
■職業等
中学１年生 中学２年生 中学３年生 その他 合計

10 23 2 1 36

堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区

4 6 0 21 1 4 0
堺市外 回答なし 合計

0 0 36

男性 女性 回答無し 合計
8 26 2 36

ツイッター フェイスブック インスタグラム ライン ティックトック その他 回答無し
16 1 20 33 12 1 2

 開催日：令和４年１１月１３日
 参加者：３６名
 アンケート回収枚数：３６枚　（回収率１００％）

※以下の円グラフの百分率は、端数処理により100%にならないことがあります。

■性別

■住所

■使用するＳＮＳ　※複数回答

第12回 堺市議会 議会報告会 「中学生みらい議会」 アンケート集計

中学１年生

28%

中学２年生

64%

中学３年生

5%

その他

3%学年

堺区

11%

中区

17%

西区

58%

南区

3% 北区

11%

住所

男性
22%

女性
72%

回答無し
6%

性別

44%

3%

56%

92%

33%

3% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

使用するＳＮＳ



わかりやすかった わかりにくかった どちらでもない その他 回答なし 合計
30 0 6 0 0 36

≪わかりやすかった≫

≪どちらでもない≫

理解できた 理解できなかった どちらでもない 合計
33 0 3 36

≪理解できた≫

・議会では、自分が思っていたより色々な取組みをしていると思った。
・役割があって詳しい情報をきくことができた。
・今まで議会が何をしているのかよく知らなかったけど、理解できた。

≪どちらでもない≫
・「議会ってどんなん？」と聞かれても、答えられる自信がない。

■Ｑ３　議会審議の内容について
わかりやすかった わかりにくかった どちらでもない 合計

28 1 7 36

≪わかりやすかった≫

≪わかりにくかった≫
・言い方が回りくどかった。

・議会についてあまりわからずに参加したが、議会がどのようなものか理解できた。

・賛成意見、反対意見を対比して説明してくれた。

・詳しく教えてくださり、意見交換がしやすかった。
・質問して、その後に個人で教えてくれた。

主な理由（趣旨が変わらない範囲で整文しています）

・質疑応答の際、最大限応答してもらえてよかった。

・すごく難しいことをして下さっていて感謝をしないと、と思った。

・パワーポイントがわかりやすかった。
・質問に対して分かりやすく答えてくださった。
・具体例などをいくつか出してくれた。

・自分たちが気にしていることなど、私たちも「そうしたらいいのになぁ」と思うよう
なことをたくさん話してくださって、興味を持って聞くことができた。

主な理由（趣旨が変わらない範囲で整文しています）

■Ｑ２　「議会って何？」を聞いて

・普段触れないような内容（予算のことなど）で難しいイメージもありますが、１つ
１つ丁寧に説明してくださった。
・学校に関係することで、いろいろな取り組みをしていてわかりやすかった。
・身近な議会の話をしていただけた。
・堺市議会で中学生の校則や給食のことについて議論していたことを知ること
ができてよかった。堺市の中学生の声をもっと聞いて、校則などの改善に取り
組んでほしい。

・国や府との比較があって理解しやすかった。

・パワーポイントを使った説明のときに、議員が後から簡単な言葉に直して
くれた。
・予算額などはっきりとした数字をまじえながら話してくださった。
・市民、市長、議会の関係がわかりやすかった。

■Ｑ１　「議会って何？」の内容について

・私達と議会の関係や条例について分かりやすく説明いただいた。

・具体的な数字が示されて分かりやすかった。

第１部 議会報告会・「議会って何？」

・全国と比較していたり、グラフや数値を用いたりしていて、わかりやすかった。

・私達のわからない言葉も、一つひとつ説明していただけた。

・丁寧に細かく教えてくださり、議会について知ることができた。

・具体的に行っていることを教えていただけた。
・私たちに深く関わっていることがわかった。

・難しい言葉は多かったけど、分かるところもあった。
・大まかなことはわかったが、ここでしか知ることができないようなことはあまりな
いように感じた。

・条例等の話について質問に答えていただけた。

・パワーポイントを使って、細かく説明されていた。
・自分の意見をわかりやすく受け取ってくれた。
・一つ一つゆっくり教えてくれて、図や資料もあり、わかりやすかった。

主な理由（趣旨が変わらない範囲で整文しています）

・わかりやすく、図や表などを用いて細かく説明してくれた。

・あまり気にしていなかったことを深く知ることができておもしろかった。

・資料がわかりやすかった。

・議会について知らなかったことも知ることができた。
・実際に市政で話し合いを行っている議員から直接話を聞けたので分かりやすかった。

わかりやす

かった

83%

どちらでもな

い

17%

わかりやす

かった
78%

わかりにく

かった
3%

どちらでもな

い
19%

議会審議の内容について

理解できた
92%

どちらでもな

い
8%

「議会って何？」を聞いて

「議会って何？」の内容について



短かった 長かった ちょうど よかった　 回答なし 合計
9 0 26 1 36

よかった よくなかった どちらとも いえない その他 回答なし 合計
33 0 1 0 2 36

・結構しっかり話を聞いてくれて、話したいことがたくさん言えた。

・学校のことだから答えやすかった。

・学校の不満に思っていることを聞いてもらえた。

・身近なこと、興味のあることをテーマにしてくれた。

・質問に真剣に答えてくれて、今日来て良かったと思えた。

■今後、議会報告会で意見交換したいテーマ

・自販機の種類増加について

・先生の働き方について

・教師の差別について
・政治家のことについて（仕事ができる人とできない人の区別等）

・先生との関係について
・堺市のお金の使い道について

・学校各施設について

第２部 議員との懇談

・部活動について（活動時間について、外部指導員について、部活動の環境について）

≪よかった≫

・支援学級について
・トイレ（トイレの改修）・エアコンの工事について
・給食について（全員が食べる「喫食給食」について、給食センターの仕組みについて）
・ICT化について

（複数回答可）

・一つ一つ疑問を解決していってくれて、興味深い時間になった。
・他の学校の人の意見も聞けた。

・分かりやすく、話しやすい内容だった。

■Ｑ５　議員との懇談のテーマについて

・一つのテーマにしばられず、様々な自分の意見を述べさせていただいた。

■Ｑ４　懇談時間について

主な理由（趣旨が変わらない範囲で整文しています）

・知りたかったことも知れたし、新しく出てきた疑問にも真剣にこたえてくれて、す
ごく今日来てよかったと思えた。

・みんなそれぞれが思っていたことを聞けて、実現したいと思えた。

・全員にしっかり意見をきいてもらえた。

・どうして学校司書は必要なのか。司書がいてもいなくてもあまり変わらないと思います。なぜなら、みんなが読んでいるのはライトノベルなどの
もので、学習が進むとは思えない。

・色々な学校の現状など話し合えた。

・自分たちが問題だと思っている内容を議員の方々からも話してもらえた。

・外国人が日本の学校に通うときに必要なことについて
・中学校の制服や給食などについて

・学校の事だったから答えやすかった。

・堺市の未来がより良くなるための必要なことを知ることができた。

・自分が知らない、なかなか手に入れられないことまで知ることができた。
・少人数で議員の方の意見が聞きやすかった。１つの話題でたくさんの意見が聞けた。

短かった

25%

ちょうど

よかった

72%

回答なし
3%

第２部 懇談時間について

よかった

92%

どちらとも

いえない

3%

回答なし

5%

第２部 議員との懇談のテーマ



満足 やや満足 どちらとも
いえない やや不満 不満 回答なし 合計

31 4 0 0 0 1 36

■Ｑ７　政治への興味について
ある ない どちらともいえない 回答なし 合計
28 1 6 1 36

理解が
深まった

やや理解が
深まった

どちらとも
いえない

あまり理解が
深まらなかった

理解が
深まらなかった

回答なし 合計

29 6 0 0 0 1 36

・若者の政治参加について

・私たちが大人になる頃にはどうなっているのかが話し合われているのかが知りたい。

・先生の残業について
・制服について（制服を変える、中学校の服装について）

・保護者のない子どもへの取組みについて

・小さい子の事故が多いことについて
・学校の校則について（校則の見直し、生徒による改正）

■Ｑ８　今回の議会報告会参加による政治・選挙や議会への理解の深まり

■Ｑ６　議員との懇談について（満足度）

満足

86%

やや満足

11%

回答なし

3%

議員との懇談について（満足度）

理解が

深まった

80%

やや理解が

深まった

17%

回答なし

3%

政治・選挙や議会への理解の深まり

ある
78%

ない
3%

どちらともい

えない
16%

回答なし
3%

政治への興味について



自ら希望 保護者からの勧め 先生からの勧め その他 回答なし 合計
4 4 26 1 1 36

参加したい 参加したくない
どちらとも
いえない 回答なし 合計

32 0 2 2 36

投票しようと思う
（前から思って

いた）

投票しようと思う
（考えが変わった）

投票しようと思
わない

わからない 回答なし 合計

27 4 0 2 2 35

　

■Ｑ１１　選挙権を得たら投票しようと思うか

■Ｑ１０　今後の議員との意見交換等の催しへの参加希望について

■Ｑ９　応募のきっかけについて

参加したい

89%

どちらとも

いえない

5%

回答なし

6%

今後の議員との催しへの参加希望

投票しようと

思う

（前から思っ

て

いた）

77%

投票しようと

思う

（考えが変

わった）

11%

わからない

6%

回答なし

6%

自ら

希望

11%

保護者から

の勧め

11%

先生からの

勧め

72%

その他

3%

回答なし

3%

応募のきっかけ



　　 （趣旨が変わらない範囲で整文しています）

・実際に普段触れることのない政治や議会に触れることができていい経験になった。イメージが変わったりしたので、これからも参加したい。

・全然知らなかったことも今日の短い時間でたくさん知ることができた。

・今日参加したことで、考え方が改まったことや、意見が深まったこともあった。このような機会がいただけて、とても嬉しい。とても楽しかった。

・とても良い機会だったので、今度はみんなで参加したいです。議員の方と関わることができてとても良かった。私が生徒会として活動できる
約半年の間にまたみらい議会を行ってほしい。

・思っていたことが言えてよかった。

■主な感想やご意見（議会報告会の内容や実施方法について）

・大人の方と意見交換する機会がなかったが、楽しかったし政治に興味を持つことができた。

・色々な方の意見が聞けたし、議員がどのような活動をしているかが理解できた。また機会があれば参加したい。

・中学生でも意見を通じて、学校、さらには市も変えることができるかもしれないと思った。

・政治家の方（議員の方）と身近に話せたのがよかった。
・小・中・高の全てでやってほしいと思った。

・それぞれの学校の変な校則を知ることができてよかった。学校はもっと自由な方がいい。

・もっと質問に対して、具体的に的確に答えてほしい。議会についての説明はわかりやすかった。

・他の学校の意見、議員の意見を聞いて、今後の学校にいかしたいと思う。

・違う視点からの意見を聞くことができて、良かったと思う。

・緊張したけど楽しく話せたのでよかった。

・年齢に関係なく意見を言って、聞いてもらえて楽しかった。またあれば参加したい。

・質問に丁寧に答えてくれたのがすごく良かった。

・テーマ以外のことも聞くことができて勉強になった。今日知ったことを生徒会で使おうと思った。

・議会についての興味が沸いた。政治にもっと関心を持って、テレビを見たりスマホを見たりしようと思った。

・議員が話を進行してくれて、参加しやすかった。

・第一部の時、誰かが発言をしているときに、その発言を聞いていないような態度の議員がいた。

・議員に正直よいイメージはあまりなかったが、話しているうちにいい人だと思った。

・議員の方や他の学校の生徒と意見交流することによって、自分とは違う観点が理解できて、楽しかったし良い経験になった。


