金沢市民アンケート

集計結果
※回収総数 1776 枚（2017 年 3 月 31 日現在）

１．くらしの問題について
(1)あなたの暮らしは、1 年前と比べてどうなりましたか。
よくなった

38（2.1%）

悪くなった

930（52.4%）

変わらない

718（40.4%）

わからない

27（1.5%）

(2) (1)で「悪くなった」と答えられた方にお聞きしますが、原因はおもに何ですか。
（複数回答、回答総数 1848）
退職して年金生活になった

152（8.2%） 年金が減った

給与や賃金が減った

106（5.7%） 失業やリストラ

売り上げが減った

572（31.0%）
31（1.7%）

54（2.9%） 消費税、税金などの負担が増えた

医療や介護などの負担が増えた
住宅ローンや家賃などの増加

379（20.5%）

373（20.2%） 教育費が増えた

66（3.6%）

28（1.5%） その他

87（4.7%）

＜その他 の意見＞
・物価の上昇（53）

・国保・介護保険料・住民税が高い（17）

・給料・年金は上がらないが税金等増え、実質手取りが減った（6）
・病気になった

・アベノミクスの実感なし

・子・孫への支援が大変

・国民年金より生活保護費の方が高いのは納得できない

・今は大丈夫だが先行き心配

２．金沢市政全般について
(1)二期目の山野市長の任期も半ばを過ぎていますが、振り返ってどのように思われますか。
大いに満足

50（2.8%） ある程度満足

少し不満

322（18.1%） 大いに不満

どちらともいえない

478（26.9%）

439（24.7%）
372（20.9%）

(2) (1)で「少し不満」
「大いに不満」と答えられた方にお聞きします。それは具体的にどんな
ところですか
・ごみ有料化を進めるところ（123）
・第 2 庁舎、上空通路建設問題（60）

・市民ファーストでない、弱者目線でない（86）
・観光施策ばかり目が向いている（23）

・未来像が見えない、方向性が見えない、何をしているかわからない 等（多数）
・教科書採択

・自衛隊パレード推進

・情熱を感じない、リーダーシップがない

・場外車券売場問題の疑惑
・福祉施策がない

・ハコモノ行政

他

(3)金沢市政で取り組んでほしいことはなんですか。
（複数回答、回答総数 4462）
国民健康保険料や介護保険料の軽減

1075（24.1%） 高齢者福祉の充実

子育て支援

874（19.6%）

541（12.1%） 障害者(児)福祉の充実

349（7.8%）

教育の充実

309（6.9%） 観光施策

102（2.3%）

中小企業支援

217（4.9%） 伝統・文化への支援

186（4.2%）

環境施策の充実

270（6.1%） 防災対策の充実

364（8.2%）

その他

175（3.9%）

＜その他 の意見＞
・観光施策ばかり要らない、市民生活の充実を（13）
・住民税、水道料金など、金沢は高過ぎる（12）
・街中の空き家対策、無電柱化等

・公共交通機関の充実（8）

・雨雪でも遊べる施設の充実（5）

・議員数削減

・合同墓建設

他多数

３．家庭ごみ有料化（ごみ袋の有料化）について
山野市長が提案している、家庭ごみの有料化はまだ決まっていません。
(1)家庭ごみの有料化を金沢市で行うことについてどう思いますか。
賛成 218

反対 1285

わからない 153

その他 82

（12.3%）

（72.4%）

（8.6%）

（4.2%）

＜賛成意見＞
・条件付き（古紙回収をする等）で賛成（9）
・有料化でごみの量が減少する（6）
・有料地域に住んでいた（4）
・仕方ない（3）

・自分で出したごみは当たり前（6）

・ごみ袋は各種取り揃えてほしい/低価格で（5）

・低所得者に配慮を（3）

・不法投棄対策を（3）

・賛成だが時期尚早。テストを（2） ・カラス対策を

他

＜反対意見＞
・違反ごみ・不法投棄が増える（42）
・説明不足/収入の使途は？（32）

・高い市民税を払っている/二重取りだ（41）
・ごみ袋が高い/手元に使える袋がある（25）

・有料化ではゴミは減らない、減る保証は？（11）
・低所得者等、生活が苦しい（12）
・有料化するなら戸別回収を（9）

・ごみ処理は市の責任（10）

・古紙回収すべき、燃やすごみ品目が増えた（9）
・ごみ減量の方法は他にある（10）

・そもそも家庭ごみは増えていない（9）

・企業がごみ減量努力すべき（8）

他

＜わからない＞
・不法投棄が心配（4）

・説明不足（4）

・積極的賛成ではないがやむを得ない（2）

・袋が高い/ごみ袋はたくさんある（4）
他

＜その他＞
・条件付き（戸別回収、ごみ袋種類充実、回収回数増）で賛成（17） ・仕方ない（8） 他

(2)ごみを減らすにはどのような方法が望ましいと思いますか。
（複数回答、回答総数 3357）
資源回収の場所や機会を増やす
お店での過剰包装をやめる
製品をリサイクルしやすいものに

785（23.4%）

生ごみのたい肥化

489（14.6%）

1137（33.9%）

ごみ袋を高くする

40（1.2%）

764（22.8%）

その他

142（4.2%）

＜その他の意見＞
・個人の意識改革/行政が市民教育を（22）

・市が古紙回収（紙ごみ）を実施（16）

・無駄な買い物をしない/食べ残さない（10）
・戸別回収で自分のごみに責任を持つ（5）
・経済活性とごみの量は反比例する（3）

・企業ごみを有料化（7）
・燃やせるものは燃やす（4）

・出店料無料のフリーマーケットの開催（3）

４．第二庁舎建設について
(1)市民のみなさんのお声で、上空通路と議会棟の移転は撤回されましたが、どう思いますか。
よかった 1297

よくない 114

わからない 284

その他 34

（73.0%）

（6.4%）

（16.0%）

（1.9%）

＜よかった の意見＞
・市民の声が生かされてよかった
・必要性がわからない

・もっと必要なものに税金を、無駄遣いするな

・市民目線での活動を

・金沢に上空通路は合わない

・手狭な課などあるので、必要なら増築を ・これ以上借金を増やしてどうする？
＜よくない の意見＞
・21 美のように新しい試みは重要 ・景観に悪いとは思わない、もっと空間を利用すべき
＜わからない の意見＞
・知らなかった、誰でもわかるよう知らせてほしい ・どうでもいい ・内容がわからない
・機能的には悪くないが外観がよくない ・それほど景観に影響する気はしない
＜その他 の意見＞
・議員数を減少しては ・計画通り実施してほしかった ・不要、市民は使わない
・上空通路は反対だが第二庁舎は必要なら建設すべき ・どちらでもよい ・関心がない
(2)あらたな提案は規模をそのままにして 55 億 6 千万円をかけて建設するものですが、どう思い
ますか。
このまま進めればよい 70

計画を見直すべき 1209

わからない 318

その他 110

（3.9%）

（68.1%）

（17.9%）

（6.2%）

＜進めればよい の意見＞
・野々市市、白山市と比べ金沢市の庁舎は貧弱
・目先の費用をケチって将来数十年の不便な庁舎にすべきではない

＜見直すべき の意見＞
・他の施策（福祉、教育、ごみ問題等）に回してほしい（50） ・本当に必要なのか（10）
・もっと簡素なものに/計画見直し（20） ・税金の無駄遣い（14） ・必要ない（13）
・今ある建物をリフォーム等して活用、空小学校の利用など（15） ・費用が高過ぎる（11）
＜わからない の意見＞
・金額的なことはわからない（3） ・必要性がわからない（5）

・必要なら作ればよい（2）

・耐震工事が終わり今のまま使えるなら建設不要では ・機械化でスペースが空くのでは？
・お金をかけるなら市民が集いやすい場所に ・箱物ばかりも困るが手抜き工事も困る
＜その他 の意見＞
・どうしても必要なものなのか

・そのお金でごみ有料化中止を

・計画中止

・この情報だけで判断できない

・費用が妥当なものであるなら構わない

５．交通施策について
(1)金沢市の交通施策になにを望みますか。

（複数回答、回答総数 3693）

バスの路線や本数の充実

718（19.4%） バス料金の値下げ

648（17.5%）

自転車道の整備

448（12.1%） コミュニティバスの拡充

834（22.6%）

運転免許返納に対する補助

660（17.9%） LRT などあらたな交通システム

214（5.8%）

その他

171（4.6%）

＜意見＞
・LRT は狭い金沢では無理、不要（36）
・街中だけでなく郊外の交通施策（ふらっとバス等）も充実を（多数）
・高齢者向けの交通補助（タクシー券、バス無料等）を（多数）
・歩道の整備、無電柱化、融雪道路拡充（12）

・地下鉄・モノレールの整備（8）

・北鉄に競争相手を（運賃が高い、運転手の態度が悪い）
・車がなくても生活できるようにならないと免許返納は無理
・バス路線がわかりづらい。観光客にもわかりやすく
・運転マナーが悪い。マナー向上を

・自転車利用者のマナー向上

・市内幹線道路を一方通行に

他

６．政務活動費について
(1)不正使用の再発防止のために共産党市議団も取り組んでいます。どんな改革が必要だと思いま
すか。

（複数回答、回答総数 2424）

領収証までネット上で公開

611（25.2%） 前払いから後払いへ変更

第 3 者のチェック

800（33.0%） その他

885（36.5%）
128（5.3%）

＜その他 の意見＞
・政務活動費の廃止、縮小（71）

・議員のモラルの問題（16）

・罰則強化、不正者は議員辞職（13）

・活動費の内容を明確に定める（10）

・議員報酬を増額し、活動費は廃止（8）
・どんなことをしても不正はなくならない
・前払いはありえない

・一般企業と同等のチェックを（8）
・税金の無駄遣い

・議員がどんな政務活動をしているのかわからない

・公開できないような政務活動費は必要ない

他

