです。
201 県議会をもっと身近に感じられる工夫があると良いと思います。

202
県議会を中継したり、動向をレポートする意義が解らない。真面目に活動されてない部分が有る
と言う事か？

203 県議会を美化することがないように、事実を伝えてほしいと思います。

204

県議会を傍聴したことがあるが、質問に対する回答には誠意を持って回答するという部分が欠落
しているように感じた。
行政は質問者に対しての回答に終始し、背後にいる数百万の県民に対する回答とは、とても思
えない。リコールによる罷免を簡便にし、行政マンが常に緊張感をもって県政に従事してもらうシ
ステムができないものか。

205

県議会議員さんも選挙の時しか名前を知らなくて選挙が終わると身近に感じる存在ではありませ
ん。
もっと、広報活動によってどんな考えなのか子供にも分かりやすく図書館などに広報紙を手軽に
持ち帰れるよう置いてもらいたいです。

206 県議会議員のHPをチェックしているので特にない。
207 県議会議員の日常の活動状況がサッパリ分からない。

208
県議会議員の方々の日々のご活躍とご精励に感謝いたします。県議会だよりや県の広報にて活
躍の様子は、議員の皆様の一部にすぎませんが、粉骨砕身県民に尽くされる皆様に心はよく伝
わってきています。新しい令和年に向けて益々のご活躍を期待申し上げます。



209

県議会議員自体の活動がよくわからない。高額給料が議員に必要か？
市議会と県議会との連携はないのか？市の条例や県の条例で決められていることや政策方針
などが一覧でわかればいいと思うが、なかなか地域社会の問題についてははっきりとしたものが
見えていないような気がする。

210
県議会広報が親しみやすく日常生活で閲覧ができる仕組みがあると有難いです。
・駅や公共（通勤/通学で気軽に閲覧できるよう）
・配布場所等　確認できる場所のアピール等

211 県議会広報だとあまりにも範囲が広くて、関心を持てない。まだ市議会のほうが関心がある。

212
県議会広報とはわからず見過ごしてしまうことが多いので、配布日を明確にするとかの工夫が欲
しいと思います。

213
県議会広報についてはあまり関心がないため、きちんと見ていない。
県会議員の皆さんがそんなにひどいことを考えたり実行したりしないだろうという安心感があるた
めだと思う。

214
県議会広報についてはこちらも関心をもたないといけないとは思うが、もっと身近に知らせる方法
はないものでしょうか。各市町村経由でも良いから方法を考えてはどうでしょうか。

215 県議会広報に無駄な金を使わないでください。

216
県議会広報の後県議会議員報告が新聞に入って来るが全て自分が関係しているような内
容？？？？？これはおかしい。県議会広報がおかしなものとなってるのでは？？？？？もった
いない。

217 県議会広報の充実を期待します。
218 県議会広報の内容が細かすぎる　範囲が広すぎることで重点施策　問題点が見えにくい。
219 県議会広報はちらりとは見てると思いますが殆ど記憶が有りません。
220 県議会広報は毎回読んでいますが何か面白味がない。

221
県議会広報もカラー版にしたら少しは見やすくなるのでは。記事の見出し等が淡々としているの
で、どの部分が大きな問題なのか、揉めているのか、スムーズに進行している事柄なのかがわ
かりにくい。斜め読みでも、ざっくり把握できる作り方にすべきではないか。

222

県議会中継はたまに見ていたが、長いから、途中でやめてしまう。
あと議題や、質疑内容がわからないから、関心ある内容がいつやってるかわからない。なので、
質疑内容が箇条書きで提示してほしい。このアンケートのように提案から、問題点を質疑する形
式が見やすいので、議題もアンケートのようにわかりやすい形式、箇条書きで書いてほしい。
関心があれば動画も見ると思う。

223
県議会中継は録画して見るほどではないが興味のある人はいると思うので、ネット生配信やオン
デマンドでのアーカイブ配信などをすると良いと思う。

224

県政に興味がないわけではないが、放送時間を気にしてはいない。
なので、タイムリーでなくても埼玉県議会だよりはとても助かります。
おそらくそれ以上にいろいろ討論されていると思うので、出来る限り沢山の事柄を掲載していた
だきたいです。
私としては、webより紙面の方が読みやすいので...

225 県政の事ながら魅力が無い。分かりやすい内容を望みます。

226
県東部在住です。住宅地ですがテレ玉が映らなくなり、またTVをゆっくり見る時間もありません。
インターネット経由で県議会の審議や議事録、特に要旨も見られれば是非利用したいです。

227
県内の地元コミュニティFMもつかって県議会の広報の内容などを紹介してもらったりして、紙媒
体ではなく耳からも入れる広報活動をしてはどうかと思う。
どうしても、マメに紙媒体を意識しないと見逃してしまうので全然見てない事も多々ありますので。

228 県内情報の不公平感を改善していただきたい。
229 県民からの関心度を向上されたい。

230
県民が見たくなるような広報、・・・・議員さんたちの活動、自身の地域のためではなく
県・国のための活動結果。

231

県民として「我等が県議会」と興味と親しみを持って情報収集できるように、一人一人が日頃から
県の在り方に目を向けるべきと思うが、忙しいとか発信されている場に出会えないとか、なかな
か議会への距離を縮めようとする意識が持てない。市との接点が身近なのに対して、県議会は
直接の影響が分かりにくいとは思う。車利用の多い本県は、ラジオの聞き取りも多いので、もっと
ラジオの中に反映させてほしい。

232

県民の意見をどう取り入れているのか。提案議案がどのような背景（県民の声）から提案されて
いるのかがわかりにくい。（特に自分との関わりが薄いと思えることなど提案の意図が自分の判
断につながらないなど）評価しにくい。
このアンケートも含めて活用されていないのでは？と思える事がある。



233
県民の声（要望）を県議会に反映させるための手順や手段をわかりやすく説明してほしい。
県民と議会をつなぐ場の設定。

234 見ていないのでなし。
235 見ている人がいないならやめるべき、もしくはHPなどに切り替える。

236

見出しで読みたくなるような記事でないと、新聞に折り込まれていても読まずに終わっているので
もったいないと思います。
どんな質問をしたとか、各議員のアピールよりも、県政はいまこうなんです、こんなふうによくなり
ます、とアピールしたいところをまず伝えてください。細かい字でいろいろ書かれていても、結局何
をしているのかわからないで終わってしまいます。細かい施策を知りたい人は、自分で調べるは
ずなので、まずは入り口のハードルを低くして読んでもらえるような工夫をしてください。

237
現在、進行中の閣議等の内容をもう少し詳しく知りたい。
ホームページやパンフレットだけでは、知りたい内容が少ない様に思う。

238 現状で満足致しております。

239
現役で会社に勤めている自分は見ている暇が有りません。また、夜、再放送をやっていますが、
あえて、見たいとは思いません。それだけ、関心が無いのでしょう。

240 固いイメージが大切です。あまり開かれた議会のイメージにする必要はありません。
241 公共施設全てに設置配布してほしいです。
242 広報がいつ来るか・・・など　議会の様子に関心が大きくなるようにしてほしい。
243 広報から県公務員は県民生活を同じ目線で見ている証を示す必要がある。

244
広報が来ているのはわかっているが、どうもとっつきにくく見ないまま捨てている状態です。
これからは、目を通すようにしたい。

245
広報で大体の議会内容を把握しているし興味のある項目はじっくり読むようにしている。分かり易
く書かれているのではないかと思います。テレビは拘束されるので見逃してしまいますね。

246 広報なのだから、奇をてらわずに県議会の出来事を載せればいいと思う。

247
広報にお金をかけても今の時代は伝わらない。税金で運営しているのだから、街中で立って話す
とか自ら動かれてはどうですか？

248
広報のありかたを、考えていただきたい。
分かりやすくをモットーとして。

249
広報以前の問題ですが、県議会の存在自体が疑問？
県議会なんて、無くても良いんじゃないの？

250 広報紙のダイジェスト版が良い。一読できるので。

251
広報紙をたまに見るくらいで正直なところ県議会がいつ行われているのか、何人で議会をしてい
て、どんな内容が話し合われているのか、課題は何かなどよく分かりません。子どもでもわかるよ
うな情報があるとうれしいです。

252 広報紙の「埼玉県議会だより」は新聞と一緒に届くので読んでおります。

253
行政の三層構造に疑問を持っています。二層目の都道府県の存在は不要ではないでしょうか。
地域の市区町村と広域としての国そしてネットがあれば現状以上のことが可能と思われます。
ゆえに県議会などに関心がありません。

254
高齢の人は字が小さいと読みにくい。若い人は活字離れで本も見ないで、みるのは漫画。そこい
らのあたりを工夫されては。

255 国会、県議会、市町村議会の責任区分が良く分からない

256
国会に比べて身近な県議会でありながら、何故か関心が薄いきらいのあるのは、スケールの違
い、その地道な活動の故かも知れない。広報では、求めているテーマや実現した懸案を、生活上
関わりのある事柄として、インパクトを与えるような掲載が採れたらいいと思う。

257

国会はテレビ等でどのようなことに取り組んでいるのか知ることができます。また、市議会は身近
にあるので情報を得ることができます。
それに比べて県議会については情報量が少ないので、会議内容など丁寧に伝えていただく必要
があると思います。
議会報告や県議会議員との意見交換会なども広報のひとつになると思います。

258 国会や市議会ですらスルーしてるのにそんな暇はない。

259
国会議事堂のように気軽に見学ができて、お土産もの売り場があると親しみやすくなると思いま
す。

260
今の最大問題である「環境」関連の議会での、討議の内容をテーマとして重点的に報じてほし
い。

261
今一つ魅力ある発信が見えない。具体的な課題をもっと吸い上げ、広く県民に提示する機会を
持ってほしい。そして現場からアイディアを募ることが必要。一部だけで動いている。



262

今回、県議会中継を部分的に見たが、編集の関係か、元々の質疑応答がそうなのかはわからな
いが、内容に乏しく、見所の少ないやり取りだった。いずれにしても、広報に力を入れるという以
前の問題として、もっと県民が興味を持ち「なるほど」と思えるような県議会であって欲しいと思
う。

263
今回のアンケートで関心をもちました。新聞を読まない家庭にも情報を流す方法があるといいと
思います。

264 今回のアンケートにて、初めて県議会メールマガジンがあることを知りました。
265 今後とも、広報の充実に努力してください。

266
今後とも見やすく、議会動向を整理されて、議会後の案件の対応を具体的事例として表記願いた
い。

267 今後は関心を持ちたいです。
268 今後は広報見ようと思います
269 今後見るように注意いたします。
270 今更ですが、県議会の事を知らないことに気づきました。

271
今時、新聞折込ではコストもかかるので、ネット発信に力を入れて情報量、露出ともに拡充してほ
しい。

272 今度から関心をもつようにしたいです。
273 彩の国だよりと一体化しているといい。

274
テレビ埼玉が映りにくいため（アンテナのせいではないと、電気屋さんは言っているため新規にテ
レビの購入が必要かと思っています）十分な回答が出来なくすみません。

275
埼玉議会がテレビ中継されているのを残念ながら見たことがない。なぜか東京都のものはみたこ
とがありますが。

276 埼玉県Twitterでも発信して下さい。そこにHPのLINKを貼って下さい。
277 埼玉県では、今何が最も問題で、どう解決しようとしているのか等が、わかると良いと思います。
278 埼玉県の県議は不正が無いという前提で読んでいません。これからも公正にお願いいたします。

279
埼玉県の県議会議員が多いように思います。仕事の内容を明確にして欲しい。
議員数削減を検討してほしいと思います。議論の重要性と議員数の関係を明確にして欲しい。

280 埼玉県議会は何をしているか？関心がありません。
281 埼玉県広報紙彩の国だよりの、ページに入れて欲しい。
282 埼玉県人ですのに興味をもたず申し訳ありません。

283

埼玉県民でありながら県政に関する情報に接する機会を探す努力が少ないと感じました。また、
新聞も全国紙となるので地方版を見て、記載があればその内容を見るということがほとんどとな
ります。よって、全国紙の地方記者（埼玉県担当）に対しての働きかけで県政についての情報を
効果的に配信していただくようなこともいいかなと思います。よろしくお願いいたします。

284
埼玉県民としてテレビ埼玉放送を視てないことに申し訳ないと思っています。小生は民放をそも
そもあまり視ていません。

285

埼玉新聞に載せるだけでなく、他紙の埼玉版にも県議会コーナーを設けるなどの働きかけをして
はどうでしょうか。市議会や国会と比べると、新聞での情報が少ないように思います。県民とし
て、もっと県の動きに関心を持つ必要があると感じております。情報により、身近な県政になるこ
とを願っています。

286 埼玉新聞は一般的でなく県民広報力として評価できません。

287
埼玉新聞やテレビ埼玉を頻繁に見る人は多くないと思うので、広報誌を　PowerPoint的　表現で
要所をかいつまんだ　内容で　知らしめていただけると良い様に思います

288 残念ながら今のところ興味がない。

289
子どもが見て、参考になる討論姿を見せてほしい。ヤジを飛ばしたり、大きな声で怒鳴ったりする
姿は、大人として、社会の代表としてふさわしいのか、建設的な議論をしている姿を見せてほし
い。

290 子どものうちから興味をもてるような工夫が必要だと思います。

291
子ども記者（小学生・中学生・高校生（選挙権の無い））に参加してもらい、子ども目線での記事を
読んでみたい。

292

市の広報と一緒に配布してください。自分の市の議員がどのような発言を提供しているのか知り
たい。そのことでどのような改善がされたか市にどのくらいの補助金が入りどのような使われ方を
しているのかまったく見えずに生活していると思う。また議員さんの顔が見えないから紹介してく
ださい。

293
市の広報は，自治会を通して毎月きます。そのように，なるといいなと思います。新聞をとってい
ないので…。



294

市の広報は身近であり必ず見るが、県となると範囲が広く直接関係ない記事も多く、読むのにい
まいちである。一番見るのは県議会だよりで、規制などどんなところが変わったのか興味深く見
ている。質疑応答ですぐに回答ができないものも多いが、検討結果を途中段階でもいいので必
ず答えてほしい。

295 市議会と比べどうしても関心が薄い。身近に感じられないのかも。

296

市議会には関心が高く、地元市では「議会だより」が無いため、発刊するよう10年間言い続けて
いるが、全く無視されている。
県議会の「議会だより」は、近年新聞を購読する世帯が少なくなる中、他の手段で広く広報するこ
とが必要であります。
市町村の「議会だより」とコラボして、同時に配布することを検討すべきです。

297 市議会の広報の方が身近に感じられるので目にする機会が多い。
298 市議会は身近に感じて、広報を見ますが、県議会には関心が薄い。

299
市議会や国会は、議員事務所作成のチラシ等で審議内容などを知ることができるが、県議会の
情報はほとんど来ない。

300
市議会より遠い存在で、何か関心が遠いのが今のところです。具体的な活動内容が今の生活へ
の関わりが良くわかればもっと関心がでるかもです。

301 市議会より身近に感じていません。
302 市議会広報は興味があり読んだことがある。
303 市議会広報は見るのですが県議会広報はなかなか見ません。もっと身近に。

304
市町村の広報紙であれば、全ての世帯に届くのでは？
新聞は税金の無駄だから止めるべき。

305
市町村議会や国会との違い、政令市であるさいたま市選出の議員も含めた役割や意味をアピー
ルしてほしい。

306
市報は、毎月、月初めPostにはいってますが、県報は、いつ入っているのか、なんだか不定期
で、印象が薄い気がします。表紙も、同様です。

307
市役所支所や公民館など市民生活と関係の多い場所にイベント・決定事項など簡潔な評語形式
で掲示して欲しい。

308
私のような年配者は、活字でないと読んでも記憶に残らないので、活字媒体の充実を希望しま
す。

309

私個人としては、アンテナを張るべき具体的な関心事があれば集中して見ますが、それ以外は
ノーチェックです。
必要なときに、過去の経緯も含め検索できるようにしていただければ、リアルタイムの広報は不
要と考えています。

310 紙媒体よりLINEなとでダイジェストを知りたい。
311 次回発行予定日や内容を記載して欲しい。
312 自分たちの生活にどのくらい影響があるのか具体的な説明が欲しい。
313 自分はこれをやりましたというような選挙準備にしか思えない。
314 自分を含め、県議会に関心を持たせるためには、どうしたら良いのでしょうか？
315 県議はもう少し職員を働かせてほしい。（職員は県民のため　何をしてるかわからない）

316
質疑がそのまま載っていることに加え、質疑以外にワンポイントで解説（現状）などがあると分か
りやすいかと思います。

317 質問１０にあるような議会広報があることを知りませんでしたので、今後は注意してみたいと思い

318
質問とそれに対する回答が記載されているけれども、あまり興味がわかない。県民が興味を持っ
ている問題を取り上げて、それについては詳しく質疑の内容を書いたらどうでしょうか。例えば高
齢者の早期の自動車免許証の返納についてなど。

319
質問と答えがたんたんと書いてあるためどうしても全部読まずに終わってしまいます。
ただ、別のいい方をすれば興味ある内容だけ選んで読むことができます。

320
実際どのようなことが議案として上がっているのかすら知りません。手軽に分かりやすいもの（Ｈ
Ｐなど）があれば知りたいです。

321
若い人達の関心が向くように県議会についての番組を増やして欲しい。（中継を見るだけだと分
かりにくいから。）

322

首都圏における県議会の役割が形骸化しているのではないだろうか？非常に難しい事が多いと
想像できるが、首都圏の一体化の中で埼玉県の位置、地勢的な役割を考える役割を政府・内閣
レベルから、地方に下ろしても良いのではないだろうか？今回の風水被害の場合でも、県境で被
害が替わるわけではない。国内統治体制の変化を考えて良いと考える。河川の流れも、車の流
れも一県レベルでは対応が難と考える。

323 週刊誌的に強弱をつけて報道してはいかが？
324 住んでいる地域の県議会議員がどんなことをしているのか(活動等)知りたいです。



325 出来れば紙媒体をもっと入手しやすい所でゲットしたい。

326
小中学校や、高校、大学でも県議会の活動を知ることができるような広報をやっていただけたら、
これから選挙権を持つ子供でも県の活動により興味を持てるのではないかと思います。

327 少しかたいイメージです。

328

少しでも埼玉県のお役に立てればと思い県政サポーターに参加させて頂いていますが、実際の
県議会に関しては進んで知ろうとしていませんでした。
スマートフォンアプリが新しい行政情報をポップアップでお知らせしてくれました。(出産祝いに苗
木をもらえるという内容でした)
このように新しく変わったことなどを通知してくれるようなサービスが出来るとより県政が身近に感
じられて良いと思いました。

329 少なくとも、県議会だよりは続けて下さい

330
常にチェックしているほど暇ではない。興味のある分野を登録しておいたら、それに関する審議
予定や議事録が登録された際に通知されるような仕組みがあれば見るかもしれない。

331 色々な薄い内容を乗せすぎ。
332 審議結果を明確に発信していただきたいです。
333 審議内容を詳細に。

334
審議予定項目が事前に分かる様にして欲しい
審議毎に誰が賛成し、誰が反対したかが分かる様にして下さい。
既にHPにあるかも知れませんが、過去の審議内容を読みたいと思います。

335
新知事で、議会運営の従来との相違点などがまだ明確でない。知事独自の特徴的な施策などが
解らない。　県の取組課題は明らかだが今後の施策展開に期待しています。

336
新聞に折り込まれる県議会だよりと、県議会だよりのホームページの認知度向上、内容の充実
を期待します。

337 新聞に折り込み利用し、全ての家庭に知らせる。

338

新聞の広告と一緒に入っている県議会だよりを、毎回見て保管しています。定例会の動きや会
派別所属議員数・一般質問した、議員の顔写真はしっかりと見ています。
議長挨拶についても、前向きに読んでいます。　各種の委員会名簿はじめ・県議会クイズや各種
の宣伝広告にも目を向けて、県議会を理解することが、生活のレベルアップにつながると考えて
います。

339
新聞の折り込み程度でも分かるかもしれないが、今の時代興味を持って貰わないといけないの
で、インフルエンサーに頼るしかない気がします。

340 新聞への折込は、今後不要ではないでしょうか。ペーパレスで経費削減してください。
341 新聞をとっていないので、情報が少ない

342
新聞をとっていないのですが、WEB上のニュースなどはよく目を通します。埼玉県のHPなどもよく
覗いたりはするのですが、どうしても興味ある項目のみ目を通す程度で細かなところまでは、は
ずかしながら見ていないことが多いです。

343
新聞をとっていなくても役所に置くとか工夫をしてほしい
新聞をとっていない若い世代に関心をもってもらいたいのなら、そこから変えるべきではないかと
考える。

344 新聞をとってないと見れないのは不公平ですし怠慢だと思われても仕方がないです。
345 新聞をとらない家や留守がちな人でもわかるようにスマホアプリを充実させてほしい。

346

新聞を購読していない、スマホ等の情報機器も持っておらずインターネットも使わない、仕事が多
忙で配布している施設に立ち寄る暇もない、等々の理由で県政に興味関心はあっても得られる
情報が限られてしまう方々も見受けます。
折に触れてラジオやTVでの情報発信の充実や、情報の各戸配布方法の実現をご検討ください。

347

新聞を紙から電子版に変えてしまったため、そもそも家に県議会だよりが届かないので見る機会
がなくなりました。(わざわざ自分で検索して見ようとなかなか思わないので。)
新聞の発行部数は減少傾向にあると思うので、具体的には分かりませんが、新聞折り込み以外
での情報発信が必要なのではないかと思いました。

348 新聞を取ってないので広報が入って来ないので、何を議題としているかが分からない。

349
新聞を取ってない世帯が増えてるので。市の広報紙と同様にポスティングによる全世帯へ配布
するべきでは。

350 新聞折り込みが良い。
351 新聞折り込みでは世帯に届かない。ネット（SNSなど）を利用すべき。
352 申し上げにくいのですが何も期待していないので悪しからず。
353 身近な楽しいイベント情報の掲載を望む。



354

身近な暮らしに関わる問題だとあらゆる媒体から情報を得ようとするが、いま議会で何が熱く討
議されているかわからない場合（課題がなにかがわからない）、やはり関心が薄くなると思いま
す。そもそも議員が何をどうやりどう地元に役立っているかなど、選挙直前でないと議員も動かな
いのが問題。地元にとっては市町村議員が一番身近な存在ですから。

355 身近に感じる活動報告をお願いします。
356 推進していただきたい。

357
政策形成の過程が不明瞭で、政策決定の経過が必ずしも県民の意見を広く聞いた結果でないこ
とは明らか。

358
政治にはあまり興味はありませんが、若い人々が興味が持てるような内容を面白く紹介してもら
えれば、もっと政治に関心が持てるようになると思います。

359 政治に興味がない時代、お金をかけるのであればもっと突っ込んだ記事を提供してほしい。

360
正直、活動が良く解りません。または知らずのうちに関わっているのかも知れませんが、アピー
ルが必要だと思います。

361

正直なところ、あまり、県議会広報に注意を払っていませんでした。時々、気になると見ることもあ
りますが、どうも見るのを忘れてしまいがちです。埼玉県民なのですから、もっと関心を待たなくて
はと反省しています。また多くの県民が関心を持てるように、議論すべきテーマをもっとあきらか
にしていただくと、ありがたいです。

362 税金の無駄遣いをなくしてください。
363 積極的に情報を得ようとしなくても県議会の情報が自然と目に入るようにしてほしい。
364 折り込みやテレビで放送するとき告知したらみると思う。

365
このアンケートには、県政に魅力が無いから見ないという、大切な選択肢が抜けていると思いま
した。

366
選挙の時以外、日常生活において県議会そのものの存在を感じません。誰がやっても同じに感
じますし、高齢化や少子化の取り組みも県民の声は届かないため、あまり興味が持てません。自
分のためというよりも、社会的な体裁のために広報紙を見ているといった気持ちでいます。

367
選挙後議員の顔写真だけの広報紙はいらない   公約とかやりたいことを載せてほしい  顔写真
見ても 何をしたいと思っているか わからない。

368
全体的に、”関心が薄い”のが正直事実です。広報がくれば見る程度であり、地元市町村と国の
中間にある県の位置付けが、何故か鮮明でない。地方行政の在り方としてどうあるべきなのか日
頃から懸念しています。

369 全体的に堅苦しいかんじであまり読む気になれない。

370
全体的に現状で満足。しかし、最近の異常な気候変動を、県民の重大関心事項に広報し続けて
ほしい。

371
素朴な質問です。我が家は、テレビ埼玉が視聴できますが、県民の全ての家が見れますか。そう
いう環境がないと、はじまりません。

372 存在を知りませんでした。
373 他県のような　議員による　不祥事だけは無いようにして欲しい。
374 他人事のように見えるので、もっと説明してほしい。
375 台風19号の被害に対しての対応を具体的に広報で知らせて欲しい。

376
誰が何を話したかより、どんな問題が提起されて、どんな意見が出され、どんな結論になり、その
先、どんな検討をすることになったのかが、わかるようにしてほしい。

377 誰もが興味が湧いてくるような、番組にしてほしい。
378 単なる報告形式ではなく。県民に読んでもらうような工夫や企画が欲しい。
379 知りたいことが分かりやすく書いてあります。

380

知事が変わりましたが、県議会の内容がわかるような広報紙であると置いていかれない気がしま
す。年に4回とはいえ、重要な仕事なので県民にとってのメリット、効果が伝わると期待と要請を
込めてチェックしやすくなると思います。県民との間に乖離や活動内容がよくわからないといった
ことがないようにするための媒体であり、広報なのでそのあたりを意識してみていきたいと思いま
す。

381 地域に対するニュースも載せて欲しい。特集としてでもいい。
382 地域選出議員の活動状況が知りたい。
383 地域別の内容が知りたい。
384 地元の県議が頑張っているので活躍を期待しています。

385
地元選出の議員が何をしているのか、どういう行動をしているのか、地元で報告会等を何もして
いないので、広報で少しは教えてほしいです。

386
地元選出の県会議員が町会の行事などに良く顔を出してくれ、話す機会もあるので県政には関
心があります。県議会だより以外の広報に接する事がなかったのでこれからは情報を得るように
したいです。



387
地元密着感が無いもんで興味がもてない。市会議員ですと郵便などで議会報告などが有ります
けどね。

388
恥ずかしい話いまだに埼玉都民と言われる人間です。
埼玉県民としての意識を持たなくてはと常に思っています。

389
中継されているとは知りませんでした。テレビ埼玉含め、もっと告知して良いと思います。SNSな
どを効果的に使えば、お金もさほどかかりませんし。

390
中高生と距離を縮める事が出来ると投票に繋がったり関心の高い成人になるかも知れないです
ね。

391 中々接点がないため、地元議員はもっと活動をアピールすべきと考えます。
392 中立的に監視をする姿勢で、ずっと長く残る資料的価値も重視して継続してほしいです。
393 抽象的な議案ではなく、もっと県民の生活に根ざした具体策な議案を展開して欲しいです。

394
長年購読していた新聞購読をやめた。購読率が下がっている新聞折り込み配布方法を考え直し
てもらいたい。公共施設に行けば置いてあるのがわかるが高齢になると出歩かなくなり情報が入
らなくなる。

395
直接手元に来るなら必ず目を通すのだが、出向いて行ってまで広報を読むことはないと思う。読
みたい気持ちはあるが・・・

396 徹底した情報公開を。

397
電波の広報は忙しくて見ませんが、紙ベースで配布される資料は拝見してます。
大変でしょうが、広報紙の充実をお願いします。

398 党派の違う議員同士の交流はありますか、あったら、正直どんな会話をしているか聞きたい。

399
特にありません。より身近な市町村議会の傍聴等に行きますが、各議員のアピールが少ないと
思います。

400 特に関心がない。一般の新聞を読んでいるので重要な事項はわかるから。
401 特に興味無し

402
内容的に仕方ないのでしょうが、広報紙はあまり面白くないので、ざっと目を通す程度です。もう
少し親しみのある内容だといいです。

403
難しい言葉の解説や議題になっている言葉の解説をコバトンの吹き出しで解説を希望いたしま
す。

404
難しい言葉を使わず、たとえを多用した分かりやすいニュースがほしい。
ネット中継等をアピールして見やすい環境をつくってほしい。
Ｔｗｉｔｔｅｒライブなども多用してほしい。

405 難しい表現方法ではなくわかりやすく伝えて欲しいです。

406
日中働く者は見ないし、夜の時間帯を議会録を見るため、費やす事ほぼないと思う。
もっと興味を引くものを発信したほうがいい。

407 日程が合わず見る機会が少ない。広報紙等（埼玉県議会だより）を通して情報等習得している。

408
年度ごとの予算案（金額も明示）とその実行した結果・効果（評判や金銭的な効果も含む）につい
て個別に分かりやすく示してほしい。

409
年々関心がない。
高い議員報酬を貰っていて、議会に出席するだけで交通費として何万も貰っていて何をやってい
るか判らない。経費の見直しをすべき。

410 不定期に行われるので関心がわかない。
411 不定期に新聞に折り込まれてる 広報は読みます。
412 普段社会には関心がなかった項目を、議会に提出しない項目を知る機会があり。勉強になった。
413 包み隠さずありのままを広報してほしい。無理か・・。
414 本当は、関心あることが必要であるが、特に任せておいてだいじょうぶだと思うから。
415 毎月市報などに一緒に挟んで配布してほしい

416

毎月新聞に折り込まれて来る県議会だよりは目を通していますが、地元市町村の議会広報紙と
違って生活や地域文化に直結する内容が乏しく感じてしまい保管することがありません。県議会
での内容も良いですが制度やしくみ等を県民にわかりやすい物にしていただければ良いかと思
います。

417

未来に直結するような議論がなされているのか否か、議会そのものが何を議論しているのかが
見えてこない。選挙の時のみ公約を掲げて送り出してもらっている議員の方々も積極的にフィー
ドバックすべきだ。公金を使っているという自覚を、議員のみならず、それに携わる関係者も常に
意識していれば、県民にどのように発信すれば伝わるのか考えられるはずです。

418
無駄な金を県議会のために使用するな．広報発行したいのなら、議員自ら、費用を自費で出して
発行しろ。

419
名誉やしがらみ。政治を担う方々は県民、国民の生活をしっかり議論してほしい。
表向きの政策じゃよくならない。そのような議会であれば関心をもって視聴すると思う。



420 目を通すようにして、興味のあったものについては、調べています。

421
問題が身近になるような時はきっと必死で見るとおもうのですが　極端な事件がないような時は
ついつい　怠ってしまいます。反省しないといけないですね。

422
予てよりシンパシーを感じていた地元県議がおり、今年お会いする機会があったのですが、実際
会話してみて議会への関心・期待が薄れました。

423 余りにも情報が少なすぎる。

424
用語説明はあまりなじみのない記事でも判り易く解説いただいてますので大変便利だと思いま
す。

425 良くやっていると思います。

426
県議会広報は全く私の記憶に残ってないので、読むに値しない内容だった為と思う。最低、毎回
の県議会で取り上げられた項目、決裁項目は全て記述してほしい（紙面が不足なら文字を小さ
く、写真も不要）。

427 話し合った題材を目次のように、書いてあれば、読むところはあると思う。


