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Ⅰ 調 査 の 概 要

1 調査の目的

平成 25 年 6 月 12 日に設置した「議員定数等調査特別委員会」の調査について、広

く町民から意見・提言を受け今後の参考とするため、町民アンケートを実施する。

2 調査の項目

（1）あなたご自身のことについて、おたずねします。

（2）町議会への関心について、お尋ねします。

（3）町議会議員の活動内容について、おたずねします。

（4）町民の意見が、町議会に反映されているか、おたずねします。

（5）あなたの町議会に対する評価について、おたずねします。

（6）町議会議員の定数について、おたずねします。

（7）あなたが町議会議員になってみたいか、おたずねします。

（8）あなたが町議会議員になったら、どのようなことに取り組んでみたいですか。ご

自由にお書きください。

（9）あなたが町議会議員に期待すること、その他ご意見などがありましたら、ご自由

にお書きください。

３ 調査の方法

（1）調査地域 音更町全域

（2）調査対象 町内在住の 20 歳以上の男女

（3）調査方法 住民基本台帳から無作為に抽出した 1,500 人に郵送配布

（4）回収方法 郵送回収

（5）調査期間 平成 25 年 8 月 27 日～平成 25 年 9 月 20 日

（6）調査機関 音更町議会

4 回収結果

（1）送 付 数 1,500 通

（2）回 収 数 448 通

（3）回 収 率 29.87％
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Ⅱ 議員定数等に関するアンケート集計結果 （最終）

◆質問１ あなたの性別、年代、お住まいの地域について、それぞれ該当する番号に○をつ

けてください。

性 別 回答数 構成比

(1) 男 209人 46.6%

(2) 女 231人 51.6%

無回答 8人 1.8%

計 448人 100.0%

年 代 回答数 構成比

(1) ２０歳代 24 人 5.4%

(2) ３０歳代 48人 10.7%

(3) ４０歳代 60人 13.4%

(4) ５０歳代 80人 17.9%

(5) ６０歳代 105人 23.4%

(6) ７０歳代 87人 19.4%

(7) ８０歳代以上 42人 9.4%

無回答 2人 0.4%

計 448人 100.0%

お住まいの地域 回答数 構成比

(1) 音更市街地 96人 21.4%

(2) 木野・鈴蘭市街地 200人 44.6%

(3) 宝来市街地 61人 13.6%

(4) 駒場市街地 11人 2.5%

(5) 十勝川温泉市街地 2人 0.5%

(6) 農村地域 57人 12.7%

無回答 21人 4.7%

計 448人 100.0%
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◆質問２－１ 議会だより（年４回発行）を読んでいますか。あてはまる項目を１つだけ選んで

番号に○をつけてください。

設 問 回答数 構成比

(1) 毎号かかさず、どの記事も読む 57人 12.7%

(2) 毎号読むが､関心のある記事のみ読む 146人 32.6%

(3) 毎号読むが、写真や見出しを見る程度 23人 5.1%

(4) ときどき、記事を読むことがある 73人 16.3%

(5) ときどき、写真や見出しを見る程度 75人 16.8%

(6) 全く読まない 74 人 16.5%

無回答 0人 0.0%

計 448人 100.0%

※６を選んだ方は、その理由をお書きください。

記述回答（28人）

・存在を知らないから。（20歳代､女､音更市街地)

・議会だよりの存在を知りませんでした。（20歳代､女､音更市街地)

・町内会に入ってないので、こない。（女､宝来市街地)

・いつどこで、発行、または手に入る場所を知らない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・あまりきょうみが無い為。（50歳代､女､音更市街地)

・読んだところで生活が良くならない、関心がない為。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・関心がないため。（20歳代､男､音更市街地)

・興味がない為。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・価値がない。（40歳代､男､音更市街地)

・発行されていることを知らなかったので。無意識に捨ててしまっているのだと思います。（20歳代､女､木

野・鈴蘭市街地)

・そういえば、昔に届いていた気がするが、今はうちに来ないし、欲しいとは思っていない。そんなもの

に税金を使わないでほしい。（50歳代､女､宝来市街地)

・自宅に届いたことがない。（30歳代､男､宝来市街地)

・届いているのかもわからない。存在もわからない。（20歳代､女､音更市街地)

・目があまり良くないし、内容も良くわからないから。（80歳代以上､女､音更市街地)

・特に理由はなく読んでいない。（40歳代､男､駒場市街地)

・存在そのものを知らない。（30歳代､男､宝来市街地)

・自宅に届いていません。どこで読めますか？（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・忙しいため。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・仕事で読むひまがない。（50歳代､､木野・鈴蘭市街地)

・存在そのものを知らない。見たかもしれないが関心を引かれるようなアピールがない。（30歳代､男､木

野・鈴蘭市街地)

・図書館、ドームなどに置いてあるのを見る程度。町内会に配布依頼をするにしても、全戸配布をして

ほしい。（可能なら）（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・育児で家事で時間がありません。仕事もしてるし。（30歳代､女､音更市街地)

・キャッチーでない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自宅に配布されないため。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・まだ議会だよりが届いたことがない。（20歳代､女､宝来市街地)

・議会は高齢者の仲良しクラブと思っているので期待していない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・帰宅時には片付けられてるのかも。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・存在を知らなかった。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

◆質問２－２ （「質問２－１」で「１から５までのいずれか」を選ばれた方）議会だよりは、わかり

やすく見やすい内容だと思いますか。あてはまる項目を１つだけ選んで番号に○をつ

けてください。

設 問 回答数 構成比

(1) 大変良い 10人 2.2%

(2) 良い 110人 24.6%

(3) 不満はない 167人 37.3%

(4) 少し不満である 30人 6.7%

(5) 全く不満である 4 人 0.9%

(6) わからない 66人 14.7%

無回答 61人 13.6%

計 448人 100.0%

◆質問２－３ 町のホームページにある町議会のページ（内容）を見たことがありますか。あ

てはまる項目を１つだけ選んで番号に○をつけてください。

設 問 回答数 構成比

(1) 関心を持って見ている 20人 4.5%

(2) 見たことがある 89人 19.9%

(3) 存在は知っているが見たことはない 154 人 34.4%

(4) 存在を知らない 174 人 38.8%

無回答 11人 2.4%

計 448人 100.0%

◆質問２－４ 町議会の会議（本会議等）をご覧になったことがありますか。あてはまる項目

を１つだけ選んで番号に○をつけてください。

設 問 回答数 構成比

(1) 議場等で傍聴したことがある 22人 4.9%

(2) 傍聴したことはないが､インターネット又は役場

ロビーのテレビで見たことがある
29人 6.5%

(3) 見たことがない 383人 85.5%

無回答 14 人 3.1%
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計 448人 100.0%

◆質問２－５ （「質問２－４」で「２又は３」を選ばれた方）どのような取り組みがあれば、議会

を傍聴したいと思いますか。下記にご自由にお書きください。

記述回答（187人）

・いつ開催しているかわからない。（50歳代､男)

・町内会での希望者、取りまとめ等での機会。（60歳代､女)

・機会があれば傍聴して見たい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・わかりやすい内容であれば傍聴したい。（20歳代､女､音更市街地)

・傍聴できる議会の事前周知を町の広報、回覧板などを利用し、何回かに分けて行ってほしい。（50歳

代､男､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴促進の取り組みを行う必要はないと思う。（20歳代､女､音更市街地)

・町民が出向く前に議員がまずもっと町民とふれ合いの場をもうけ、町政報告をすべきである。（30歳

代､男､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴の方法を広く告知（具体的な仕方）。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・ＰＲをもっと大きく。（50歳代､女､音更市街地)

・興味のある議題であれば‥‥‥。（30歳代､男)

・行政用語をできるだけ使用しない。（女)

・小学校や中学校のころに会議を見学する機会があれば、議会に親しみやすくなると思うので、そうい

った機会を設けてみるといいと思います。（20歳代､女､音更市街地)

・町づくりのために、どんな議論がされているのかみたい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・本会議がある時、アンケートの様な方法で、いついつ来てみませんかと知らせがあればと思う。尚都

合が良ければと思います。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民アンケートなどを積極的に行い、それに伴う議会をいつやるのか、わかるようにしてほしい。やる

だけではなく、変化がほしい。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・特に傍聴したいという気持ちはない。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・わかりやすいやりとりであれば傍聴したい。（80歳代以上､女､農村地域)

・開催日時を把握したことがない。平日以外の日で、夜でなければ傍聴は難しい。（50歳代､男､駒場

市街地)

・傍聴するに対しての何らかの代価が有れば見に行く。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・年齢的（８０歳代）に傍聴する体力がない。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・何も変わらないので、ききたいと思わない（興味なし）。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議場の場所がわかりにくく、足を運びにくい。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・開催日時をもっと広く、回数を多くアピールする。内容をわかりやすくアピールする。開催日をラン

ダムに曜日変更する。（50歳代､男､宝来市街地)

・仕事しなくなったら見たい。（60歳代､男､音更市街地)

・あまり関心がないので、良くわからない。（40歳代､女､駒場市街地)

・堅苦しい雰囲気がなければよい。（60歳代､男)

・議題、日時が公であれば、傍聴の機会があるかもしれない。（50歳代､女､音更市街地)
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・議案の具体化と開催日時の事前周知。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会自体がいつ開かれているか知らないので、開催日時や傍聴を積極的にアピールしてはどうか？

（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・わかりやすいやりとり。詳しくかつ。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴する前に内容が分からない。今、生活していくために必要な事、環境に密着した事など、重要視

する事柄が見えないので。（60歳代､女､音更市街地)

・足も悪いし、車もないのでいかない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どこで、いつ、どんな議題について開かれるかを事前にわかれば内容によっては行って見たい気にな

ります。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴したいとはかねてから思ってはいるものの、開催日時等において、自己の職場の状況から無理と

判断している。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴したいと思うが本町まで遠い。傍聴したい人をつのって、エコバス等を出してくれるといいので

は？（60歳代､女､宝来市街地)

・傍聴したいが、議会の日程等がわからない。（傍聴できる日時）（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・したくない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・わかりません。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・直接自分に係わりのある議題であるとか、会議の内容を町民が知ることができれば興味がわいてく

るのだと思います。（20歳代､男､音更市街地)

・平日の昼間は仕事ですので、休んでまでは行けない。（50歳代､男､音更市街地)

・関心のある議題であれば。（60歳代､女､音更市街地)

・宣伝等があって、興味のある内容であれば見ると思う。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会を傍聴できる事を知らなかった。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議事録を公表してほしい。（傍聴は必要ない）（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・会議をもっとアピールして、多くの人が傍聴できる様にしてほしい。（議題の内容、日時等を含む）（50

歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・会議を傍聴したことがない人にもわかりやすい言葉で、内容も自分の生活に関係が深いものだと、

傍聴してみたいです。キッズルームもあれば。（30歳代､女､音更市街地)

・関心ない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・今まであまり関心がなく、見た事がありません。それでは駄目だと思うのですが・・・。（60歳代､女､音更

市街地)

・小生にとって重要議題がなかったから見なかった。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・特に傍聴したいとは思っていない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・夜、議会、もうすこし町民にかんしんの有るような議会。（70歳代､男､宝来市街地)

・かたくるしく感じる。（傍聴する機会を作ろうと思うが）（20歳代､男､農村地域)

・どんな様に行われて居るか。（80歳代以上､男)

・したいと思いません。（30歳代､女､宝来市街地)

・やっている日時がわからない。（60歳代､女､音更市街地)

・議員定数（削減を含む）適正化議案について。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・わかりやすいやりとりであれば傍聴したい。（60歳代､男､宝来市街地)



7

・地域のことで、わかりやすいやりとりであれば傍聴してみたいとは思う。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・いつ開催しているのか判らない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・１度ぜひ傍聴に行こうと思いました。ネットは使用できませんので見たことがありません。何でもネッ

ト、ネットで・・・年寄りには大へんです。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・役場までの送迎バス等があると行きやすい。交通面で不便な人も多いはず。（50歳代､女､木野・鈴蘭市

街地)

・仕事終わりに気軽に寄れるような時間に開催して欲しい。昼間に開かれても聴きに行けないので。（

20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・インターネット動画であれば、会議の日程をお知らせいただけたら傍聴すると思う。（30歳代､男､宝来市

街地)

・個人では中々傍聴に行きずらいので、例えば町内会でのグループで傍聴するのであれば参加してお

聴きしたい。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・知り合いがいて、一緒に行けるような人がいれば、もしかしたら行きやすいかもしれません。（40歳代､

女､宝来市街地)

・いつ、どこで議会の傍聴できるのか情報があれば傍聴したい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・私のように、20代の人は中々興味を持てないと思うので、まずは若者も政治に興味をもてるような

工夫が必要かもしれません。（20歳代､女､農村地域)

・話しの内容がよくわからないので見ない。（40歳代､女､宝来市街地)

・どのような取り組みがあっても傍聴に興味が出ないと思います。（30歳代､男､音更市街地)

・分かりづらい質問と答弁なので、内容を理解しにくい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自由行動がない。（70歳代､女､農村地域)

・機会があれば傍聴したいと思う。（70歳代､女､農村地域)

・出来れば傍聴したい。（70歳代､男､音更市街地)

・是非傍聴したいと思っていますが、いつ、どこで（町議会場がわかりません）持って行けない物等、基

本的なことがわからず、一歩がふみ出せません。できれば、みなさんこんな感じで傍聴に来てますよ・

・・とやわらかい表現でのお誘いがあればありがたいです。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の声が具体的に提案された時。（例）老後の養護施設整備拡充に関して。（70歳代､男､音更市街地)

・傍聴を強制にしない限り、見ようとは思わない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・ナイター議会があれば見に行けるかもしれません。（既にされているのかもしれませんが・・・）（40歳代､

男)

・機会があれば。（70歳代､男､音更市街地)

・行財政改革の具体的取組み。（60歳代､男､農村地域)

・本庁舎内及び各支所でのインターネットテレビ中継及びＱ&Ａのダイジェスト版をＩＮＤＥＸをつけてＤ

ＶＤで見られるようにする。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・いつやっているかが分からないので、（興味がなかったので）もっと存在や日時などをアピールしてく

れたら傍聴したいかも。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・ネット中継。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・開催時間を工夫すべきと思います。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・興味のある内容。自分自身が関係してくる内容。（30歳代､女､宝来市街地)
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・傍聴する時間的余裕がない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会開会時間帯は、仕事をしているのでなかなか見る事が出来ない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・年をとり出席出来ません。（80歳代以上､女､宝来市街地)

・議員を信頼している。（60歳代､男､農村地域)

・自分達の行ける所でないと思っています。（60歳代､女､音更市街地)

・仕事をしているので！（60歳代､男､音更市街地)

・話しする事はない。（80歳代以上､女､農村地域)

・それ以前にいつやっているのかわからない。議会だより以外に町民に向けて発信する方法はないの

か。活動がみえてこない。（60歳代､男､駒場市街地)

・今のところ、議案（議事内容）に関わる部分が少ないため、関心がわかない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自分の仕事が忙しくて・・・。（50歳代､男､駒場市街地)

・議会だよりで議会内容が理解出来るので。（70歳代､男､駒場市街地)

・存在自体知らないから、もっとアピールしないと傍聴したいまで思わないと思う。内容もわかんない

し。（20歳代､女､音更市街地)

・もっと何らかの方法で議会日程を町民にアピールするとよいのでは・・・。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・形だけの内容でなく現場の働く人達の生の声が反映された内容であれば傍聴したい。（70歳代､女､木

野・鈴蘭市街地)

・あまり関心が無いので傍聴したいと思わない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴したいとは思わない。（60歳代､男､宝来市街地)

・別に見ても変わらない。（80歳代以上､女､音更市街地)

・以前より、1度傍聴したいと思っているが、仕事をしているので難しい。（40歳代､女､宝来市街地)

・議員さんの勉強の成果が見られる様な時。土・日議会開催など。（60歳代､男､音更市街地)

・行政用語を使用をしても理解が出来るようなら構わないと・・・。（60歳代､女､農村地域)

・仕事で行く時間をつくれない。（60歳代､男､宝来市街地)

・いつ行われるのかわからない。傍聴する時には、場所、手続き等、町報で知らせてもらえればよい。（

50歳代､男､農村地域)

・仕事をしているので、平日はみれない。議会だよりをみているので、それでよい。（50歳代､女､宝来市街地)

・町内会で参加を集う。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴したことがないのでわかりません。時間をとって行くのも大変かと思います。（60歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・傍聴しなくても他に情報が得られるから。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町内会単位で企画して参加。準備としての説明をしてくれた後の傍聴。（60歳代､女､音更市街地)

・わかりやすいやりとりであれば傍聴したい。（80歳代以上､女､音更市街地)

・必要ない。（70歳代､男､農村地域)

・広報で議会だよりみていますので満足です。（60歳代､女､音更市街地)

・一度傍聴したいと思っている、機会を作って行く！この際、インターネットも見てみる。（60歳代､男､木

野・鈴蘭市街地)

・「議会だより」を読んでいるので、議場に行って傍聴しようと思った事がありません。今後は1度行っ

てみたいと思います。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・高齢のため無理。（80歳代以上､女)

・時間がないため。（40歳代､男､駒場市街地)

・興味は昔はありました。今は年ですので、薄れていますが・・・。（70歳代､女)

・行政用語等、理解しづらいやりとりがなければ・・・。（40歳代､女､宝来市街地)

・開催時間を工夫すべき。子育て世代（サラリーマン）の大半の時間は仕事に活用されている。議会を

傍聴したい意識はありますが、毎回の議会目的や内容が事前にわかりづらいので、行動がうながされ

ない。（40歳代､男､宝来市街地)

・一般人が発言できる場があればいいと思う。（20歳代､男､農村地域)

・まずどのようにしたら傍聴できるのか、周知が足りないと思う。若い人や、働いている人も傍聴でき

る時間の開催。（30歳代､女､音更市街地)

・傍聴したいとは思っているが、当日には他事に気を取られ行っていない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議場の場所を知らない。開催時間も知らない。知る材料がどこにあるのかも分からない。（30歳代､男､

宝来市街地)

・現行でもかまわないが、特別興味のある議題（？）でない限り傍聴はしないと思う。（40歳代､男､宝来市

街地)

・時間、曜日。働いていると見る事が出来ない。（40歳代､女､音更市街地)

・日程がわからない場合がある。広報等には日程等をのせる。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・きっかけがあり一度傍聴すると敷居が低くなり町議会も身近なものになると思うのですが。たとえば

町内会単位でするとか、学校のPTAとかまとまって傍聴してもらうなど、きっかけを作る。（50歳代､女､

木野・鈴蘭市街地)

・参加しやすいように、もっと広く告知してほしい。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・NHKの国会中継を見て、バカ議員がバカ大臣に質問してムダな議論をしているので、町議会も見た

いと思わない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自身に深くかかわる件であれば傍聴したい。（60歳代､女､音更市街地)

・自分に直接影響するテーマの場合、議論のなりゆきを見たい。（60歳代､男､音更市街地)

・夜間に開催されれば。（20歳代､男､宝来市街地)

・傍聴をしたいけれど機会がないのでとても残念。（60歳代､男､農村地域)

・議会を開催しているのは議会だよりで分かるが平日は仕事の関係で行けない。（50歳代､男､宝来市街地)

・何についての会議なのか、日時はいつか、など明確になればちがうと思う。一般人は平日仕事なの

で、議会の時間帯とは合わないでしょう・・・。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・広報に日付等わかりやすく掲載してほしい。（70歳代､女､農村地域)

・我が区についての場合は傍聴したい。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・何についてやっているのか、説明等をしてくれないとわからない。チラシをくばるとか。（簡単に）（30

歳代､女､音更市街地)

・平日は仕事なので、時間的に無理がある。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴する事で決定事項に異論をはさめるならともかく、そうでないなら傍聴する事そのものに関心

が持てない。結果だけで充分。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・仕事があり、見る時間が合わない。（60歳代､女､音更市街地)

・同年代の議員が数名いれば少し気にはなるかな。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)
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・交通機関の便と招待状態、整備。（80歳代以上､女､宝来市街地)

・働いているので傍聴出来ない。（60歳代､男､宝来市街地)

・場所、時間等日程がわからない。（今回参考資料を見て初めて知った）傍聴したから何かが変わると

は思えない。（20歳代､女､宝来市街地)

・もう少し若ければ・・・。（70歳代､女､農村地域)

・興味のある事があれば。求職数。雇用。失業者を少なくする。簡単に、長く仕事につけないか。労働

衛生。労働環境。通勤・生活上の交通安全性。農業地域からの就職。あっせん。無職を減らす。（50歳

代､男､農村地域)

・どのような取組みをしても傍聴しないし、したいと思わない。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・例（開催時間を工夫すべき）のとおりだと思いますが、関心がないからだと思います。（40歳代､女､木野

・鈴蘭市街地)

・上記でいかに工夫しても無理かとも・・・。会社勤めの人、又自営業等多忙は方は傍聴しないでしょう！

弁当など金銭的な配慮が有ればどうなんでしょうかね～（70歳代､男､宝来市街地)

・町民の意見が反映された例等をもっとアピールすべき！！（身近なものから）（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・それほど傍聴したいとは思わない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴する意思がない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・一般の人は仕事をしているとなかなか傍聴することは難しいと思います。結果をホームページから情

報を得るのが早い方法です。ただ残念ながらその映像はあまりにも悪く、何年昔しのカメラを使用して

いるのでしょうか？（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どの様な議題なのか事前に知れたら傍聴したいかも。（70歳代､男､農村地域)

・子どもを託児してくださる（無料で）事ができて、子育てや教育に関するテーマを話し合う時は傍聴

させて頂きたいと思います。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴したいが今まで、そのチャンスがありませんでした。今後機会があれば見たいです。（70歳代､女)

・傍聴者に発言の自由があれば参加したい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自分に時間があれば傍聴したい。（60歳代､男､音更市街地)

・むずかしくて良くわからないから。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・これを機会にネットで見たいと思う。（50歳代､男､音更市街地)

・傍聴は年齢のため無理と思います。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・特に傍聴したいとは思わない。一生懸命活動していると思う。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・個人だけで行くのは中々行きづらいので、町内会、老人会、外、集まりの中で呼び掛けがあるとよい。（

80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・仕事の関係で傍聴できない。（30歳代､男､音更市街地)

・興味のある内容があるとわかれば。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・たぶん傍聴はしないと思う。（議場）ネットですます。（50歳代､男､農村地域)

・我が身にふりかかる重大審議がある場合。（70歳代､男､農村地域)

・個人的には、なかなかそういう機会を持つ事が出来ないので、町内会等を通して、議会の傍聴を促

して欲しいと思います。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・1度傍聴したいと思います。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・開催された会議をインターネットで見られると大変に良いのですが、なかなか出歩くのが大変です。
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（身体があまり丈夫でないので）（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・平日は仕事をしているので、ネットで休日や夜に動画配信が見られると良いです。（40歳代､女､木野・鈴

蘭市街地)

・開催時間を工夫してほしい。（40歳代､男､宝来市街地)

・子どもをあずける所がないので行けない。託児所があれば行きたい。（無料の）（20歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・一度傍聴したいとは思いますが、今のところは時間的な余裕がなく、議員さんを信用して、しっかりと

町民の為の行政を志を持って活躍して下さることを期待しています。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・今回はあなたの地区の要望が出ますとか、あなたの地区の町議が～な質問をしますとわかった時点

で知らせて欲しい。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・国家を運営する議題の国会中継でさえよく見ない。質疑応答がほぼ決まっている感が否めない。TV

でやる「朝まで討論会」のような仕様なら魅力を感じる。（40歳代､男､音更市街地)

・”議会”という時点で難しいとかまえてしまっているので、極端な話かもしれませんが、小・中学生でも

わかるような感じにしてもらえれば聴いてみたいと思う。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・事前に用意した原稿の読み取りを聞くだけでなく、工夫してほしい。（60歳代､女､宝来市街地)

・町議会の内容や日時等ほとんど知りません。わかりやすいやりとりであってほしいと思いますが、ま

ず、いつどんな議題の会議をするのかを知らせる必要があると思います。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・いっそ、出張議会は？役場から出てコミセンで開催は？（50歳代､女)

・会議傍聴できることを今回はじめて知った。多分若い人達は知っている人が少ないと思うので、まず

会議を傍聴できるということを広めた方が良いと思う。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・開催時間を工夫すべき。わかりやすいやりとりであれば傍聴したい。（50歳代､男)

・そうげいバスがあれば行きたい。（40歳代､女､音更市街地)

・パソコンがない。バスの便が悪い。車を持っていない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

◆質問２－６ 町議会で行っている、町民と議会の意見交換の場「議場でひとこと」を知って

いますか。あてはまる番号に○をつけてください。

設 問 回答数 構成比

(1) 知っている 94 人 21.0%

(2) 知らない 338人 75.4%

無回答 16人 3.6%

計 448人 100.0%

◆質問３－１ 町議会議員の活動に満足していますか。あてはまる項目を１つだけ選んで番号

に○をつけてください。また、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比

(1) 満足している 17人 3.8%

(2) やや満足している 80人 17.9%

(3) やや不満である 41人 9.1%

(4) 不満である 39人 8.7%

(5) わからない 244 人 54.5%
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無回答 27人 6.0%

計 448人 100.0%

※その理由を記入してください。

記述回答（165人）

●満足している

・財政が安定しているから。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・それなりに努力していると思う。（70歳代､男､音更市街地)

・議会だよりなどみると、よくやってくれているように思う。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町内会の定期総会の折には議会議員の方が出席されて、方々の活動された内容について詳しく発

表されておりますので満足致しております。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・見えない所もあるがバランス良く行政が行われていると思う。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●やや満足している

・折にふれ、身近な活動関係伝える<具体的に>。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・地元選出の議員の発言を聞きに行ったが、指摘する内容をもっと具体的であれば良いと思いました。

それでも、努力して議員活動を行っていますね。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会だより等を通して、活動内容等を把握しているつもり‥‥‥。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・「やや」の部分は良い内容でも会派で賛成、反対が固まる事。（60歳代､男､音更市街地)

・まあまあだから。（70歳代､女､音更市街地)

・頑張ってると思うので。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町内に１人議員さんが居ますが、その方はよくやられている様に思います。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・私の知っている議員さんは、良く話しを聞いて議会に届けてくれる。（60歳代､男､宝来市街地)

・Hib(ヒブ)、肺炎球菌ワクチンの費用を早めに無償にしたり、フッ素も無料で受けられるようになった

りと少子化対策に積極的でありがたいです。（30歳代､女､音更市街地)

・努力していると思う。（60歳代､男､農村地域)

・音更町は、住み良いと思っているのでそれは議員の方々の活動のおかげでもあると思うので。（60歳

代､男､木野・鈴蘭市街地)

・地域の連絡協議会等からの要望についてある程度対応されている。（70歳代､男､駒場市街地)

・雪かきが早い等、サービスが充実していて、音更町は住みやすいと感じるので。（40歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・議員さんの頑張っている姿が見受けられる。（40歳代､女､宝来市街地)

・議会だよりで活動の状況などはわかる。（60歳代､男､宝来市街地)

・時々ですが、議員とお話しする機会があるので。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員の方によっては、定期的に活動報告をお知らせ下さる方も数名いらっしゃいます。（50歳代､女､木

野・鈴蘭市街地)

・町長さん初め、議員の皆様、努力していると思っています。途中から音更に来ましたので、1～10ま

で判らない事があります。（70歳代､女)

・今の頃は各議員が多少の緊張感を持って活動している様だから。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・知りたい事、希望している事に力を入れてくれているから。（40歳代､女､音更市街地)

・活動がみえづらい様に思います。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町に来まして2年目です。（60歳代､男､宝来市街地)

・あまり知らない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・活動していると思う。（50歳代､男､音更市街地)

・広報や議会だよりで知恵をいただいております。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・議会だよりを見る限り・・・。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・農村議員さんは一生懸命だと思う。町場はわからない。（50歳代､男､農村地域)

・私の住んでいる区内には議員さんがいません。でも近くの議員さんが、当区に御配慮をいただき会

館の備品・防災関係・町道の花植え等にまで、随分改善されたと認識しています。（60歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・言うは易し、行うは難しなので、要望をだすだけでなく議員の活動の大変さを知るべき。（50歳代､女)

・音更町の街の中はきれいになりました。福祉施設が充実されている。（60歳代､女､音更市街地)

●やや不満である

・近くの町道（東通り１３丁目付近）に歩道に木の枝が３ヵ所たれ下がって歩いていても顔にぶつかるく

らいたれているけど、いまだに放置されている。街灯もなく夜は真っ暗で恐いしキケン！まずそういう

ライフラインから目を付けてほしい！（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・個々の議員が、どのように取り組んでいるのか知る手段もない。議会だよりの中に、箇条書きでよい

から全議員の活動状況を掲載してほしい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・あまり活動していない議員がいる様だ。何のために議員になったのかと疑問に感じる。私欲のために

議員になってほしくない。（60歳代､男)

・選挙の時だけ町民の近くにくるが、その後、誰がどのような仕事をしているのかわからない。もっと

議員達も自分のしている事をアピールした方が良い。（60歳代､女､宝来市街地)

・町内の隅々又、自然、経済、産業、観光、町民の所得等をしっかり見て出来るだけ多くの人と会話を

持って接してほしいです。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員一人一人がどんな活動をしているのかわかりずらい。（40歳代､男､音更市街地)

・町民の声が届くような活動をしてほしい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・将来を見据えた施策展開などの長期ビジョンが貧しい。（60歳代､男､農村地域)

・町民の意見や、議会での報告と自分としての今後の意見をもっと推進すべきである。（40歳代､男､宝来

市街地)

・活動量が少ないのではないか。（60歳代､男､音更市街地)

・昔は議員さんが町内を見まわりをしてましたよね。（70歳代､女､音更市街地)

・個性がない。集団行動と言論が多過ぎる。（70歳代､男､農村地域)

・活動している議員との差がある。議会だより見て決まりますが。（80歳代以上､女)

・普段、どのような活動をしているのか、まったく私達には見えて来ていません。（60歳代､女､音更市街地)

・地区における議員活動の場がなく、聞いたことない。木野、音更の市街の町づくりをもっと積極的に。

（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会だよりだけでは各町議個々がどのような活動をしているかよくわからない。（60歳代､女､宝来市
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街地)

・その活動がよく見えない（実態）。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自分アピールの姿勢があまり感心しないです。（70歳代､女､農村地域)

・議員事務所に電話をしても、午後の夕方には出て下さらない。ご自宅でも同じでした。（衆議員選直

後に）以前は即対応して下さった事がありましたが。（50歳代､男､農村地域)

・議員はどんな仕事をしているのか！（60歳代､女､駒場市街地)

・積極的に地域の会合等に（花見、野遊会）に出席し、町民身近の話を聞こうとする姿勢が全く無い。

（70歳代､男､宝来市街地)

・20代～30代の人間には活動内容があまり認知していないと思います。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・全然姿が見えない。もっと住民の声を、こまかく聞いて議員活動してほしいと思います。（70歳代､女､木

野・鈴蘭市街地)

・町内会で話題になった事にとりくんでもらえないし、町内会の役員をしているのに自分の事ばかりの

町議だから。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙、本会議の時だけしか目立つ活動が伝わらないので。町民の小さな声も聞きとる身近な活動が

あってもいいと思います。（60歳代､女､宝来市街地)

・町側に質問する人がいつも同じ。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

●不満である

・ほんの一部の議員しか活動していない。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民全体の利益より、議員個々人の利害関係者や支持団体の利害で活動している傾向が強く感じら

れる。（20歳代､女､音更市街地)

・日頃、活動しているとは思えない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・選挙以外の活動を知らない。野遊会以外の有権者とのコミュニケーションを。（40歳代､男､木野・鈴蘭市

街地)

・日頃どんな活動をしているのか見えない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・まともな活動していない。（70歳代､男､宝来市街地)

・議題、数年1度もあげてない議員さんは、どうなっているんですか？（60歳代､女､音更市街地)

・町政について、また議員本来の職務、職責について議員１人１人考えるべきである。（50歳代､女､木野・鈴

蘭市街地)

・町民とのふれあいが希薄である。町長のように音更町で行われるイベントに顔を出してくれるので、

信頼関係が育まれる。（60歳代､女､宝来市街地)

・町の財政から議員の経費は削減すべき。町民の格差を感じる。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・誰が出てもあまり変わりない。（70歳代､女､農村地域)

・よく見えない。議会だよりでしかわからない。（50歳代､女､音更市街地)

・議員さんと名前のつく方すべてに言えるのかもしれませんが、議員さんは議会にしかいませんね。も

ちろん一般町民が議員になるのですから、そうなのですが・・・議会での見える議員さんと同時に議会

以外での見えない議員さんももっと活動してほしいと思います。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・地域代表的な選任方法とも言える選出方法で選ばれたからには、地域の声があると思うが、議会で

の提案発表されない議員もあるやに聞くが、会派制度が個人発言に及ぼしているのか？（70歳代､男､音
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更市街地)

・議会の質問が議員の出身地に偏っている気がします。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんなら町の不便をみてほしい。悪い（あぶない）道路などいっぱいある。（80歳代以上､女､音更市街地)

・議会だよりで、あまり質問していない議員がいる。（私の当選した議員）（50歳代､男､農村地域)

・議員定数に不満！（40歳代､女)

・仕事をしている人はしているが、その場にならないと動かない人もいるし、人に左右されないで活動

してほしいと願っています。（50歳代､女､宝来市街地)

・地区で推した議員さんが町民の意見を議会へ運んでくれると思っていたが、結局は議員の意志だけ

で動いていて、町民の意見は聞き入れられていない。（30歳代､女､宝来市街地)

・議員の中に何も活動していない人がいる。年に何回か質問してそれでよしとしている人がいるのでは

ないか。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙の前には一生懸命活動されていますが、その後、町民の声に答えて下さっていますか？（40歳代､

女､宝来市街地)

・これといった目に見える活動がない。（20歳代､男､農村地域)

・活動が目に見えてこない。議員に近い人がメリットを独り占めし、遠い人はカヤの外のような感じがす

るため。（20歳代､男､宝来市街地)

・よく活動内容等、効果がまったくわからない。（80歳代以上､女､宝来市街地)

・会議、公的行事等の出席時だけ議員活動と勘違いしている議員が多いのでは。地域及び町民に積

極的に接し、町民の目線に立った日々の活動が大事。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会議員活動内容は、だれが何をやっているのかわかりません。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・活動内容が目にふれない！！（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・日常地域の中で活動されているのを見たことも聞いたこともない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員活動を積極的に行って居る人は一部の人に限られて居るとしか思われない。（80歳代以上､男､宝来

市街地)

・活動内容が良くわからない。もっとわかりやすい活動内容を伝えてほしい。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会のインターネット配信を見ても、質問や反対意見はあっても提案や具体案がない。議員１人１人

が町民の声を聞いているのか疑問。（40歳代､男､宝来市街地)

・道路、歩道の拡大、整備。（50歳代､男)

●わからない

・活動が身近に感じない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なにをしているか、わからない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更に引っ越してきたばかりでよくわかっていません。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どのような活動をし、どのような結果を出しているか分からないからです。（20歳代､女､音更市街地)

・何を活動してるのか不明。（女､宝来市街地)

・そもそも、このアンケートを行って町議会にどこまで反映されるのかも疑う。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会だよりを見ても、不満はないが、活動内容が見えてこない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・活動をまったくしらず、町議会議員のそんざいも？（50歳代､男､宝来市街地)

・１人１人がどのような活動をしているのか、わからない。（50歳代､女､音更市街地)
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・町議の顔と名前が一致する人はごく一部であり、何をやっているかが見えてこないから。（40歳代､男､

木野・鈴蘭市街地)

・暮らしの中に変化がないため。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙以外議員さんとお会いする事はないので、活動に満足する、しないと言われても分かりません。（60歳代､

女､音更市街地)

・議会だよりしかよんでなので、日常なにしているかわからない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どんな活動をしているかわからないので。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・傍聴したことがないため。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どのような活動をしているか不明だから。（20歳代､男､音更市街地)

・活動内容が分からないので、評価しようがない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・意見や要望が特になく、音更に住んでいて特に不満もないので。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・活動内容自体をよく知りません。（30歳代､女､音更市街地)

・関心ない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どんな活動をしているのかわかりません。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・何の活動をしているのか知らないので。（30歳代､女､宝来市街地)

・活動内容を理解していないのでわかりません。（40歳代､男､音更市街地)

・活動そのものを聞く、見る機会がない。（60歳代､男､宝来市街地)

・実績（活動結果）が判らない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・具体的な活動がわかりません。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・家の回りでは、活動しているのを見たことはないので、わからない。（30歳代､男､宝来市街地)

・引っ越してきたばかりなので・・・。（40歳代､女､宝来市街地)

・活動を知らないため。（30歳代､男､音更市街地)

・町議会の必要性、意義が見えてこないため。（役割ではなく「必要性」です）（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・私の勉強不足です。（40歳代､男)

・年間別議員活動及び収支開示を明確にお願い致します。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・このアンケートや資料で初めて活動の内容を知ったので。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・そもそもなにをしているのかわからない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民になったばかりなので活動がわからない。（まだ半年）（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・だれが何をしているのかわからない！（60歳代､男､音更市街地)

・見てないから。（80歳代以上､女､農村地域)

・何をしてるのか知らない。（20歳代､女､音更市街地)

・22名の方がいますが、一人一人把握してませんので。一部の議員は熱心に活動しているようですが、全体を

みての評価はわかりません。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・活動状況がわからない。（60歳代､男､宝来市街地)

・個人の知りあいでしか、直接に接する場がないので・・・。（60歳代､女､農村地域)

・一人一人の活動状況については当然知り得ない。視察活動・研修旅行と称しての観光旅行はありませんか？（

60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・質問している人の事は議会だよりで見ますが他の人がどの様な活動をされているのかわからないので、一概

には言えないと思いました。地道に活動している事と思います！（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・何をしているかわからない。（40歳代､男､駒場市街地)

・関心がない。（50歳代､女､音更市街地)

・具体的活動の認知度が低い。予算のかねあいもあると思いますが、十勝発信（NO1町として。リーダーシップ、

音更町というくくりだけではなく）（年4回）、情報誌しゅん、Ｃｈａｉ、広報活動報告。（40歳代､男､宝来市街地)

・普段、どんな活動をしているのか不明。よっぽど故意にしている支援者なら別ですが、親しく話せる場がな

い。（30歳代､女､音更市街地)

・名前も顔も正確な人数も何一つ分からないので活動云々 と言われても、回答のしようがない。（30歳代､男､宝来

市街地)

・一般町民には誰がどの様な活動をしているのかが伝わってこない。（40歳代､男､宝来市街地)

・何をしているのかまったくわからない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんと接した事がないため。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どのような活動をしているか、まったく知らない。知ろうとしない町民にも問題はあるが、関心をもってもらう

ための努力を行政側が行っているとは、とても思えない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員の活動ぶりを見る機会がないのでよくわからない。（70歳代､女､農村地域)

・内容を知らない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・私生活で多忙な為、具体的に何をしているか知らない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・活動した成果が具体的にわからないです。（60歳代､男､音更市街地)

・町会議員なんて農家のオヤジや退職者の年金までの就職先だと思っている。そんな人達に何ができる？（30

歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・活動内容がわからない。（20歳代､女､宝来市街地)

・活動内容があまりわからない。（60歳代､女､音更市街地)

・今まで関心がなく人事のような考えでした。（60歳代､男､音更市街地)

・活動内容をよく知らないので。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員は地区の代表ではなく、町全体のことを考え、政策提案等をしているのか疑問である。（60歳代､男､木野・鈴

蘭市街地)

・個々の議員の活動は良くわからない。（70歳代､男､農村地域)

・議会だよりでは、活動報告などがされていますが、今一つ私自身の生活に身近に感じ、感心を寄せるものが

少ないので。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自らで各議員の活動内容の収集を行っていないため。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の生活にどのように、どれだけ影響があるのか疑問。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・現実の場面を見学した事がありませんので、１人１人の活動内容を広報に掲載することには無理があります。（

そうしますと該当する人が苦しくなるということも考えられるかもしれません）（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町議に会った事がないので評価できない。（40歳代､男､音更市街地)

・何をしているのかよく知らないです。すみません。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どのような活動を行っているのか、あまり知らない。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どのような活動をしているか、わからないから。（40歳代､女､音更市街地)
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◆質問３－２ 町議会議員に意見や要望を伝えたことがありますか。あてはまる番号に○をつ

けてください。

設 問 回答数 構成比

(1) 伝えたことがある 76人 17.0%

(2) 伝えたことはない 359人 80.1%

無回答 13人 2.9%

計 448人 100.0%

◆質問３－３ （「質問３－２」で「２」を選ばれた方）選ばれた理由としてあてはまる項目を選

んで番号に○をつけてください。（複数回答可）

設 問 回答数 構成比

(1) 伝える意見や要望が特にないから 122人 23.7%

(2) 議員に意見や要望を伝えても実現しないから 89人 17.3%

(3) 知っている町議会議員がいないから 82人 15.9%

(4) 意見や要望は役場に直接伝えるべきと考えるから 87人 16.9%

(5) その他 43人 8.3%

無回答 92人 17.9%

計 515人 100.0%

※その他を選んだ方

記述回答（39人）

・町からのハガキ等が来た時、出す。（60歳代､女)

・そういう場がない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・だれに伝えていいかわからない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・理由２（議員に意見や要望を伝えても実現しないから）につきます。本当に何も実現する気が全くし

ない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・心配事有るも‥‥そのうつわ無し！胸開けてない。（50歳代､女､音更市街地)

・役場に伝えても、担当者にもみ消される恐れがある。（50歳代､女､音更市街地)

・見ず知らずの町議にいきなり要望など伝えられない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・偉そうなイメージ、親近感が全く感じられない為。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・手順が分からない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・お願いしましたが要望が実現していません。（70歳代､女､音更市街地)

・このようなアンケートないと検討できないのは、どうか。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・言ってもその通りにならないので。（40歳代､男､音更市街地)

・地域に意見が合う議員がいない。（60歳代､女､宝来市街地)

・現状に不満が無いから。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)
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・選挙の時だけ良い事ばかり言っている。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・引っ越してきたばかりだから。（40歳代､女､宝来市街地)

・伝え方が分からないため。（30歳代､男､音更市街地)

・議会外での議員さんが見えないこともあると思います。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・そういう機会や場がない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・だれに伝えたらいいかわからない。（80歳代以上､女､音更市街地)

・役場に直接伝えても、保育所の人事等、把握されていない事に不満を持っています。（60歳代､女､農村

地域)

・伝える手段がわからない。（80歳代以上､女､音更市街地)

・町民全員平等に意見が言えるアンケートなどがない為。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・我々町民より一段上の地位だと言う態度で話しづらい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・現在では（日常生活）ないので。（80歳代以上､女)

・質問の幅が広過ぎる感じを受けます。町は町民にどのような意見や要望を引き出したいのか、質問

をわかりやすくなげかけるべき。（コーチング型（質問力））（40歳代､男､宝来市街地)

・役場に伝えても、すぐに議題にもならず、実現ならずでは、議員に伝えても同じかもと考える。（30歳

代､女､音更市街地)

・町内会に要望してからと思っていた。（50歳代､男､宝来市街地)

・要望はあるが、伝える方法がわからない。（80歳代以上､､木野・鈴蘭市街地)

・町内単位で役員さんを通しての要望の形ならある。（50歳代､男､農村地域)

・議員に直接会うことがない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自分で考えている要望等は議会だよりで取りあげて下さっております。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・3-1に同様（町民の生活にどのように、どれだけ影響があるのか疑問。）。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なかなか議員さんのお力でという時代ではないし、役場は二言目には金がないと言うのであきらめて

いる。（50歳代､男､農村地域)

・自分の意見を伝える程のまでになる関係がうすい。（交流がない為）（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員と町民と話をする場がない。（40歳代､男､宝来市街地)

・どのようにして伝えられるのかがわかりません。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・接する機会がないから。（40歳代､女､音更市街地)

・議員に会う機会がない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

◆質問４ 町民の意見が町議会に反映されていると思いますか。あてはまる項目を１つだけ選

んで番号に○をつけてください。また、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比

(1) 思う 22人 4.9%

(2) やや思う 107人 23.9%

(3) 思わない 78人 17.4%

(4) わからない 220人 49.1%

無回答 21人 4.7%
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計 448人 100.0%

※その理由を記入してください。

記述回答（140人）

●思う

・「広報おとふけ」とか「音更町議会だより」の記録されている内容を読みますと、努力して町民の意見

がはんえいされていると思いました。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・多種の意見が全般的に反映されている。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・住みやすいので。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・理事者と議員は両輪のように行政を執行させる。（60歳代､女､宝来市街地)

・町内会長が町内の要望事項を連合区長会議で提案され実施されている。（70歳代､男､音更市街地)

・町内会からの意見などははしわたししてくれているように思うので。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・何となく自分達の思っている事が議題にされるから。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議会だよりのとおりなら・・・。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・1人の意見でも町民の意見であると言えるから。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・色々の場面で多々反映されている事が感じます。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・一定の評価したい。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●やや思う

・議員の支持団体などを通じた場合に要望が実現されるから。（20歳代､女､音更市街地)

・議会と行政側（役場）となれあいになっていることはないのか。（町長の姿勢にもよるが）（70歳代､男､木

野・鈴蘭市街地)

・質問する人が、ある程度決まってしまっている様に思える。（50歳代､男､駒場市街地)

・町議会の人達がもっともっと地域に出むいての懇談会で直接意見を聞く必要があると思います。（80

歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・ＴＰＰに対する態度等から。（60歳代､男､音更市街地)

・公共施設の環境整備が整っている。（50歳代､女､音更市街地)

・広報の議会のやり取りを見ていると、地域の要望を意見し、それが実現に向けて動いているように受

け取れるから。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・前に、町を運営する側の方との意見交換会に出席した事がありましたが、そこで提案された内容を

翌年度で実行してくれていました。町民が意見を言う場さえ身近にあれば、反映してくれる議会だと思

いました。（30歳代､女､音更市街地)

・議会だよりからの印象では。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会だよりを読むとやや意見交換がされている様に見えます。（50歳代､女､宝来市街地)

・私の知っている議員さんが毎回、議会で発言してくれている。（60歳代､男､宝来市街地)

・3-3と同じ。でも反映されている事もある為。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町内会の会合などで使える会館が建設されたので・・・。（40歳代､女､宝来市街地)

・不満の声をあまり聞かない。（70歳代､男､音更市街地)
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・町民の意見を議員が多く聞いて知って、議会に反映させる、議員が少ない為に、もっと議員としての

役割に徹するべきだと思う。（40歳代､男､宝来市街地)

・議会だよりをみて。（60歳代､男､農村地域)

・現在の生活など大変良いと思って居るから。（80歳代以上､男､音更市街地)

・反映されているから、住み良いと思っているので。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・地元議員の行政報告会等で反映されていると感じる。（70歳代､男､駒場市街地)

・議員さんの活動状況が広範囲でない。（60歳代､男､音更市街地)

・地域の懇談会等で出された問題への回答なども行われている。（議会ではないかな？）（60歳代､男､宝

来市街地)

・町民全員の意見とは思えないし、無理と思うが。全般的には良く見ていると思う。（70歳代､男､農村地域)

・こうしてアンケートに答えられるのですから・・・いいかと思います。意見のある方は投書箱に・・・。（

60歳代､女､音更市街地)

・道路環境、公園整備、医療教育設備等々、概ね整備されてきており町民の意向は町議会に反映され

た結果と思っている。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会に反映されているかどうか詳しくはわかりませんが、音更町に住んで40年になりますが、時代

と共に生活環境も良くなり、三人の子供を育てている中、不便な事もありましたが、現在は便利に改

善されたと思いますのでやはり、反映されているのかなーと思います。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・特に大きな問題はないと思うので。（60歳代､男､音更市街地)

・なんとなく、そう感じるから！（80歳代以上､女､宝来市街地)

・仕事があって、その仕事につけそうであれば関心ももち、集中するでしょうが、遠まきにいる立場で、

対象の事と議会の事、実施など制御に関心がない為、反映は分からないです。収入する事の影響に

なるのであれば緊張感を持ちつづけても過剰ではありません。（50歳代､男､農村地域)

・他の人の要望でも審議され実現しているものがあることは、認識している。（50歳代､男､農村地域)

・意見が話し合えれば反映されていると思う。（70歳代､男､農村地域)

・運営されていると思う。（50歳代､男､音更市街地)

・町内会からの要望など割と対応してくれている。（70歳代､男､音更市街地)

・必要な事であれば反映されていると思っている。（70歳代､女､音更市街地)

・改善をされているところ（例えば、町職員の態度）も（他にも）あります。少し身近すぎる意見かもしれ

ませんが。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町のホームページの内容から判断。（40歳代､男､音更市街地)

・自分の思っている事が議会に出る事があるから。（50歳代､男､農村地域)

●思わない

・町民の意見をのべる場所が一般町民は知らないと思う。私も知らない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更は住民税とか水道代とかいろいろ高すぎて住みにくい。（30歳代､男)

・反映させる手段は確立されていると思わない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・我々町民が言いたい事は山ほど有ります。聞く耳を持っていらっしゃるのですか!!（50歳代､女､音更市街地)

・生活が変らないから。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の多くが自分の考えを届ける方法がわからない。どうしても、消極的になる。（60歳代､女､音更市街地)
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・その場限りで意見は反映されていません。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・前問に答えましたが反映されていません。（70歳代､女､音更市街地)

・今の町議は町民の事など考えていないから。（70歳代､男､宝来市街地)

・S30年頃と変わらない。（80歳代以上､男)

・必要のない権限を使用する議員の資質を疑問と思います。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・何十年いても生活が良くならない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民と議員との間に経済的な格差を感じる。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・子育て家族（特に子供を多く持つ家族）が住みやすい環境には全く思わないため。（30歳代､男､木野・鈴

蘭市街地)

・行財政改革への取組みが少ないと思う。（60歳代､男､農村地域)

・町民の安心、安全及び住みやすさを常に考えた行政としてのインフラの計画的整備。（50歳代､男､木野

・鈴蘭市街地)

・町全体に考えていない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・理由など、言っても実現しない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町、議員と対話が無い。（70歳代､女､音更市街地)

・私は特に要望はないが、住民の意見を聞く場、どのような活動をしたかの報告などあるのだろうか。

（50歳代､男､農村地域)

・何のために、何をするため、また何をしたのかわからない。情報がない。（40歳代､女)

・議員の中でも力がある人と何を言っても聞き入れてもらえない人と、差があると思います。力がない

議員さんが地区の町民は何もききいれてもらえないと思う。（30歳代､女､宝来市街地)

・どこで町民の意見を伝える機会があるのかわからない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・意見を出す機会が少ない。（20歳代､男､農村地域)

・多少はあると思いますが、町議会で取り上げてまで町民の意見を反映されているとは思いません。（

60歳代､女､音更市街地)

・市街地等では議員数も少なく、議会だよりかが唯一の活動を知る手段。もっと我々は地域に説明の

機会をつくるべき。（報告会等）（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・そもそも町民の意見を聞いているのか疑問。（20歳代､男､宝来市街地)

・国道が1車線になって、結果とてもじゅう滞して迷惑になった。アンケートをとったのに！！ゴミ袋で

もやさないゴミ5リットルを作ってほしいのに、じゅようがないからと言われた！！けど需要はあると思

います！！（30歳代､女､音更市街地)

・町の上辺の意見だけを拾い上げている様に見える為。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・返答が言葉を変えて言っているだけに感じる時がある。（60歳代､女､音更市街地)

・町営住宅増やしてみて。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民からの町や国に対する要望はたしかに結果報告はありますが、それも一度だけの請願、陳情だ

けのもの、二度三度の請願、陳情は実施されているのか全くのナシノツブテでは評価しかねます。（

70歳代､男､宝来市街地)

・町議会の活動が見られない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員の人達は町民の意見や要望又は相談などに応じる活動など、しているのでしょうか。選挙の時

だけ頭を下げ頼みに来るだけの議員で、終わったら知らん顔です。（80歳代以上､男､宝来市街地)
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・実感がない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意見は、町民の数だけあり、皆を反映させるには無理がある。（50歳代､男､農村地域)

・町民の意見を聞く場をもたない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・質問3-1（議会のインターネット配信を見ても、質問や反対意見はあっても提案や具体案がない。議

員１人１人が町民の声を聞いているのか疑問。）による。（40歳代､男､宝来市街地)

・町民である私達も良くないとは思いますが、平和であることに流されているのかもしれない現状では

ないでしょうか？（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・次の選挙の事ばかりで道議にでもなろうとしている様子だから。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・個人としてお願いする意見がない。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・3-1に記入（道路、歩道の拡大、整備）。（50歳代､男)

●わからない

・町民の意見を反映させると、町の運営コスト増になる。何でも反映させる必要は無い。（60歳代､男､木

野・鈴蘭市街地)

・3-1の理由と同じ（音更に引っ越してきたばかりでよくわっていません。）（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どのような意見がでているのか分からないので､議会に反映されているかも分かりません。（20歳代､女､

音更市街地)

・生活負担が増えていくので（増税、教育費、この町に住んでいる事による恩恵）。（30歳代､男､木野・鈴

蘭市街地)

・気にしていない為。そんなに心によゆうもないです。（50歳代､女､音更市街地)

・まったく活動に関心がない。（50歳代､男､宝来市街地)

・町民（自分）の意見をいつ、だれに話しをすれば良いのかわからないから。（60歳代､男)

・町民の意見と議会の採決の関係が不明。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・意見を申した事がないから。（60歳代､女､音更市街地)

・前は町内でおしていた人がいて、その人を通じて道路のほそうをしてもらったとかいってる人いたけ

ど（あんまりいいと思わないけどね）。その人やめてからは議会の話しはさっぱりわからない。（60歳代､

女､木野・鈴蘭市街地)

・どんなことが議会で話されているか知らないため。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・行政区による要望がなかなか実現されない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どのような話し合いが行われているか不明だから。（20歳代､男､音更市街地)

・関心を持って調べていないので分かりません。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・意見が特にない。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・関心ない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・3-2に書いたように、不満がなく、他の人の意見が判らない為。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・具体的な事例を聞いたことがないので。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議会議員それぞれ、１人１人の町民の話を聞いていると思うので、反映されている内容は、ちょっとわ

からないと回答します。（30歳代､男､宝来市街地)

・町民の人は意見してるんですか？（40歳代､女､宝来市街地)

・議会の結果を知らないため。（30歳代､男､音更市街地)
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・１人１人の町民の要望・意見がどのような過程を経て、町議会に反映されるのかがわかりません。（70

歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どのような町民の意見が出されているかわからないので・・・。（40歳代､男)

・「町民の意見」というのが、どういう内容のものがあったのか分からないので、反映されているかどう

かも分からない。ただ、以前に音更町に要望のハガキを出したところ、ちゃんとそれに対しての返事が

返って来たので、放ったらかしじゃないんだなーと思った。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意見は多様、細かな個々の利益につながる意見はむしろ反映されるべきではなく、町民の考

えがストレートに反映される町民投票なども採り入れては・・・。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・何をしてるのか知らない。（20歳代､女､音更市街地)

・町民の意見がどの程度出され、どんな内容かあまり知らないので。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・多分反映されているのでしょうけど、実際どんな意見があるのか知らないので。（40歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・町民としての意見がわからない。（60歳代､男､宝来市街地)

・どのような意見や要望が、議会にあがっているかわからない。議会だよりをみると、要望があがって

いるから議論をしているのか、議員さん自身が関心があるから活動しているのか、わからない。（50歳代､

女､宝来市街地)

・意見を述べた事がない。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・日常人との接もないのであまり分かりません。（80歳代以上､女)

・反映されていると思いますが、詳しい事は判りません。（70歳代､女)

・対応が遅いです。というより・・・これは役場に対しての不満かもしれません。（40歳代､女､宝来市街地)

・2-4につながっていて、どの様な議題で議論されているか見えていないので、反映？（40歳代､男､宝来

市街地)

・質問3-1の理由(普段、どんな活動をしているのか不明)と同じです。（30歳代､女､音更市街地)

・時間がない！（50歳代､女､音更市街地)

・議会を見た事がないため。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どのようなやりとりが行われているか、見ていないから。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・わからないが、反映されているから今日の音更町があるのでは。（70歳代､女､農村地域)

・各町内会がどのような意見、要望したかが分からないのでその成果は判定できない。（70歳代､女､木野

・鈴蘭市街地)

・音更町に来てまだ2年目です。（60歳代､男､宝来市街地)

・町民の意見は集約されて公開されているのでしょうか？何を見ればわかるのでしょう？（20歳代､女､宝

来市街地)

・議員の質問内容が町民からの意見、要望なのか、はっきりわからない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・他の町民の方々が、どんな意見を持っているか、それを町に対して伝えているか、いないか、それす

らも分からないので。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民から、どの様な意見が出ているのか、もっと公にしてくれないと、「何が反映され解決されたの

か」わからない。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・実際に反映されて結果となったものの例を知らないから。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意見・要望がどんなものであるか？その結果、議会でどのような議決がなされて、実施され
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たかわかりません。このアンケートをいただくまで、申し訳ないのですが、関心を持っていませんでし

た。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・興味を持ったことがないので。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意見がどのようにして町議会まで伝わっているのか知らない。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●無回答

・反映させる機会がない。意見、要望などは直接役場に、又は区長、行政懇談会等で反映できる。議

会がそれを求めるのであれば、議員同士で議論して、町民意識に添った企画を自らすべき。例えば全

議員が地域に出向き懇談会等を開催するのも一つの方策ではないか。（前向きに取組もうと考えてい

る議員は少ないのではないか？現状に甘えてはいないか？）（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

◆質問５ あなたは現在の町議会を評価しますか。あなたの考えにいちばん近い項目を１つだ

け選んで番号に○をつけてください。また、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比

(1) 大いに評価する 9人 2.0%

(2) ある程度評価する 163人 36.4%

(3) あまり評価しない 59人 13.2%

(4) 全く評価しない 18人 4.0%

(5) わからない 181人 40.4%

無回答 18人 4.0%

計 448人 100.0%

※その理由を記入してください。

記述回答（127人）

●大いに評価する

・特に不満がないから。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

●ある程度評価する

・民主主義の時代に即した町議会と思う。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・ある程度、町民の声を聞いていると思います。（50歳代､男､農村地域)

・議会だよりを見る限り、質問者が固定しているような気がする。（共産党議員の質問や意見陳述が多

すぎる）（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・一応の事（大雑把な事）だけは進んでいるから。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員の中には積極的に発言を準備して発言している議員も居ますが、長期にわたって発言していな

い議員がいるように見かけます。何のための町議なんでしょうか？（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・質問３とだぶる（ＴＰＰに対する態度等から）。（60歳代､男､音更市街地)

・議会だよりを読んで質問、答弁の内容がなっとくできるから。（60歳代､男)

・議会が無ければ変わるものも変わらないであろうから､きちんと機能していると思う。（40歳代､男､木野

・鈴蘭市街地)



26

・今のところこれといった不都合がないので、うまくいっているのでは・・・。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・他町政と比較すると現実に結びついている。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町をどういう町に育てたいのか、中々見えてこない。（60歳代､女､音更市街地)

・議員としてそれなりに議会に一生懸命取り組んでいると思います。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更は住みやすいと感じるからです。町民の意見を通してくれているからではないでしょうか。（30歳

代､女､音更市街地)

・国の政策にも左右されておりますが、町全体で出来る事を実現して頂きたいと思います。（70歳代､女､

音更市街地)

・議員活動状況が町民に伝わらない。（60歳代､女､宝来市街地)

・自分に不満が無い為。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員全員の発言がある事を希望する。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の要望を、全てとは言わないまでも、ある程度実現してもらえている部分もあるので・・・。（40歳

代､女､宝来市街地)

・議会も、議員それぞれの町民の悩みなど聞いていると思うので、評価はある程度すると回答します。

（30歳代､男､宝来市街地)

・それぞれ識見豊かな人が集まって十分議論されているだろうと思いますので。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・質問3-1で述べた通りです。（地域代表的な選任方法とも言える選出方法で選ばれたからには、地域

の声があると思うが、議会での提案発表されない議員もあるやに聞くが、会派制度が個人発言に及ぼ

しているのか？）（70歳代､男､音更市街地)

・住み良い町になっている。（60歳代､男､農村地域)

・議会がしっかりしていれば、町の環境もみだれないと感じるから。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会だよりで評価している。（70歳代､男､駒場市街地)

・町議会だよりを見る限りで評価します。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民として不満を感じないので。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・問題に対しての調査などもしっかりと行われている。（60歳代､男､宝来市街地)

・私たちに、わからないところで活動されていると思うから。（50歳代､女､宝来市街地)

・大きなミスを感じないから。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・他町村から見ればよい方と思う。（70歳代､男､農村地域)

・広報を見たり、ネットで町のことなどを見てそうかんじます。（60歳代､女､音更市街地)

・町政に対してとりたてて不満がないのは健全な議会活動がなされている結果かもしれない。（60歳代､

男､木野・鈴蘭市街地)

・質問4に重なりますが、建物等、音更本町、木野地区と両方に作り、大丈夫かなーと心配していまし

たが、健康診断の時には、必要だと思いました。すべて議会を通していると思いますので評価します。

（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・地方行政運営には不可欠。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町の為に真剣に活動されているイメージ。人口増も評価されているのではないでしょうか。（40歳代､

男､宝来市街地)

・あまり地域に偏った町政では無いから。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・安い報酬でよくやっていっていると思う。（40歳代､女､音更市街地)
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・特に問題もないので。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・特に大きな問題はないと思うので。（60歳代､男､音更市街地)

・だが、よく見えませんネ、働きが・・・。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・少なくとも、すべき事を行っているとは感じられる為。出来得るなら、もっと頑張ってもらいたい。（30

歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なんとなく、そう感じるから！（80歳代以上､女､宝来市街地)

・議会だよりのとおりなら・・・。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の要望などを行政に反映させるために、議会の存在は、ある程度評価するが、本会議以外の日

常の議会活動がマンネリ化していて、停滞しているようにしかみえない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・特に不便がないので。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の代表なので期待している。（50歳代､男､音更市街地)

・1人1人の議員が責任をもって行政に当たる考えに期待をよせています。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・頑張っていると思う。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・個人的な（公共でない）要望に答え、実行する事がない様に。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・それぞれの立場で頑張っていると思う。（70歳代､女､音更市街地)

・いろいろな事を考えてみて、この町は住み良い町だと思っています。それは行政である町長・町職員・

決議機関である町議会が、推進する町政が、高評価に値するものと思います。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・リコールの声が上がらないということは、巧くやれていると思う。（40歳代､男､音更市街地)

・住民と議会に乖離感がある。（70歳代､男､音更市街地)

・自らの議員定数削減が出来るから。（50歳代､男､農村地域)

●あまり評価しない

・質問４と合せて一生懸命やっている議員は少ない。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・仮に議会が存在しなくても、行政に大きな変化があるとは思われない。議員の勉強が足りない。（20

歳代､女､音更市街地)

・町民の声に耳をかたむけようとしてますか？（30歳代､男)

・報酬に見合った仕事をしているのか不明すぎる。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・評価する人～評価しない人に分かれます。（60歳代､女､音更市街地)

・全員が発言し意見をのべてほしい。（60歳代､男､宝来市街地)

・将来の音更町を分かりやすく説明すべきだ。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・予算の使われ方に対する認識やチェック機能が働いているのか疑問である。（60歳代､男､農村地域)

・質問3-1でお答えしたように平等の論議がされていない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町を住みやすいマチにしようとしているのか感じられない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・具体的に何かを変えてる訳ではない。議員をやっているだけという感じがする。（20歳代､男､農村地域)

・多少は評価出来ますが、我々には町議会自体の内容が伝わって来ない。（60歳代､女､音更市街地)

・専門用語を使い、年寄には理解し難い時がある。どこかでごまかされている気がする時があります。（

60歳代､女､音更市街地)

・ムダな経費。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・地域の親睦会に積極的に顔出し、きたんのない意見などを聞いて貰いたい。（70歳代､男､宝来市街地)
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・選挙の時だけ公約してもその公約を果していない。（30歳代､男､音更市街地)

・顔ぶれがいつもいっしょで、世代交代が進んだまちに見えない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員にもよるが、議会で建設的な意見、質問をする議員もいれば、まわりくどく全体的な言いまわし

をして結局は自分の農家経営を有利にすすめたいような意見をいう議員もいて、うんざりする。（40歳

代､男､宝来市街地)

・議会の活動で町が変わったと思わないから。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・3-1に記入（道路、歩道の拡大、整備）。（50歳代､男)

●全く評価しない

・同上。（今の町議は町民の事など考えていないから）（70歳代､男､宝来市街地)

・議員から質問を受ける町職員ももっと本当の返答をして欲しい。議員は猛勉強して真剣に町政につ

いて討論して欲しい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・意味のない海外研修とか。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員と対話が無い。（70歳代､女､音更市街地)

・もらっている給料ほど役に立っているとは思えない。（40歳代､女)

・町内の事は勿論ですが、もう少し大きく若い人のため（原発、ＴＰＰ等を少し勉強して頂きたい）。（80歳

代以上､女)

・議場でのひとことの際、議員への質問なのに町の職員に答えさせているのを見たことがある。何のた

めのとりくみかわからなかった。ある議員が何度も同じことを議長から注意をうけている。はずかしい

事。（20歳代､男､宝来市街地)

・現状の町議会はオール与党で議会としてのチェック機能は薄れていると思うし、町、議会共々緊張

感がない。議会としての役割をきちっと心得て是々非々で臨んでほしい。又、一般質問・陳情等では、

政党上部からの指示？からか、音更町に関係のない議題を審議していることがあると聞くが、町民と

してはそんなことに時間を割くより、住み良く環境の良い安全な、自慢できる音更町になるようエネル

ギーを注いでほしい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・目にふれないから。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町と議会は慣れ合いではないか。役場出身の議員がいるのはおかしい。役場職員が質問も回答も作

成しているという噂がある。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・高齢者集団であること。ダイナミックが不足。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

●わからない

・誰だって、頑張るものだと思っているので。（60歳代､女)

・町民うけのいい意見を言うだけで、実現していないように思えるので。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・私自身、活動内容を掌握していないので、意見を言えない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・活動内容や活動の様子を知らないので、評価できません。（20歳代､女､音更市街地)

・仕事自体がいそがしかったので。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・質問４と同じ。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・内容を知らずに評価できない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・質問４と同じ（まったく活動に関心がない）。（50歳代､男､宝来市街地)
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・議会や議員の活動、具体的な議決と結果（成果）が見えづらい（広報以外）。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自分自身が無関心なのに評価出来ません。強いて言えば町民に感心を持てる何かがあればと思うの

は私だけでしょうか。（60歳代､女､音更市街地)

・どんな働きをしているか知らないため評価ができない。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町に貢献した功績がわからないため。（20歳代､男､音更市街地)

・誰なのか分からない。（自信がない）（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自分自身で困る事がないので・・・町議会さんは頑張ってる！！とか考えた事がない。（30歳代､女､木野

・鈴蘭市街地)

・関心ない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どんな人がどんな活動をしているのか全く知らないので、評価できない。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・テレビを見ていないので、何を聞かれてもわからない。（40歳代､女､宝来市街地)

・町議会の内容を知らないため。（30歳代､男､音更市街地)

・別の取組みに対する評価ができないため。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会のことをよく理解していない。（40歳代､男)

・今後斬新的に変わって行くものと思う。（70歳代､男､音更市街地)

・町議会議員自体、知らない人達ばかりで評価しようにない。（興味ない）でも、このアンケートを機に

「議会だより」に目を通すと、結構詳しく書いてある事を改めて知ったので、これからは意識して読む

ようにしたいと思う。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・何をしてるのか知らない。（20歳代､女､音更市街地)

・自分の仕事を持って議会に当たるのだから大変だと思う。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・わからないのに評価はできない。（40歳代､男､駒場市街地)

・議員の方は判りません。22名いるとの事ですが、顔を見た事もないので、音更の議員さんは知りま

せん。（70歳代､女)

・評価する、しない以前に評価基準もわからないので評価しようがない。（30歳代､男､宝来市街地)

・議会を見た事がないし、議員さんと接した事がないため。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・ある程度、町議会を評価しないといけいないと思う。が、よくわからない。（70歳代､女､農村地域)

・まだわからない。（60歳代､男､宝来市街地)

・議会で何が決まったのか、それによって音更町がどう良くなったのか等､わからないから。（20歳代､女､

宝来市街地)

・無職の中高年は収入を得たい。農業地域に住みながら簡単に仕事に長くつけて、健康でいられるな

ら良いのですが。健康保険、税、治安は有難いです。（50歳代､男､農村地域)

・議会の議題も知らずにいるので。議会での決定事項が最終的に自分の生活と直結しているという感

覚も薄いので。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町に今年引越してきたばかりなので。（20歳代､女､宝来市街地)

・前回の選挙が無投票でしたので、各議員さんが具体的にどの様な取り組みを主体として行っていき

たいのかが、やや浸透していないと感じます。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・評価基準となる事例を知らないから。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町はそれなりに評価するが、それがイコール議会となるかはわからない。（50歳代､男､農村地域)

・町議会は自分には遠くに感じます。近くに感じる様に努力すべきですね。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・よくわからないので評価できません。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・あまり関心がない。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

◆質問６－１ 現在の町議会議員の定数が２２人であることを知っていますか。あてはまる番

号に○をつけてください。

設 問 回答数 構成比

(1) 知っている 232人 51.8%

(2) 知らない 205人 45.8%

無回答 11人 2.4%

計 448人 100.0%

◆質問６－２ 前回（平成23年４月２４日執行）の町議会議員選挙が無投票であったことを知

っていますか。あてはまる番号に○をつけてください。

また、無投票だったことについて、ご意見をお書きください。

設 問 回答数 構成比

(1) 知っている 284 人 63.4%

(2) 知らない 154 人 34.4%

無回答 10人 2.2%

計 448人 100.0%

※無投票について、お書きください。

記述回答（177人）

●無投票を知っている

・町民の信託、町議への評価の機会がないということは、双方の関心、スキルアップに影響があると

思う。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員に対し、期待感がないことの表われ。（20歳代､女､音更市街地)

・議員はみんなで選ぶべき。（80歳代以上､女)

・議員がどの様な活動がなされているか分かっていない。つまり、議員が町民に対しふれ合い活動が

足りないため、無関心につながっている。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票＝無関心であること。要は定数が多過ぎる。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・地域ごと会派ごとに調整しているのではないか。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民が町議員に対しての無関心のあらわれ!!（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議の定数が多いと言う方がおりますが、音更町民の数から見れば、決して多いとは思えません。音

更町民の中にも一部の議会議員に対する「町民の税金でやしなわれている」と言うへん見により、定

数さくげんを主ちょうすると、いかにも町民税削減につながると云う。へん見をもって主張しているの

だと思います。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票での議員は全く議員としての重みを感じないし、議員定数についても少し減らす方向で検討

する必要があると思います。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・やりたい人が、やった方が良いと思います。（50歳代､女､音更市街地)
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・残念としか言いようがない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・あまりどうという事は無いのでは。もっと関心の有る戦いにしてほしい。（50歳代､女､音更市街地)

・選挙はあった方が良いが、だからと言って一気に定数問題にすりかえるのは異状。議員の資質を町

民がもっとみるべき。（60歳代､男､音更市街地)

・議員は投票数の多い人が当選するが、自分が議員になって町民のために何をするか、何が出来るの

か、きちんとした考えをもった人でなければ立候補すべきではないと思う。立候補した人が無条件で

全員当選するのは、納得できない。（60歳代､男)

・町政、議会に独自性（自立性）がなく、国、道の既定ルートに流され、町民が町議に立って変化を求

めよと思わないのでは（自分も含め、政治的無関心）。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・顔ぶれが固定化している表れなので、議員同士のなれ合いが生まれ、あまり良くないことだと思う。（

40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・選挙はあった方がいい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・偉そうな人にやって頂きたくない。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無投票であっても再度政策を述べる様にしたらと思います。（60歳代､女､音更市街地)

・よくないと思う。ふさわしいかどうか意見表明する機会をうばわれている。定数が多すぎるのではな

いか。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無投票はいいとは思わない。町政に対して誰も不満を持っていないのか？無関心なのか？やる気の

ある若い人達が立候補してくれる事を願っています。（60歳代､女､宝来市街地)

・議員の魅力がないかと思う。（報酬等も含めて）（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙をした方が、活性化すると思う。（50歳代､男､音更市街地)

・どんどん若い新しい人が立候補してほしい。（60歳代､女､音更市街地)

・問題がなければ良い。事件等あれば検討したい。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票は駄目、選挙は行うべき。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・上手く調整できているので良いと思う。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町づくりには良くありません。もっと積極的に参加して戦ってほしいです。安泰の中の安泰は許され

ません。町民の代表なのだから。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙にして人選した方が良いと思います。（70歳代､女､音更市街地)

・意欲的に町議の仕事に取り組みたい人が少なかったからだと思う。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・非常に残念。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なるべくムダを省きながらも、やる気のある議員さんを選び育て活動してもらいたいです。（50歳代､女､

宝来市街地)

・知ってはいるが、町民は今、議会にかんしんの有るような事をやって居ないから。（70歳代､男､宝来市街地)

・あまり好ましくはない。（20歳代､男､農村地域)

・適任者でなくとも当選する。（80歳代以上､男)

・議員定数が多すぎるのでは？少なくして、その分報酬を多くして質の高い人材が議員になるような

選挙になってほしい。（40歳代､男､音更市街地)

・すでに名誉職となっているのでは？議員となっても町政を変える存在ではない。（50歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・無投票はマンネリ化につながる。気骨の有る方が沢山立候補し、競争の原理が必要です。（60歳代､男､
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宝来市街地)

・現在の２２名が多いと言う結果である。（60歳代､女､宝来市街地)

・残念なことだったと思いました。無投票はダメです。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員が多いこと。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・志をもって、意見（政策）をぶつけあう選挙になったほうが良いと思う。無投票だと議員さんは活動

がにぶる。4年間の活動を選挙でとうべきである。（60歳代､男､宝来市街地)

・新しく引越してきた人などは、どんどん選挙に興味がなくなるのではないでしょうか。（20歳代､女､木野

・鈴蘭市街地)

・選挙がない事が、町民の意見がわからない。音更町は共産党が4人いる事が音更町がこまる事が多

い。農村議員が多い事、これから音更町が発展するためには団地から町議が出る事がよい。（60歳代､

女､農村地域)

・特に問題とは思っていません。（30歳代､男､宝来市街地)

・意欲的に町政に関わろうとする人が少ないのかなと思われます。また、余裕がないと思われます。（

30歳代､男､音更市街地)

・町議会議員の定数を削減すべき。町財政の将来を考え断行すべきである。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・本当にやる気の有る人になってほしい。（70歳代､女､農村地域)

・好ましくない。（70歳代､男､音更市街地)

・現状の中では良としたい。経費を掛ければ良いというものではなく、選挙は必ずしも行えば良いとは

思えない。（70歳代､男､音更市街地)

・特にありません。候補者が出てこない状況は町の活性化にはマイナス要素しかないと思いますが・・・。

（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・止むを得ないものと思う。（70歳代､男､音更市街地)

・議員の資質低下や特定の政党割合が増えるなど問題がある。（60歳代､男､農村地域)

・音更町の議員としての使命、役割、認識について理解度はけして高いとは言えないと思う。と同時に

議員として自分の生活をかけてまでの報酬も低いのも現実と思う。もっと議員として立候補したいが、

生活をかけてまで出来る報酬ではないのではないか。（40歳代､男､宝来市街地)

・選挙になれば費用もかかるだろうし、無投票ですむのであれば無駄にお金をかける必要はないと思

う。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・現状維持に満足しているのか、無関心なのか、人任せなのか、面倒な事はしたくないのか・・・。「自分

がやってやろう！！」という活気のある人が少ない町なのかなーとも思った。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・首長の無投票は理解しますが、町議の無投票は問題があると思います。（議員の質が落ちている）（

70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・残念。（60歳代､男､農村地域)

・新聞等で少し知って居る。（80歳代以上､男､音更市街地)

・意見などないです。（80歳代以上､女､農村地域)

・残念だ。各立候補者の名前も主張もわからない。（60歳代､男､駒場市街地)

・無投票ではダメ。（70歳代､女､音更市街地)

・現状ではやむを得ないと思う。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・各界よりバランスよく立候補されており、町民は選挙戦を回避したのではないかと思います。（70歳代､
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男､駒場市街地)

・やはり選挙で選べることができた方が町民のためにしっかり考えて活動してくれる方を選べるのでは

ないかと思う。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員としての高揚が薄れはしないのか？無投票でも所信表明の場と演説は必要だと思う｡（70歳代､女､

木野・鈴蘭市街地)

・町・議会に対する期待感の薄れ。（60歳代､男､音更市街地)

・意味が無いと思う！（60歳代､女､農村地域)

・良いとは思わない。議員の考え等を選択できない。（60歳代､男､宝来市街地)

・選挙になった方が、住民の意見、要望をもっと聞いてくれるのではないか。（50歳代､男､農村地域)

・よい。（50歳代､女､宝来市街地)

・主だつ活動もないのに22人もいらない（必要ない）と思います。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無投票でないほうが本当はいいと思います。無投票がこのままつづいたら議員数をまた減らしたらい

いと思います。高れいかにますますなっていますし。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・残念ですね。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙制である以上、ありえること。出来れば定数の削減も考える時かも。（70歳代､男､農村地域)

・定数が多すぎる。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無投票は議員を怠惰にする要因となる。議員定数はそのためにも削減すべきである。（60歳代､男､木野

・鈴蘭市街地)

・立候補者が少ないのはよくないと思います。候補者の意見を聞いてから決めたいと思いました。（60

歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無投票残念でした。ただ、もう少し社会情勢の分かる人が出て頂きたい。（今、日本がとても危険な

状態ですので、町村から立ち上がらなければと思います。）（80歳代以上､女)

・本来は選挙であるべき。町民にとり、投票行動も意思表示の手段。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無投票だったので次は定数を減らしてもいい。（20歳代､男､農村地域)

・良くも悪くもとれる。定年延長制度と同じで、若い人の活動の場がない事は、あまり良い事ではない

と思うので。（30歳代､女､音更市街地)

・議員は投票で選ぶ事が望ましいと考える。無投票では緊張感がうすれる。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・これだけ多くの人口を抱える町として恥ずかしいことではある。（40歳代､男､宝来市街地)

・やはり選挙は競い合い、その人のやる気、町を町民のために働いて、よくしてくれる人を選挙で競い

合って選ばれる事だと思います。（60歳代､女､音更市街地)

・いい事ではないと思う。同じ人がたがやっていては新しい考えなどがでてこないと思う。（40歳代､女､音

更市街地)

・残念。今の社会情勢の中では、勤め等の関係で立候補しづらいのではないか。定数減も考えるべき

でないか。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・残念に思います。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・仕方がないが、閉鎖的だと思う。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・問題でしょ。普通は一生けん命やって票をもらう、それが無投票ならさぼってもいいべや。（60歳代､男､

木野・鈴蘭市街地)

・どの世界でも、楽しているところに発展はない。苦労しなきゃ‥‥。（60歳代､男､音更市街地)
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・議員の質に関わらず、全員当選いうのは良くない。（20歳代､男､宝来市街地)

・特に思う事はない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・それだけ難しい所と思うけど、昔程、気合の入った人が少なくなり、我関せずも多くなっているのか

も知れません。（60歳代､女､音更市街地)

・本当に適切な人が議員になっているか疑問であります。（60歳代､男､音更市街地)

・非常に残念に思う。（80歳代以上､女､宝来市街地)

・選挙になるなら出馬しないという人が多いから無投票になると思う。町議会議員にあまり魅力を感じ

ない。（20歳代､女､宝来市街地)

・やはり、町民の代表ですから厳しい選挙の結果である方がいいと思います。（70歳代､女､農村地域)

・定数22人は多いと思うので、もう少し考えて下さい。（60歳代､女､駒場市街地)

・以前は町に対しての意見・要望などは議員を通した方が実現しやすいと、地域の代表として議会に送

り出していた時代があったが、現在では町の取組みが良くなり、議員に頼まなくても個人でも行政区

長に依頼しても十分対応可能。よって、地域議員の必要性がなくなったのも原因のひとつであると思

う。又、退職者、農業等の自党議員が多いのは、日々の家庭生活、生活費等に影響のない人達しかな

れないのが現実。町づくりに意欲のある人材が活躍出来る環境整備（報酬等を含め）が必要。（70歳代､

男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会議員は選挙で選ぶと良い。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員数を減らしてやる気のある人を選ぶ。（60歳代､女､宝来市街地)

・良く解りませんが、私のような町政に対する無関心な者が多いためどうでしょうかね・・・。とても残

念に思います。（70歳代､男､宝来市街地)

・無投票はよくない。（60歳代､女､宝来市街地)

・行政がうまくいっていれば、お金がかからなくよい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・①議員定数が多いのではないですか。②地域住民のための活動する意識が一般的にうすいのでは

ないですか。③日常、自由に議員活動できる無職住民の高齢化に伴い、立候補する意欲が湧かない

のではないですか。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・なりたい人が誰でもなれる様ではダメだと思う。もっと選びぬかれた人でなければ。（60歳代､女､農村地域)

・良いと思わない。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・さびしい感じもするが、泡沫候補を加えての順位争い（？）よりは、よい。意欲的に立候補し、活躍し

たい人が、多いのが望ましい姿だが・・・。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・選挙があった方が良いのではないか。個々の評価もされると思う。（70歳代､男､農村地域)

・質問5の理由と重複しますが、無投票になる可能性が高くても、町民1人1人に「何をしていきたいの

か」を明確に示して頂きたく思います。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意識が、「議員は不用」と考えているのではないか。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・良いと思う。（50歳代､男､音更市街地)

・無投票の場合は立候補者自身気持ちに変化がおきるのではないでしょうか。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭

市街地)

・たまたまだと思う。ある程度議会がうまくまわっていて、不満が少ないあらわれでもあるのでは・・・。

（40歳代､男､宝来市街地)

・問題だ。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・多くの人に立候補してもらい無投票は避けるべき。立候補者の意見が聞けない。（80歳代以上､女､木野

・鈴蘭市街地)

・町民の町政に対する関心の無である。無投票というのは町政治に関心がないからである。活気ある

町は無投票はないと思う。（30歳代､男､音更市街地)

・無投票の時はポスター等を作らなくて良い等、お金を使わない方法はないものか。（50歳代､男､木野・

鈴蘭市街地)

・無投票はよくない。立候補者が定員より多くないと投票の意味がないし､町民の代表とは言えない。（

70歳代､男､音更市街地)

・やってはいけないと思う。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・いいかげんな人でも議員になれちゃったりしていると、ヤバイよね。（50歳代､男､農村地域)

・時代の進化と共に現役の情熱がさめた。（70歳代､男､農村地域)

・無投票で本当に良いのか？現職の議員の皆様が、町政を委ねて大丈夫な適格者なのか？町政のプ

ロなのか？いっぱいの疑問があったが、無投票であっても議員の皆様が町政のプロであって欲しいと

願っています。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙でえらびたいです。その人が議員にふさわしい人か、自分でえらびたいです。（70歳代､女､木野・鈴

蘭市街地)

・人間関係が（地域での）希薄になっていることではないでしょうか。地域の行事だけではむずかしいと

思います。（参加しない人に対しての思いが何なのかまで考えなくては。この私見には無理があります

でしょうか。）日常的なくらしの中でのお互いの思いやりを感じた時に期待感が生じると思います。（60

歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無投票については議員の緊張感がなくなり、質問5で書いた自分の利権だけを考える議員も投票で

落とすチャンスをなくしてしまう。実務を行う役場の職員は増員して議員は減らしてほしい。（40歳代､男､

宝来市街地)

・活気のない町になり少々淋しい気もしますが・・・。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・何票以下は落選にして、定数を減らせば良いと思います。働かない人に人件費を税金から出しては

いけない！！（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定数が多いと思います。削減すべきです。（60歳代､女､宝来市街地)

・あまりにも問題だ？（70歳代､男､音更市街地)

・競争心がなく活動がにぶい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・定数が多すぎる。（50歳代､男)

・別にあり得る事だと思う。（50歳代､男､農村地域)

・疑問に思う。（60歳代､女､音更市街地)

●無投票を知らない

・無投票はいけない。選ばれたい人ではなく、身の廻りの選びたい人に出てもらえるシステムが欲しい。

（60歳代､女)

・議員定数が多すぎるから。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・何かの形で行った方がいいのでは。（50 歳代､女､音更市街地)

・みんなかんしんがないからだと思う。だれがなってもかわらないから。（40 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・無投票だと議員に向いていない人が議員になってしまうかもしれませんが、議員になりたい人が全員

議員になれていいと思います。（20 歳代､女､音更市街地)

・自分もふくめ、街づくりは自分たちのためなのに関心がなさすぎ。（60 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・なぜ、立候補がいないのですか？（30 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・しかたない。定数が多いのでは？（50 歳代､男､宝来市街地)

・次に出る人もなく定員だったので仕方ないと思う。定員５人減でも良いのでは？（50歳代､女､音更市街地)

・私も含め無関心な人が多いと思う。町を良くするために代表を決める選挙には行くべき。（30 歳代､女､

木野・鈴蘭市街地)

・直接選ぶ意味で投票をしたほうがよいと思う。（20 歳代､男､音更市街地)

・誰もいなかったんですね・・・。（30 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・よくないと思います。町議会参加に積極的になれる町民が増えればその中から議員へ立候補する人

も出て来るのではないでしょうか。このアンケート、取り組みに期待します。（30 歳代､女､音更市街地)

・特に意見なし。（40 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・減らせば競うと思う。（40 歳代､男､音更市街地)

・町議会議員選挙について興味のない人が多いことを表していると思う。このままでは良くないと思

う。もっと興味を持つような工夫をするべき。（50 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・定数を減らし、無投票状態を解消することでより良い人選を出来るとは思うが、減らす事で町民の意

見が反映しなくなっても良くないので、町に不満が無い現状では無投票でも良いと思う。（30 歳代､男､

木野・鈴蘭市街地)

・無投票は好ましくない。投票による選挙で議員選出の活性化は必要。（60 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票だとせっかくの意味がないのでは・・・。（20 歳代､女､農村地域)

・偶然にそうなったことと思いますが、何となくイヤな感じですネ。（70 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・やはり投票があって然るべきだと思います。（40 歳代､男)

・それだけ関心もたれてないから仕方ない。（20 歳代､女､音更市街地)

・それはそれで仕方ないと思う。（40 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・前もって話ができていて、立候補もできない状態になっているから、無投票で 22 人の定数しかいな

かったのではないですか？（30 歳代､女､宝来市街地)

・私達もふくめてみんな関心を持ちたいです。（60 歳代､女､音更市街地)

・どうとも言えない。（40 歳代､男､駒場市街地)

・一人でも多くの人達が投票すべきだと思います。（70 歳代､女)

・定数内の候補者であれば、無投票はやむを得ない。むしろ、選挙で「選ばれる」ことなく議員となっ

た方々の意思こそこちらが訊いてみたい。（30 歳代､男､宝来市街地)

・行政側の都合のいいように行っているとしか思えない。何故 22 人なのか？この数字の根拠は？（30

歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員になりたい人がいないのでは？選挙はお金がかかるので無投票もある意味よいのでは？（70 歳

代､女､農村地域)

・議員さん本人はえらそう？だが。本当か？疑問。（無投票の件は忘れている）（70 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選挙したら金かかるからいいんじゃない。（30 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・意欲的な方が居ない。全体的に不努力、活力不足、奉仕される気がない。都合が良すぎないでしょ
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うか。低調に間違いないです、きっと。貧乏人が収入を得ようとする事とは少ししか関係がないのか。

（50 歳代､男､農村地域)

・議員に関心がないから。（40 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員に入替があった上での無投票なのでしょうか？何割かが入替るのであれば進み続ける、変わっ

ていくような、良くなっていくような期待も感じます。（30 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員定数が多すぎるから。（60 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・保守的な理由であればどうかと思います。選挙が行われれば基本的には行きます。（30 歳代､男､木野・

鈴蘭市街地)

・よくわからないですが、無投票は良くはないと思う。（30 歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・選挙に興味がある人ばかりではないので、仕方がないのかなと思う。（20 歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定数が多すぎるのかな？（40 歳代､男､音更市街地)

・仕方がないと思うけど、もしもふさわしくない人がそのままという事があれば好ましくない。（30 歳代､

男､木野・鈴蘭市街地)

・町民に認めてもらえるような活動をしてほしいです。（40 歳代､女､音更市街地)
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◆質問６－３ 現在の町議会議員の定数は２２人ですが、今後の定数について、あなたの考

えにいちばん近い項目を１つだけ選んで番号に○をつけてください。また、その理由

を記入してください。

設 問 回答数 構成比

(1) 現在の定数のままで良い 125人 27.9%

(2) 現在より増やすべきである 6人 1.3%

(3) 現在より減らすべきである 162人 36.2%

(4) わからない 136人 30.4%

無回答 19人 4.2%

計 448人 100.0%

何人程度増やすべきか 回答数 構成比

2人 2人 33.3%

20人以上 2人 33.3%

無回答 2人 33.4%

計 6人 100.0%

何人程度減らすべきか 回答数 構成比

1人 3人 1.9%

2人 72人 44.4%

3人 7人 4.3%

4 人 19人 11.7%

5人 20人 12.4%

6人 1人 0.6%

7人 6人 3.7%

10人 10人 6.2%

12人 1人 0.6%

15人 1人 0.6%

17人 1人 0.6%

18人 3人 1.9%

19人 1人 0.6%

20人 1人 0.6%

22人 1人 0.6%

無回答 15人 9.3%

計 162人 100.0%
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※その理由を記入してください。

記述回答（198人）

●現在の定数のままで良い

・他町村と比べ、適当かなと思う。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・多いか少ないかが分からないので、現在のままでいいのではないかと思います。（20歳代､女､音更市街地)

・ちょうどいいと思うので。（50歳代､女､音更市街地)

・法定定数を下まわっている。減らすより表（議会でもっと発言すべき。）裏があるなら（うわさ）もっと

議会を使うべき。（60歳代､男､音更市街地)

・現状でなんとかなっているのであれば今のままで良いのではないでしょうか。忙しくどうしても必要と

なれば、増やせば良いと思います。（40歳代､女､駒場市街地)

・多様化している現在では議員は最低限２２名は必要と思う。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・道内同規模の市町村と比べて。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・現在も反映されていることから現状で良い。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・大音更（45,466人）として、これ以上議員定数を改定すべきでないかと思う。（60歳代､女､木野・鈴蘭市

街地)

・2,000人に１人が理想だと思います。町の把握、及び町民の負担を考えた所で現状はＯＫです。（50歳

代､女､木野・鈴蘭市街地)

・6-2に同じ（定数を減らし、無投票状態を解消することでより良い人選を出来るとは思うが、減らす事

で町民の意見が反映しなくなっても良くないので、町に不満が無い現状では無投票でも良いと思う）。（

30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんは、ほんらい町民の声を議会へ届けるのが仕事で、そこをむやみに減らすべきではない。

議員、議会活動を（全体）をレベルアップさせるべきだ。（60歳代､男､宝来市街地)

・人口に対しては多すぎるということはないと思います。議員の質が低下しないことを願っています。（

20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・かわらないといいとおもう。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の人数を考えると減らす必要はない気がします。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・よく分からないけど、他の市町村を見ても妥当な人数なのかな、と思う。平成15年からどうして減っ

たのだろうと思う。経費削減でしょうか・・・？（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定数を減らせば１人１人にふたんがかかると思う。（60歳代､男､音更市街地)

・わからないから。（80歳代以上､女､農村地域)

・各委員会の役割を見ると、現在の22名は必要人数だと思う。あまり少ないと、役割負担が増えて、

活動低下になると思う。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・多いのか少ないのかよくわからないが、違和感がないので。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町民の声をきくには、てきとうだから。人口もふえているようですし。（50歳代､女､宝来市街地)

・減らしたら町の中は良くなるのでしょうか？（50歳代､女､宝来市街地)

・定数を減らすだけが議会活性化の対策ではない。いつまで、どこまで減らし続けるか？議会活性化
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の他の対策を考えるべき。（60歳代､男､農村地域)

・増減の理由が不明。複数意見反映の為、あまり減らさない方が良い。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・わからないが現在の定数で良いと思う。（40歳代､男､駒場市街地)

・町としては妥当だと思いますが、如何でしょうか？まだ在住して12年ですので、内容はよく判ってい

ません。申し訳ありません。（70歳代､女)

・何でも減らす事が良い事ではない。人数に見合った活動に期待する。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・あまり少ないと町民の意志をくみとってもらえないような気がする。（40歳代､女､音更市街地)

・定数は現状でよいが、給料はもっと減らすべき。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・増減させる理由がない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・現状で満足し安心している事は事実です。やはり、減れば不安になります。（50歳代､男､農村地域)

・小年は減らすべき。（50歳代､男､音更市街地)

・増えると報酬出さないといけないのでお金がかかる。減らすと意見や考えが広がりにくい。（20歳代､男､

木野・鈴蘭市街地)

・45,000人の人口を抱えている我町は適当と思われる。（70歳代､男､農村地域)

・町の人口、地域の広がりから考えて、妥当ではないか？（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・現在の町人口の数から見て現定数で良いと思う。（70歳代､男､農村地域)

・安定しているから。（50歳代､男､音更市街地)

・これ以上定数が少なくなれば充分な諸問題に取りくむ事がむずかしいのでは。（80歳代以上､女､木野・鈴

蘭市街地)

・町民数から考えれば多いとは思わない。まだまだ必要な政策もあるだろうし。今の人数を維持してが

んばっていただきたい。（40歳代､男､宝来市街地)

・多数の議員で審議された方が良い。（60歳代､男､農村地域)

・定数はそのままで良いが公費のかからない方法を。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・資料を見て大体こんなものなのかなと思ったから。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

●現在より増やすべきである

・町民の声を少しでも多くきくため。（50歳代､男､農村地域)

・音更町は帯広市の人口のドーナツ現象が現れていますので、これからも、音更町の町民の人口は少

しずつ多くなっていくと思います。又、環境も大変良くて、住みよい町です。私は、音更町で生まれ、

育ちましたので、なおのこと良いと思います。なぜそう思ったのか？現在６０歳代ですけれども、仕事

は職務で、全道をくまなく、各地を泊り、走り、仕事をしてきましたから、よくわかります。（60歳代､男､木

野・鈴蘭市街地)

・他の自治体との差をみて。音更は農業、温泉、市街地など、様々な異なる業種の方が多いので。（30

歳代､女､音更市街地)

・幅広い年齢層（職種）から多くの意見が必要と思います。30～40名程度の在籍でも良いのでは？（

30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・少数意見も取り上げるには、ボランティア精神でもって増員した方がよい。22人程度では意見が片

寄りしないか？（監視機関として重要）（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・少人数は多様な意見を見落とす。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)



41

●現在より減らすべきである

・22人は多い。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員定数多すぎ。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町規模の自治体では、５～６人程度で充分。人数が多いとさまざまな団体や地域などの利害で

活動する傾向が強くなる。（20歳代､女､音更市街地)

・たくさんいても、かわらないと思う。その人たちの報酬を他のことにまわした方がいい。（40歳代､女､木

野・鈴蘭市街地)

・１７人でも充分こなせる。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・人口を見たら多すぎる。報酬を減らすか定数を減らすべき。（女､宝来市街地)

・そもそも、町議員がなにをしているか、していてもその成果が全く伝わらない。逆に質問、２２人も必

要なの？（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・財政的にも（議員報酬費）、経費削減すべきである。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・財政負担の軽減と社会福祉、高齢者社会へまわすべき。（50歳代､男､駒場市街地)

・その分低水準で暮らしている家庭に手厚い保護をして欲しいから。（私の家もふくめて）（50歳代､男､木

野・鈴蘭市街地)

・経費の節減。議員としてあまり活動しない人はいらない。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・１０人いればけっこうです。その分１人に報酬を多くして兼業はやめるべきです。‥‥‥古い体質はや

めにしましょう！（50歳代､女､音更市街地)

・あまり質疑をしない議員が数人いると聞いた事が有る。つまり、いてもいなくてもよい議員が最低で

も２人はいると思うから。（60歳代､男)

・意見を述べる人は、いつも同じ人で、減になる事でより町民に評価される議会になるのでは。（50歳代､

女､音更市街地)

・減らすとなれば議員の「競争」も期待できる。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・２２人という中途半端な数がわからない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・そんなに人数が必要と思わない。減らして町民から参加し、意見交換をした方が良いのでは？議員

の人の報酬などを考えると、税金減るんではないか？（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・本当はもっと減らした方がいいのかも・・・。少なくとも投票はしなくちゃ・・・。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民人口に対して議員が多すぎると思います。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会運営に支障が無い程度に、経費を減らすべきだから。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票にならない方がよい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・人口に対して多いから。（70歳代､女､音更市街地)

・より意欲的に議会活動をする人を選出するため。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・今後ともなり手がいないのではないか。少数精鋭で行えば良い。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・今はあまり町民のためになる議員はいないから？（70歳代､男､宝来市街地)

・活躍しない人はいらない！！（60歳代､女､音更市街地)

・議員専門職とした方が良い。そのため定数を半分程度削減し、議員報酬を２倍程度ふやす方が良い
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のではないか。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・他市町村（恵庭市、北広島市）と比較すると減らすべきだ。（60歳代､男､宝来市街地)

・１議員に対する人口が少ない。（60歳代､女､宝来市街地)

・北広島市の人口60,000人で22人なら45,000人の音更町では20人位で良い様に思えます。他事で

すが、幕別町、芽室町はもっと多すぎる様に感じました。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・少数精鋭主義でやってもらいたい、無駄な議員は排除すべきだと思います。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・同規模の市に比べて。（70歳代､女､農村地域)

・漠然と問われても多い少ないの判断は難しいが現状を考慮した時20人が可。（70歳代､男､音更市街地)

・少数精鋭を望む。（70歳代､男､音更市街地)

・財政が困難なようだから。（70歳代､女､音更市街地)

・スリムな行政組織の確立のため、議会が率先して、削減に取り組むべきである。（60歳代､男､農村地域)

・人件費のコストダウンと代わりに一人当たりの議員報酬のＵＰ、及び権限を移譲推進し、コンプライ

アンスに抵触する様な活動が発生の際は即離職させるしくみつくり。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員報酬はもう少し引上げるべきだと思う。そうしないと議員としてやって見たい人が、立候補出来な

い状況である。予算の関係からと思うが、質を高める為に人員を削減し、報酬は上げるべきだと思う。（

40歳代､男､宝来市街地)

・少しずつ減らしていくべき。他の町村では、なりたい人がいなくて無理やり定数を確保しているところ

もあるらしい。（30歳代､男､宝来市街地)

・そんなにいらないから。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町職員が減っていて頑張っている状況の中で議員は一期（4年間）の中でも質問等もしない議員もお

り、厳しい時であるので財政上減らすべきと考えます。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員は減っても仕事に変化はない、経費のムダ。（60歳代､男､宝来市街地)

・議員報酬を上げる。（60歳代､男､農村地域)

・多すぎる。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票になる様であれば、減にすべき。20人いれば良い。（60歳代､男､駒場市街地)

・他の市町村を見ると人口の割合から多すぎる。（70歳代､女､音更市街地)

・議会だよりをみるかぎり、議論が町民の関心事に添っているとは思えず、又、裏では個別に役場と取

引している様子も感じられ、議員としていかがかと思う。議員は大局的な現地のみの議論をかわしてほ

しい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・経費の節減。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員歳費の縮小。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・その予算を福祉に回してほしい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・他市町村の人口割合から言っても、将来の人口減を考えると減らすべき。（70歳代､男､駒場市街地)

・実際減らすことが良いのかどうかも仕事の内容がわからないので何とも言えないが、議員報酬のこ

とからも減らしてやっていけるのであれば減らすべきだと思う。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員の質の向上（60歳代､男､音更市街地)

・必要ない。（40歳代､女)

・部門ごとに区分けすれば良い。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・少子高齢化にともない、ボランティア等不足していると聞いています。議員報酬を他に使うようにす
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る。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・少数精鋭でも十分やれると思います。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・外国の例からすれば多すぎる。（70歳代､男､農村地域)

・22人の必要性を感じない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・最小人数で良いと思う。（60歳代､女､農村地域)

・現在どのような組織であってもスリム化を進めている。他の町村の比較ではなく、率先して行ってい

ただきたい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票という事はダメじゃないかと思います。議員さん１人１人の考えにもよると思いますが、音更町

の事を考えている人になってもらいたいです。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・財政が苦しいので少しでも。（80歳代以上､女)

・議員定数の状況の平均が帯広市含めて2737人の町民に対して１人の議員なので、17～18人でも意

志決定に影響がある様に感じない為。（40歳代､男､宝来市街地)

・定数を減らして投票になった方が具体的な公約も出すし､当選後もやる気を出すと思うから。（20歳代､

男､農村地域)

・音更町、人口45,466人で、これだけの議員さん必要ですか。議員さん一人に対して、月額報酬、期

末手当、政務活動費が多大ですね。（60歳代､女､音更市街地)

・定数減による、議員費を議員報酬に回していき、議員の収入安定をはかることにより、より議員活動

がしやすくなるのではないか。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票が続くと良くないと思う。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんの報酬って高いんでないの、何ぼだか知らないけど。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・量よりも質で勝負すべきと思うから。今の一般質問をきいていると何を質問しているかわからない事

が多い。（行政用語が多いというわけでなく、何が言いたいかわからない）（20歳代､男､宝来市街地)

・無投票だから減らしても良いと思うが、選挙になってお金をかけるのも良くないと思う。（50歳代､男､宝

来市街地)

・現状のままでは改革にならない。1割減でやってみるのもいいと思う。（70歳代､女､農村地域)

・議員の数ではなく、議員の人間性、資質が大切。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・経費節約もあります。（60歳代､女､音更市街地)

・無駄なお金がかかる。その分他に回した方が有効だから！（80歳代以上､女､宝来市街地)

・多すぎる。（60歳代､男､宝来市街地)

・音更町で22人は多い気がするが、あまり少なくても意見がかたよりやすいので、少し減らす程度が

良いと思う。（20歳代､女､宝来市街地)

・大勢いても意見も分かれ結局まとまらないと思う。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・近隣の帯広市と比べると22人は多いと思う。（60歳代､女､音更市街地)

・議員ばかり増やして税金がかかるので、その場だけなら少なくしてもいいのでは。（60歳代､女､駒場市街地)

・「議員定数等調査特別委員会」を設置した主旨を考えると、減になるのが当然の結果になるはず。（

議員の身分を失いたくない本音での審議が見え隠れする。）（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・今後の議員は少数の議員で運営するのが好ましい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票で入ると、活動してないのなら増やしてもよいがどのような仕事をしているのかわからないの

で、税金の無駄。無投票は良くない。（60歳代､女､宝来市街地)
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・定数22人も16人も町政に大きな影響はないと思いますが・・・。年金受給者からこれ以上税金の増

額、徴収を止めて欲しい。（70歳代､男､宝来市街地)

・町の人口と前回無投票であったこと。（60歳代､女､宝来市街地)

・ほとんどの人が必要としていないのでは？（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町財政の健全化を保持するために、職員や理事者の賃金、給与などを減額し、改善措置を行ってい

るようですが、町議会側においても、住民が理解できるように議員定数や報酬などの削減を図る必要

があるのではないですか。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・22人いても・・・正直22人いないとダメな理由がわからない。（20歳代､女､宝来市街地)

・議員報酬を公共事業等に使ったら良いと思う。（40歳代､女､音更市街地)

・人口3,000人当り1議員で良いから。45,000人／3,000人＝15人（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・人口増でも無感心層も多いと思われるので、現状では、団体や組織が利するだけで民意は繁栄しな

いと思う。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・役にたっていない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・人数を減らして給料を上げた方が良い。安いと成り手がいなくなるのでは。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・そんなに人数が必要かわからない。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・選挙ない事は問題であり人口の多い地区からの議員が少ない。議員も少数の20名程度が良いので

は。改革を望む。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・人口の割に多い。無投票避ける為。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・近隣市町の議員の定数からみて多すぎる。（30歳代､男､音更市街地)

・不景気な時代、もっと若い人が議員になり、少人数でも町の発展を真剣に尽力して欲しい。（70歳代､

男､音更市街地)

・共産党は４人もいらない。（50歳代､男､農村地域)

・時代の進化とともに、その必要性を失った。（70歳代､男､農村地域)

・北広島市や恵庭市の人口に比べたら音更は2人程度減らすべきです。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・質問6-2（無投票については議員の緊張感がなくなり、質問5で書いた自分の利権だけを考える議員

も投票で落とすチャンスをなくしてしまう。実務を行う役場の職員は増員して議員は減らしてほしい。）

のとおり。（40歳代､男､宝来市街地)

・議員さんになっていられても、充分に誇りを持って活躍していられる方が何人いらしゃるのか？色々

とむずかしい現状だとは思いますが、真剣に考えても今更という方が多いようですしね！！（70歳代､女､

木野・鈴蘭市街地)

・人口密度で計算したりしても良いかと思います。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・民間企業では少数精鋭で兼任掛け持ち。町の運営に支障をきたさない定数を見極めよう。（40歳代､

男､音更市街地)

・帯広市と比較しても多いと思います。財政の為にも少しでも削減して町民の為に。（60歳代､女､宝来市街地)

・無だが多く町民に反映されてると思われないから。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・そもそも市町村議員、役員、職員は民間より人数が多く、休日等、優遇されている。最低人員は必

要と思うが・・・。（50歳代､女)

・以前、議会中に意見を発言しなかったり眠っている人もいるとききました。（50歳代､男)

・２０人いれば十分だと思う。（50歳代､男､農村地域)
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・財政難の折、２名の経費を削減して経済活動して頂きたい。災害対策などに貯える。（60歳代､女､音更

市街地)

●わからない

・22人もいるの??!（60歳代､女)

・定数について考えた事はないが、議会への出席率が低い又は町民の期待に反した行動が常態となっ

てる状況があるのであれば減らすべき。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・２２人はちゃんと活動してるんですか？給料ドロボーになってませんか？（30歳代､男)

・増やすべきか、減らすべきかは、仕事の質にもよる。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・よくわからず。多い、少ないとは言えない。だが、半数程度で良いのでは？（50歳代､男､宝来市街地)

・議員さんの職務の必要性や、議員報酬を単純に計算すると￥8,500,000位ですが、町税で賄う事

が出来るのであれば・・・・。（60歳代､女､音更市街地)

・他の町村と比較して、多いのか少ないのか、わからないため。（20歳代､男､音更市街地)

・定数は人口で決めるべきなのでしょうか？仕事の内容で決めるのでしょうか？でも、あまり少人数で

は問題もあると思います。（チェック、審議の偏り等）（50歳代､男､音更市街地)

・必要な人数であれば良いと思う。不必要な人数は減らすべき。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・その定数で仕事ができているのであれば、今の定数でもいいと思いますが、現状がわかりません。（

30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・よくわからない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・今現在回りより自分の困ったなァという事が感じられないので。（50歳代､女､宝来市街地)

・減らしてみるといいのでは？（いつも同じ人ばかり）（40歳代､男､音更市街地)

・それぞれ役割があると思うが、１人でも出来るようなことを２人でやっているとすれば、人件費の無駄

だと思う。必要最低限の人数がいれば十分。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町はますます人口が増加すると思う。（その時22名では少ないはず）（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・正直、議員のことについて考えたことがなかった。なので、この人数が良いのか、少ないのか全く見

当がつかない。（20歳代､女､農村地域)

・なぜ？22人いるの？（40歳代､女､宝来市街地)

・よく考えた事がないため。（30歳代､男､音更市街地)

・議会をみていないし、22人でどれ位の忙しさで活動しているのかわからないので。ただあまり減らし

てきちんとした活動にならないのでは困る。（30歳代､女､音更市街地)

・町内会代表という形で選出されているようですが、高齢者が多いようです。年代別、世代別というよ

うな選出方法は？提案事項がさして討論もなく決まるのが常であれば、定数はもっとへらして良いと

思いますが、逆であれば、増やす方向ですね。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・近隣市町村と比べ（人口比）てみても、又無投票だった現実も一回くらいで判断するのはわかりませ

ん。人数減にして、議会活動が低迷しては困ります。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・80歳は何も分からなくて申し訳ありせん。（80歳代以上､女､駒場市街地)

・多くても少なくても内容が変わらなければ”分からない”としか言いようが有りません。（60歳代､女､農村地域)

・人口に対しての割合等がわからない。（60歳代､男､宝来市街地)

・なぜ22人必要なのか根拠が判らないから。（50歳代､女､音更市街地)
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・たくさんいても変わらないのならへらしてもいいのかも。給与もへらしてほしい。民間は減らされるば

かり。（30歳代､女､宝来市街地)

・定数の増減で何か変わりますか？（40歳代､女､宝来市街地)

・仕事に、家庭の介護に、ゆったり見たり余裕はありません。（50歳代､女､音更市街地)

・どんな政策を基に活動しているのか、どれだけ経費がかかっているのか等、具体的に人数の適正数

を判断している材料がないため、判断のしようがない。（30歳代､男､宝来市街地)

・無投票が続くようであれば減らしても良いと思う。（40歳代､男､宝来市街地)

・議会担当職員が、感じていることが知りたい。（60歳代､男､音更市街地)

・22人必要な理由は何か？わからないし、説明もない。納得のいく説明と十分な理由があればよい。

必要性があると町民が判断すれば、一方的かつ感情的な批判は受けないでしょうし、定員数も自然と

適正な人数になっていくのではないでしょうか。多い少ないは問題ではない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・「２２人」と定められているのは、地区数や人口の分布など、根拠があってのことと思うので。それが

現状でも妥当な人数かどうかは、その根拠を知らないので、わからない。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・一生懸命、町民のために活動してくれる方ばかりなのであれば、人数の多い少ないはどちらでもかま

いません。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・具体的な活動を良くわかってないので。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・平成１５年から4名も減っているのは、どんな理由なのか。実際、行政・町政に携わる方々が、大変き

つい思いをしているのなら、何人か元に戻したら良いのではないか。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●無回答

・２２人いてもいなくても、変わらなければ意味なし。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・現状維持も増減もそれなりの理由が挙げられる。ただ、定数の問題が感情論にならない事を望む。（

40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・退職者の２次職場みたいな感じで感心しないです。もっと町のあり方を前向きに考える議員を選出す

べきだと思います。（70歳代､女､農村地域)

◆質問７ あなたは町議会議員になってみたいですか。あてはまる項目を１つだけ選んで番号

に○をつけてください。また、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比

(1) なってみたい 27人 6.0%

(2) なりたくない 317人 70.8%

(3) わからない 87人 19.4%

無回答 17人 3.8%

計 448人 100.0%

※その理由を記入してください。

記述回答（192人）

●なってみたい
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・楽しそうだからです。（20歳代､女､音更市街地)

・なにをしているのか、なにをするべきなのかが知りたい。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・私の様に低水準で暮らしている人たちを助けたいから。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・５０歳未満の議員が不在で、子育て世代の意思が反映されにくいのではと考える為。又、農家と兼業

もしくは出身者が多く、偏りを感じる。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の下々の方々の意見を反映させたい。そのために月給もらうのだから‥‥‥。（50歳代､女､音更市

街地)

・町民の１００人、２００人でも良いから取り上げたい。さほど給与？は高くないが。（60歳代､男､音更市街地)

・どのような仕事をしているのか、また人数（定数）が22人も必要なのか、報酬に見あったものなのか

を実際にやって感じてみたい。ただ、お金の持っている人、権力のある人しかなれないイメージが強す

ぎる。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・若い人がいることで子育て世代の意見をとり入れることができる。町議会議員はいろんな年代で構

成されるとよい。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・子育て世代の暮らしが良くなるのであれば。でも、全体の事はみられません｡母の立場で｡（30歳代､女､

音更市街地)

・町を住みやすく改善したいと思う。（20歳代､男､宝来市街地)

・①に○印はしたが、年齢上、②が心境です。（70歳代､男､音更市街地)

・年齢が若ければ・・・。（70歳代､男､音更市街地)

・将来ビジョンの活発な提案、論議して町民要望の実現に向けた活動強化。（60歳代､男､農村地域)

・いわゆる二世議員候補だけが議員に成れる風習が打破できないか？地域のために働きたいという意

欲のある人、必ずしも資金、時間に余裕なく、地域での知名度ない。人材発掘の仕かけを考えるべき。

（60歳代､男､農村地域)

・町作りに参加したい。（30歳代､男､音更市街地)

・このアンケートなどのことなどわかることや町のことについて仕事をしてみたい。（40歳代､男､駒場市街地)

・定数が適正かどうか、活動が十分か、意思が反映されているか、など、議員になってみなければ判断

の下しようがない。問題点は当事者にならなければ分からないため。（30歳代､男､宝来市街地)

・住みやすい。（美しく、安心、やすらげる）よい音更になって欲しい。本当の大変さが分からないから。

（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・役に立てば喜びだから。（50歳代､男､農村地域)

・真面目という資質だけで安心して結婚、子育てが出来る生活を保障したい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町をもっと良くしていきたい。（50歳代､男)

●なりたくない

・頭が悪いから。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自分に務まると思わないから。（20歳代､女､音更市街地)

・年齢的に出来ない。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・口で言うだけで、実行することがない。批判するだけなら、こんな楽なことはない。（20歳代､女､音更市街地)

・興味なし！（80歳代以上､､農村地域)

・力不足。（50歳代､女､音更市街地)



48

・今の仕事がいそがしいけど、やりがいがある。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・今の仕事が忙しい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員の給与だけでは飯がくえないので、力がはいらない。（50歳代､男､農村地域)

・年齢的にも無理。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・現行以上の仕事はできないし、意見が通らないと考えるから。（50歳代､男､駒場市街地)

・私は６０歳代です。もう年です。今まで、現在も、現職で、元気の良い町議さんを選んで来ています。

元気の良い町議さんを､あとおしして､町政を見守っていきたいと思います。感謝・感謝・です。（60歳代､

男､木野・鈴蘭市街地)

・学もないし、自分にはとても無理です。（50歳代､女､音更市街地)

・関心がない。（50歳代､男､宝来市街地)

・平成２５年度町政執行方針を見せてもらいましたが、私にはとても出来そうな事ではありません。あ

まり関心は無いですが、それでも、それなりに住みやすくて良い所だと思います。（40歳代､女､駒場市街地)

・能力がないから。（60歳代､男)

・それだけの能力がない。パワーがない。（50歳代､女､音更市街地)

・その器でない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・本業に支障が出るから。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なりたくないから。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意見を聞く事が出来ても実行力がありません。（60歳代､女､音更市街地)

・足も悪いし、車もないし・・・。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・役場職員の天下りは絶対させない。（60歳代､男)

・自己には町議会議員としての器量はないことから。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・人格者でない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町議会の仕事が全くわからないから。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・仕事のため。（20歳代､男､音更市街地)

・自分の仕事があるので・・・。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自由がなく、しがらみだらけだから。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・わずらわしいのがイヤ。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢です。ちょっとおそかった。（70歳代､女､音更市街地)

・指導力がないから。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・その器ではない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・体調不良で続かない。（体力）（70歳代､男､音更市街地)

・身体的に無理です。（50歳代､女､宝来市街地)

・言われた事を気にするタイプなので、ストレスがたまりそう。（20歳代､男､農村地域)

・自分は能力がないからです。（60歳代､女､音更市街地)

・仕事をしているので、そのようなことは考えられない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・古いしきたりがあったり、レベルの低い議員とはいっしょに仕事ができない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・その様な器でないし、なにも議員にならなくても活動は出来る。（60歳代､男､宝来市街地)

・議員さんの活動はたいへんだと思う。本気でやれば。（地域の意見や、町民の意見を聞く活動をし、

議会に届ける。このことを本気でやるだけでも大変だ）（60歳代､男､宝来市街地)
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・発言はいえても時間が大変。組織力がなければ絶対無理！（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・責任が大きすぎる気がします。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・障害で無理。（30歳代､男､宝来市街地)

・いい年だから。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・きっと、めんどう。（40歳代､女､宝来市街地)

・魅力を感じないため。（30歳代､男､音更市街地)

・自由なのがよい。（70歳代､女､農村地域)

・その力が全くないと思います。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・現在の仕事でいっぱいなので。（40歳代､男)

・人前に出るのが苦手だから。（70歳代､女､音更市街地)

・議員という役職に興味が無い。（40歳代､女､音更市街地)

・政治的な仕事は性格的に合わないと思うので、議員にはなりたいと思いません。（60歳代､男､音更市街地)

・現在の仕事をやめてまでも議員として生計を立ててやっていけないから。しかし、生計がたてれば、

議員としてやって見たい。（40歳代､男､宝来市街地)

・大変そう。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自分が人の代表になれると思わない。冷静な判断が出来ないタイプの人間だから。政治に興味なし。

（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・必要ない。（60歳代､男､宝来市街地)

・年齢。（60歳代､男､農村地域)

・今の所仕事をしているのでむずかしい。（60歳代､男､音更市街地)

・なんにも出来ない。（80歳代以上､女､農村地域)

・誰でもなれるかもしれないが、出来るわけではない。（60歳代､男､駒場市街地)

・年齢のため。（70歳代､女､音更市街地)

・町の事はおまかせした中で、良い町に住んでいたいと思うから。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・年齢的にその立場にない。（70歳代､男､駒場市街地)

・なにをするか知らなかった。（20歳代､女､音更市街地)

・今現在仕事をしているので考えられない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢である。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢なので。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・考えた事もないし、単純になりたいと思わないので。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・80代以上でできない。（80歳代以上､女､音更市街地)

・性格的に合わない。（60歳代､男､音更市街地)

・自分の能力では、いろんな問題に対応出来ない。（60歳代､男､宝来市街地)

・資質が無いように思うから。（50歳代､女､音更市街地)

・なりたい良さがわからない。（40歳代､女)

・力がない。（50歳代､女､宝来市街地)

・荷が重すぎる。（50歳代､女､宝来市街地)

・高齢者ですから体力もありません。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢のため。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・もっと良い人がいるでしょう。（70歳代､男､農村地域)

・向いていない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・性格的に人の前にたつことは苦手です。かげでコソコソ頑張りたいです。（60歳代､女､音更市街地)

・現在多忙であり、年齢的にも無理である。若い人の立起を支援したい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自分の意見をまとめて話すことは出来ない。他の人の前で話すと緊張します。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・本業との両立は困難。今後も一町民として議会運営を見守りたい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・大変なお仕事だと思います。（70歳代､女)

・今は家族の事に全力をそそぎたいから。（40歳代､女､宝来市街地)

・家の仕事があるから。（20歳代､男､農村地域)

・もう年だから（若者に期待）（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・生活ができない。（現在の給与の方が高い）結局は余裕のある方（時間や生活）でなければできない

と思います。（40歳代､男､宝来市街地)

・自分が人様の上に立つような人間ではない。私生活がなくなるから。（40歳代､女､音更市街地)

・年齢的に無理である。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・そのような器ではない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・興味がわかない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんはいばりたいか、えらく思われたくてなってる人ばかり。本当にりっぱでえらい人は議員にな

ってません。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・むずかしそうだから。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自分の身の程を知っているから。（60歳代､男､音更市街地)

・今の仕事があるから。（20歳代､男､宝来市街地)

・もう年なので無理。若ければやってみたい。（70歳代､女､農村地域)

・町民の意見、希望など聞き歩くのが大変。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・自身にとってメリットがない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・健康上不安があるため。（80歳代以上､男､音更市街地)

・年だから。（60歳代､男､宝来市街地)

・まだ若いから。議員が何をしているか（どんな仕事をしているか）わからないから。（20歳代､女､宝来市街地)

・もう無理です。（年齢的に）（70歳代､女､農村地域)

・あまり変わらないので！（60歳代､女､駒場市街地)

・普通常識のある人は議員にはならないし、なりたいと思わない。自分の人生に汚点を残したくない。（

70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・年齢が取り過ぎてます。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議になるだけの知識？能力がないため。（70歳代､男､宝来市街地)

・力不足。（50歳代､男､農村地域)

・質問6-3（ほとんどの人が必要としていないのでは？）と同じ。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・高齢です。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・仕事が多忙なので。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・圧力とかありそう。本当に自分のしたい仕事ができず流されそう。（20歳代､女､宝来市街地)

・興味が無い。（40歳代､女､音更市街地)
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・自分には資質がない。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・現在は高齢でやる気なし。以前から専業農家としてやる限りその気はなかった！（70歳代､男､農村地域)

・年齢。（80歳代以上､男､宝来市街地)

・若い人にまかせたい。（60歳代､男)

・考える年齢でない。（70歳代､男､農村地域)

・子育てで余裕がないため。転勤があるため（夫の）。しかし、子育て中の母親でも議員として活動でき

るシステムがあると良いと思います。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・少しの年金生活で頭がいっぱいです。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・無理だから。（50歳代､男､音更市街地)

・今の仕事にやりがいがあり、手がいっぱい。（40歳代､男､宝来市街地)

・その器でない。（60歳代､男､農村地域)

・高齢だから。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・老齢の為。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員として無責任な事はできない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・年齢が年齢なので古くさい考えになってしまう。（70歳代､男､音更市街地)

・できないから。（70歳代､女､駒場市街地)

・高年齢の為に何事でも判断が鈍くなった。（70歳代､女､音更市街地)

・町議会員に成る頭が有りません。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・能力的に無理。人望もない。（50歳代､男､農村地域)

・口が廻らない。（70歳代､男､農村地域)

・町議会議員は町政のプロであるべきと思っています。年齢的にも、前歴からして、私は町政のプロに

はなれません。「2」を選択しました。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・現在の仕事にやりがいを感じているので。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・責任が重すぎる。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・開かれた議会だと感じていません。その状態では出られないし、代表になれない。（40歳代､女､木野・鈴

蘭市街地)

・「○○チルドレン」のように実績残せず終わりそう。（40歳代､男､音更市街地)

・病気だから。（40歳代､女､音更市街地)

・議員はうそのつける人だと思うから。（50歳代､男､農村地域)

●わからない

・勉強不足で器ではない。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・考えた事がない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どんな活動しているのかわからないから。（女､宝来市街地)

・年齢的にも体力的にもむり。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・今現在の気持ちとしては分からない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・今の議会があまりにも法律に定められすぎている。（70歳代､男､宝来市街地)

・若い人がなりにくいと思う。（40歳代､男､音更市街地)

・今の仕事を続けたいから。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)
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・どういう人が議員になって、何をしているのかよく知らないので・・・。（20歳代､女､農村地域)

・活動を見たことがなく、仕事としてやりがいがどのあたりにあるのかわからない。（30歳代､女､音更市街地)

・町議会の必要性が理解出来ないところがあるため。絶対的に必要な条件、環境など理解出来ると良

いのだが・・・。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・ある種の裁判員制度のような仕組みで町民を選出あるいは募集し、町民成人有権者（議事によって

は中高生）も一定期間オブザーバーとして、その案件の恩恵を受ける町民の目線の人が参加協議の

場へ出席、議論できるしくみつくりができれば住みよい町つくりに更に前進すると思います。町行政へ

有識者の参加。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会そのものが良くわからないから。（80歳代以上､男､音更市街地)

・子育て中でそのような責任ある職になってみたいなど思った事はありませんでした。（30歳代､女､木野・

鈴蘭市街地)

・どうやればいいのかわからない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・個人的な理由として活動や役に対する役割が理解しきれていないので。（私達の勉強不足、意識不足）

（40歳代､男､宝来市街地)

・なってみたら色んな事が見えてくるから、良い経験になるでしょう。でもなる素質はないと思うので。

（30歳代､女､音更市街地)

・質問6-3と同じ（仕事に、家庭の介護に、ゆったり見たり余裕はありません）。（50歳代､女､音更市街地)

・議員の仕事に魅力を感じていない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・他人に賛成されない、と思うのもあります。（60歳代､女､音更市街地)

・年齢に無理が有るから！（80歳代以上､女､宝来市街地)

・自分の生活とつながっている実感がないので。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・80才以上の年齢では無理と思います。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・考えたことないので。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・今の仕事が好きなので。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・今は興味ないけど今後はわからないから。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・考えた事がないから。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

●無回答

・若ければなってみたい気にもなったかも知れません。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・年金までの嘱託職員には興味はない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自分には力量のない事を知っているので、勝手なことはいえませんが、自分が住んでいる音更町が

元気に発達できることはうれしいことです。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・こんな質問は失礼だ！！（70歳代､男､音更市街地)
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◆質問 8 あなたが町議会議員になったら、どのようなことに取り組んでみたいですか。

記述回答（134 人）

●なってみたい

・町の中をまわって改善した方がいいところを探して､よりよい町にしていきたいと思います。（20歳代､女､

音更市街地)

・今、町民が一番何を望んでいるのかを聞いてみたい。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・同上（私の様に低水準で暮らしている人たちを助けたい）（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・学力向上等の教育改革を含む子育て政策全般、住環境整備→中古住宅の利活用、農業の発展→地

産地消を前提とした農業、食育。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・お年寄りが笑ってくらせる町内、町の福祉サービスはつかれ切っている。いっぱからげの介護ではだ

れも動きません！（50歳代､女､音更市街地)

・子供や青年達が明るい未来をいだける町に。（60歳代､男､音更市街地)

・町民にわかりやすく税金の使い道をフリーペーパーで渡したい。お金にシビア（主婦が）参加し、無

駄な物なのか、節約できるのかなどを話せる場を作りたい。また生活保護費を削減→生活保護でも働

ける人はいる。→お金を渡すとかではなく買い物券にする、もしくは生活内訳を出してもらうなど必要。

働かないで給料同じくらいなのは納得いかないです。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の声に耳をかたむけたい。町民の意見を積極的に聞きたい。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・子育て、教育、女性の働く環境づくり。公園や屋内施設の整備。（30歳代､女､音更市街地)

・事業実施に対する効果、成果の結果調査等（例、道路の舗装、除雪、予算の範囲での実施云々

で翌年には割れ、くぼみ等々、除雪も予算余り処理が本来必要かと思われる除雪もある）（70歳代､

男､音更市街地)

・議員報酬の削減。（70歳代､男､音更市街地)

・大都市と農村の活発な交流や農村部の地域活性化の取組み。（林業の振興など）（60歳代､男､農村地域)

・町が栄えること。（40歳代､男､駒場市街地)

・町議会の事を何一つ知ろうとしていない自分が間違っているのか、議会が閉鎖的で町民に活動内容

を公開しようという意思が足りないのか、白黒ハッキリさせてみたい。（30歳代､男､宝来市街地)

・ますます高齢者の多くなる現在、実在する（コミュニケーション）の場をもっともっと使い勝手のよい

場になって欲しいので、その時、その時のニーズにそく手の届く町政が欲しいのです。すぐ答えられる

地に足のついた音更町にしたいと思うので・・・。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・雇用、所得向上。無職（非農業）を減少させる。（50歳代､男､農村地域)

・死ぬ前日まで元気にスポーツ。そのためのサポートを行政は行う。年金生活者は準公務員です。公

益のために働いて頂く。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・3-1に記入（道路、歩道の拡大、整備）。（50歳代､男)

・町民の意見をもっと反映したい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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●なりたくない

・給料を減らす。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町の内を歩き、町民の意見を聞いて政策立案。議員報酬の削減。（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・十勝という風土や環境を生かしたユニークな街づくり。（20歳代､女､音更市街地)

・町政報告を町民に伝える機会をもうける。（町内会の会議等に出席（顔を出すだけでも良い）する）（

30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・一般の人との接点が少なすぎることの改良。（50歳代､女､音更市街地)

・町の運営コストを下げる。人を減らす。民間に委託する。給与を下げる。公共工事を削減する。（60歳

代､男､木野・鈴蘭市街地)

・年金暮らしですので、介護の費用を低くしてほしい。（80歳代以上､女､宝来市街地)

・老健施設など福祉向上に関すること。災害対策の充実（避難時における食糧の確保等）。（70歳代､男､

木野・鈴蘭市街地)

・高齢者向けのシェアハウス、タクシー及びバス利用の補助、上下水道料金設定の見直し、介護保険

料の負担を成人に達した社会人全てにするなど（４０歳以上とせず、２０歳代、３０歳代から負担して行く

しくみを考える）。（50歳代､男､駒場市街地)

・古い物（自然、建物、文化等）と新しい物（公園、建物、文化等）との調和がとれた魅力のある町づくり。（

60歳代､男)

・地域、地元の見て歩き。町政と町民のはし渡し。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なる気がないのでわからない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町の役場職員の給与の削減。町議は名誉職で報酬で生活すべきでない。（60歳代､男)

・町民の意思を町政に反映させること。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・ムダを無くして少しでも豊かな生活をみんなができるようにしたい。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・だれもが地域社会に参画できる行事を催し、町民間の交流を深められるようにしたい。（20歳代､男､音

更市街地)

・高齢化の対策と東北の募金活動や動物の愛護活動はしてみたい。町議会議員でなくてもできる事で

すが。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・老後の医療問題。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町の活性化。（町おこし等にて）（70歳代､男､音更市街地)

・農家の方々を大事にする政策。（50歳代､女､宝来市街地)

・なりたくありません。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民からはいろいろな意見があると思いますが、町民が安心してくらせる町、特に、医療、福祉、公

共施設（老人ホーム、保育所、公営住宅の増、充実）など。（60歳代､男､宝来市街地)

・音更でもっとイベント（野外ライブetc）をやりたい。子供達が遊べる所を作ってあげたい。（20歳代､女､

木野・鈴蘭市街地)

・突然でよく考えにくい。（30歳代､男､宝来市街地)

・住みやすい町作り。（30歳代､男､音更市街地)

・少子化対策です。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)
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・教育の充実。音更のPR（映画監督や漫画家、イベント関係者などを招待して作品に活かしてもらう）。

高齢者や子育てする親たちへの支援。雇用創出。農産物、工業製品等の音更ブランド、音更規格の

確立（サービス業も含めるとよい）。（40歳代､男)

・町民がずっとこの町に住み続けたい！もしくは、他の市町村から移住したい！と思うような魅力的な

サービス（？）保障（？）を作りたい。医療費などの軽減・助成金・町民は無料的な施設・・・。生活費に

優しい町づくり。子供をたくさん産みたくなるような多方面での配慮。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・農村部の小学校の統合。（60歳代､男､農村地域)

・人口増をめざすのでしたら大企業を望む。（70歳代､女､音更市街地)

・子どもがくらしやすい町をめざす。（20歳代､女､音更市街地)

・生活環境問題・・・特にペットブームの中、犬の鳴き声や糞、又ねこの放しがいでとてもストレスにな

っているので、ペットをかっている人への対策を重視したい。介護問題。教育問題。（70歳代､女､木野・鈴

蘭市街地)

・安心して暮らせるように、社会保障など。（60歳代､男､宝来市街地)

・もし、なったら・・・町民の声をきく機会をふやす。どこで声をきいているのかわからない。自らおもむ

く。（50歳代､女､宝来市街地)

・冬の雪を老一人暮らし、障害者に対して、きちんと対処してほしい。施設があるのだから、もっと宣伝

してほしい。イベントもだいだい的にやってほしい。（50歳代､女､宝来市街地)

・高齢化が進み問題はいろいろあると思います。平和な町作りにしたいです。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・老人が多くてお年寄りのための助けはあるが、子供をもっと大切にしてほしい。この地区では子供が

少なく老人ばかり。子供が少ないのに町内会ヒを子供に使う事がもったいないとまで言われた。子ど

も達も大切です。（30歳代､女､宝来市街地)

・勉強するのみ。（70歳代､男､農村地域)

・町民全員にアンケートを出して、困っている事やアイデアなど募集してみる。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・平成24年の介護保険料が未納と言って来たのだが、今年7月に来る事は非常に不満であり首長の

信を問いたい。8月に納入しました！！（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更はとっても住みごこちの良い町です。私達は議員の皆様にこれからも住みやすい町にと願って

おります。（60歳代､女､音更市街地)

・あまりにも年寄り優遇策が多い。財源がないのだから福祉予算を削減する。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会議員になる事は生まれてから1度も考えたことはありません。町の知名度が低いとの事ですが、

『道の駅』を利用したらどうでしょう。現在地はわかりにくく、せまいと思いますので、少し考える余地

があるような気がします。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢者にやさしく、又、子供を大切にしてほしいです。（80歳代以上､女)

・昔から常に考えている事は、国民年金と生活保護との事です。生活保護者は本当に大変な人がいた

だくのなら判ります。国民年金より多く、病院代もすべて無料、私達年金生活者には不満です。よく調

査してほしいと思います。少しでも明るく生きたいです。（70歳代､女)

・町民は十勝川温泉の入浴料が半額になる。保育園児の通園にもスクールバスを利用できるようにす

る。（20歳代､男､農村地域)

・現在の学校教育について考えてみたい。現在の学問だけの教育には限界感じる。もう少し体力づく

りに目を向ける必要があるのではと思う面が多く見られる。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・人口5万人を目指すまちづくり。本州からの移住者発掘。（40歳代､男､宝来市街地)

・体の不自由な方、おとしよりなどが自由に買い物など出かけられるようにしていきたい。（40歳代､女､音

更市街地)

・農業はじめ、産業の活性化、町にはこれといった企業がないが、誘致に力を入れ、町民はもっと地元

で働けるようにしたい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・若者が暮らしやすい町、働く職場を増やし、安心できる町にしたい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民どうしもっと交流できるよう、イベントを増やしたい。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どこでも少子化が問題になっているので、それだけ、子供のいない地域は明るさがなくて暗いべ。（

60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・一地域にこだわらず、町全体の事に汗をかきたい。（60歳代､男､音更市街地)

・自分の地域だけでなく町全体をみて、高齢者対策に取り組んでみたい。（施設の数を増やすが、音更

町民優先に入居でき、施設に余裕があれば町外からも入居させる。しかし町外は期間限定にするというの

はどうか）（50歳代､男､宝来市街地)

・老人福祉関連。子育てママの支援。（70歳代､女､農村地域)

・主要道路以外の道路の整備。（ヒビ割れ、隆起、陥没等、よく使われるのに整備されない道が多過ぎ

る為）（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・子育て助成。（予防接種や保育料、妊婦検診等）住宅購入助成等、音更町に若い世代の人々が移住

しやすくなるよう取り組んでほしい。（20歳代､女､宝来市街地)

・老人の生活、暮し方を考えたいです。（60歳代､女､駒場市街地)

・町全体を良く調査して、都市計画、商工業、農業、全体を選して、良く研究して実行する。（70歳代､男､

木野・鈴蘭市街地)

・町内地域のため積極的且つ精力的に全力で請願、陳情等を推し進めたい。（70歳代､男､宝来市街地)

・こんなアンケートなぜ行うのか。議員自分たちがまず変化しなければと考えないのか？（40歳代､男､木

野・鈴蘭市街地)

・地域内の訪問活動を行い、直接住民の要望などを掌握すること。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員数を減らします。（20歳代､女､宝来市街地)

・なりたくない。（40歳代､女､音更市街地)

・議員は全員ボランティアとする。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・公正な税負担が必要。福祉、医療費の見直し。生活保護基準の引き下げること。自分掛けていた年

金額のもらう金より生活保護金上とはどういうことか。（70歳代､男､農村地域)

・わからない。（80歳代以上､男､宝来市街地)

・高齢者対策。（70歳代､男､農村地域)

・学校給食（小、中）の無償化。教育意識のレベル向上。小、中学校の設備の改修（特にトイレ）。音

更に公立の大学や専門学校等を作る。町内で出産できる産院や助産院を作る。（30歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・地域のため。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢社会に対応した施設を作る。自分の町の施設で・・・。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更元町の活性化が欲しい。老後歩いて買物に行ける範囲に大型店舗が２ヶ所位あると大変便利で

助かると思う。（70歳代､女､音更市街地)
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・音更町は他市町村にくらべて防災がおくれていると思う。防災放送、火事の時のサイレンがぜんぜん

きこえない。防災に力を入れてほしい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢・女性なので、育児、小・中・高の教育、老人福祉、医療関係等です。年金生活者が増える一方

の現状で、介護保険料・健康保険税を下げる事が無理なのは解るが、加齢と共に医療費が増え生活

を圧迫している。少しでも町民の負担を軽く出来る様な取り組みを。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・もしなったら、子どもの事について力を入れたい。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・私が町会議員になったら生活こまっている人にそうだんにのりたい。（60歳代､男､宝来市街地)

・福祉、子供も老人も良い町だと思っています。良い町になったと育ったこの町をほこりに思っていま

すが、この町のきぼだからできる事まだあるような気がします。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町おこしの一環として、ゆるキャラの開発に取り組みたい。音更には売り込みたい良品が沢山あるの

はわかる。が、まずは目立つ看板！！（40歳代､男､音更市街地)

・各町内をフツーに散歩しながら、一般の人達の生活を見て歩きたい。鳴り物いりではない。（50歳代､女)

・道路の二車線化にして、車がじゅうたいしないようにしたい。（40歳代､女､音更市街地)

●わからない

・緑の町作り、地産地消、有機の環境作り。（60歳代､女)

・町発展に尽力する。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・どうしたら１人１人の町民がモラルを守って生活できるか（ゴミのポイ捨て、犬のフン）。行政にまかす

こと、１人１人が自覚をもって生活するを、町民へのしつけ。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・選出地域の代表としても活動してもらいたい。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢化社会を見すえた町づくり。健康な高齢者をボランティアとして町づくりに参加させる。（60歳代､

女､音更市街地)

・町民の暮らしを良くしたい。（国や道も協力する事）（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・もうすこし町民の方に立って仕事をします。（70歳代､男､宝来市街地)

・なりもしないのにわからない。（80歳代以上､男)

・わかりません。（40歳代､男､音更市街地)

・想像つかない。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・子供達が楽しく遊べる、活動できる場所を整備して欲しい。国道の整備、4車線化は必須と考えるべ

き（241号線）。町民が町の施設を利用する時の優遇措置など。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・環境問題、安全、福祉、シニア世代の活力のある街にする。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・防災、教育。（30歳代､男､宝来市街地)

・担当地区分けし。ローラー作戦。各家を回り、要望を伺う。活動を町民に分かるよう努める。（40歳代､

女､木野・鈴蘭市街地)

・中小企業の活性化。今後の町としての経営戦略。目標達成に向けてどう戦っていくか。人材格差が

重要。（育成、開発）（40歳代､男､宝来市街地)

・国際交流の場を増やす。大衆的な病気でも、治療法によっては高額になり、それが生活に大きな負

担になっている場合の自治体先行の条例の立案・・・等。例えば、病気が悪化して生保受給になるより

は生涯働けて・・・となると補助してもどうでしょう？？みたいな。（30歳代､女､音更市街地)

・町の福祉充実！（80歳代以上､女､宝来市街地)
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・低所得で、リストラで、大変な人々がいます。安定した生活の人々には「何言ってるんだ！」気持ち

の分かりあえる人々に議論して欲しい。（50歳代､女､音更市街地)

・教育、福祉。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町内の景観美化。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・子供にてらこ屋のような勉強会をひらくとか、ラジオ体操を学校で一斉にさせるとか、アスレチック

のようなあそぶ所を作りたい。（30歳代､女､音更市街地)

・住み良い街づくりですが、今の所私はこのままでも良いかな？と想っております。共稼ぎの家庭が多

く、カギっ子も増えております。児童館の間口を広げ、非行防止に力を使いたいです。（60歳代､女､音更

市街地)

・住みやすい町作り。福祉、環境、色々ありますがこれからの老後もしっかり見ていきたい。（60歳代､女､

宝来市街地)

・有料で構わないので今、旬のタレントやコメンテーターや解説者を招いての「○○講座」。まずは強

力にインパクトのあるイベントで、町民の注目を集める。そこから徐々に生活に密着した活動に移す。

私自身について言えば関心が希薄なので意見も湧いてこない為・・・。まず関心集め。（30歳代､女､木野・

鈴蘭市街地)

・数多くの問題が山積されていると思いますから、一つ一つ自分におきかえて真剣に取りくんで見たい

と思います。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・雇用問題。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民が少しでも生活が安定・安心できる音更町づくりをしてみたい、現在でも、少しづつですが良く

なってると思います。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・住みやすさ。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・弱者の立場になって活動したい。（60歳代､女､宝来市街地)

・本当に困ってる人のために働きたい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・若い人達が地元で働けるように雇用問題、４万５千人の人口でありながら町の中は人の歩く姿が見

えず、ひっそりとしている。老いも若きも楽しめる一万人踊りを復活させる。（60歳代､女､音更市街地)

●無回答

・少子化対策。子供が誕生したらお祝い金とかミルク等支給する。第2子が誕生したら、保育所（幼稚

園）半額、第３子が誕生したら、保育所（幼稚園）無料。（50歳代､男､農村地域)

・議員定数0人。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無責任にはかけないです。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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◆質問9 あなたが町議会議員に期待すること、その他ご意見などがありましたら、ご自由に

お書きください。

記述回答（176人）

・老人が住みやすい町になる様に希望します。（50歳代､男)

・選挙の時だけでなく、日常活動につとめよ!!（80歳代以上､男､木野・鈴蘭市街地)

・日々活動をしていると思うので、その活動が町民に身近に感じる、伝わる行動、自分の地域では行っ

ていると思うが、他の町民があの議員はこんな考えをしているというように直接聞ける機会があっても

良いと思う。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町議会と行政の関係はわからないが、行政をチェックするのはもちろん必要だが、共に音更町を発

展させるにはどうするかという視点を忘れず活動してほしい。（20歳代､女､音更市街地)

・前段に手記したとおり。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・もっと町民との距離を近くして。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・小さなことでもとりあげてほしい。（50歳代､女､音更市街地)

・低所得でも一生懸命働いて暮らしている人がいる一方、生活保護や戸籍上りこんして手当てをもら

って生活している人がいる。不公平をなくしてほしい。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・有識者をボランティアで集めるべき。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の声を聞く機会をもっと増やす。若い世代にも町議会の存在をもっとアピールした方がいいと思

う。（30歳代､男)

・よりより町になるよう、町民の気持ちになって活動してほしいと思います。（20歳代､女､音更市街地)

・活動内容はわかりませんが、町民の為､報酬は町民の税金です、今の倍以上の活動して下さい。（女､

宝来市街地)

・音更は農作物も豊富、芽室の愛菜屋みて下さい。すごいですヨネ。きのっこファーマーズでやって

いるのは､ちゃっちすぎます。もったいない。音更だってこんなにおいしいもの沢山つくっている方いる

のに、安心安全な食卓を目元に！道の駅もありきたりすぎ。もっと充実させて下さい。中札内、鹿追、

その他の町村にすごい負けてます。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・老人施設を作って頂きたい。国民年金ですので、年金が低いので、安くて安心して入れる施設を作

って頂きたい。（80歳代以上､女､宝来市街地)

・まず、いつどこで何をしているのかを周知させてほしい。本当に町の事を考えているのですか？選挙

の時しか存在感を感じない。選挙が終わったらどこにいるの？（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町内会の総会時に各委員会から１名ずつ参加して町内会のようすを把握する機会を設けること（毎年

でなくてもよい。４年に１度はやってほしい）。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・元気にして頑張って下さい。（80歳代以上､女､農村地域)

・音更町の中心部に焦点が向けられている気がする。中心部以外の町民に対して、住みやすい町作り

や交通手段をもっと考えてほしい。（50歳代､男､駒場市街地)

・同上（低水準で暮らしている家庭に手厚い保護をして欲しい）（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町が管内のリーダーになりきれる様な行政の推進をしてほしい。老後の生活がいきいきと過ご

せられる様な施策を町に提案してほしい。（80歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・待機児童なくす、生活保護のみなおし、公営住宅のみなおし。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・今まで議会に対して、関心がありませんでした。改めて、これから考えていきたいと思います。何の参

考にもならないアンケートになってしまい、すみません。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町内会長が議員でも良いし、高給で少数精鋭でも良いと思う。そもそも間接民主主義に国民が嫌気

をさしている。優秀な行政マンがいれば、議員は誰でも良いのでは。残念ながら見識を感じる議員の

方にお会いする機会が少ない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・ムダな金の使い方をしっかり確認して下さい｡生活保護を受けなくてよい社会にしてほしい｡（50歳代､男､

宝来市街地)

・新人の意見を広く聞き入れ、自分の意見と合せて良い方向に持って行って下さい。意地ははらない。（

50歳代､女､音更市街地)

・おねがいは選挙の時議員がするが、終わったら町民がするもの。１／２２の意見を大切にしてほしい。

（60歳代､男､音更市街地)

・一部の事しかわかりませんが、ＨＰでのイベント・観光のページですが、もう少し利用目的を持って、

細かく紹介してはいかがでですか。アクリナちゃっぽとか。せっかくキャンプ施設や遊べる所があるの

で、地図や利用料金など表記したり。それと使われていない公園、遊歩道（国見山遊歩道）など、関連

のあるＨＰを紹介したり、幅広くＨＰを活用してほしいです。旭川のＨＰとか良く見るのでそう思いました。

（40歳代､女､駒場市街地)

・音更本町の商店街が死んでいるので、もっと活気のある町並みになる様努力してほしい。（60歳代､男)

・天下り制度廃止！（50歳代､女､音更市街地)

・町内に職場がなく、町外への通勤者は多い”居住町”として、もっと住みやすく、足もとから地域実態

をみてほしい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・財政が潤っているとは思えないので、金を掛けずにできることを工夫して取り組んでもらいたい。（40

歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・若い人の議会への参加。報酬にみあった仕事をしているのか不明すぎる。生活保護の人を減らす（

金額も）働いている人との差を付けるべき。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・住み良い音更町で有ります様に願います。（60歳代､女､音更市街地)

・私もそうですが、年よりが家でくらしていけるようなサポート方法を・・・特に一人ぐらしの人が・・・。

（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・地方公務員の給与と中小企業の給与の格差を調査し、公表すべし。中小企業はボーナス、燃料手当

もない。住宅手当もない。しっかり調査しろ。（60歳代､男)

・町民が生活しやすい環境を作ってほしい。例えば帯広に向かう十勝大橋から続く道路の朝・晩の混

雑は引っ越しを考えたくなる程です。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・益々良き町にすべく更なる活動を期待しています。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員としての資質の向上。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町を活性化させて、町税を下げたり、福祉を充実させたりしてほしいです。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・だれにでもわかりやすい活動内容の報告をお願い致します。（20歳代､男､音更市街地)

・マンネリにならず、頑張って下さい。（60歳代､女､音更市街地)

・町議会議員の内は良いと思う。（町民の近くにいるので）。国会議員がもっと国民の事を考えよ！（40

歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・一生懸命働いてくれれば満足です。（20歳代､男､木野・鈴蘭市街地)
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・これからますます高齢化が進むと思うので、そのために私達３０代、４０代の人達若者が準備でき

る事があると協力したいと思います。色々な企業から募金を集めるなど議員さんの顔をまず知って

もらおうと動いてほしいし、私もこのアンケートを機会にＨＰを見るようにします。（30歳代､女､木野・鈴

蘭市街地)

・観光、経済、産業に力を注いで道内外及び海外からお金が町に入る様に、町を活性化して頂きたい

です。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・同上（子育て、教育、女性の働く環境づくり。公園や屋内施設の整備）。（30歳代､女､音更市街地)

・期待していない。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民のために頑張って下さい。（70歳代､女､音更市街地)

・これからますます高齢化が進んで行くと思うので、老人にやさしい町作りをお願いしたいと思います。

（60歳代､女､音更市街地)

・小さい事でも町民の声を受け入れ、実現のために努力する様願う。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・高齢者賃貸住宅の充実。（老後の安住として低家賃）（70歳代､男､音更市街地)

・食は大事ですので、そこから「かんきょうとか子供～大人～老人」まで安心して暮らせる様、まだま

だモラルとか大きな声で発信してほしい。（50歳代､女､宝来市街地)

・もうすこし町民の方に向いてしんけんに成ってがんばって下さい。選挙の時だけでは無く｡（70歳代､男､

宝来市街地)

・このアンケート何かの役にたつのですか。ただの紙くずにすぎないと思う。（80歳代以上､男)

・他人に期待することはありません。議会で討論するより、もっと外に出て町民の本当の意見を聞いた

方が良いのではないですか。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・熱心に私的町政報告をしてくれる議員さんも居れば、そいでない人もいる。すくなくとも、地元選出

の議員さんは選挙の時だけでなく何をしているのかの報告をいただきたいです。（60歳代､男､宝来市街地)

・議員のなり手がいない原因も調査すべきである。現在の議員報酬では魅力がなく生活が大変と思う

ので、出馬する人が少ない。私は現在の報酬の倍は支給しても良いと思う。それにはもっと見える形

で仕事をお願いする。（60歳代､女､宝来市街地)

・道路が少し狭いので危険な所があります。（20歳代､男､宝来市街地)

・がんばってください。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・22人の議員さんがそれぞれの所で町民の要望や意見を聞き、議会に届ける、議会で発言する、とい

う事を心がけてほしい。（60歳代､男､宝来市街地)

・このアンケートが本当に今後に活かせるのか？疑問に思います。1500人に郵送する代金などコスト

を考えると・・・。アンケートの回収率が高いことを期待しています。少なくとも、私のような20代はあ

まり返信していないと思います。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・十勝川温泉をどのようにしたら発展するか。これから農村地区をどのようにもって行くか。（60歳代､女､

農村地域)

・もっと、町民とふれあう機会があれば・・・もっと町民の声が議会に届くのでは・・・と思います。（40歳

代､女､宝来市街地)

・自分も親が亡くなると、１人になるので、自分自身も不安障害で、なるべくなら、施設には入居したく

ない。（30歳代､男､宝来市街地)

・高校通学バス代の負担が大きいので改善してほしい。（30歳代､男､音更市街地)
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・より良い、平和で環境や将来のことなどもふまえて、住みやすい明るい町にしていってほしいです。

ＴＰＰ参加は絶対反対です！！（20歳代､女､農村地域)

・大企業だけでなく、中小企業でも産休、育休が取れるような対策をしてほしい。（助成をする、産休

切りがないか審査するなど）ブランクが大きい人のためのインターンのような制度があったらなと思い

ます。（30歳代､女､音更市街地)

・地域町民に接する機会を多く持ってほしい。（対話を多くする）（70歳代､男､音更市街地)

・「子は宝、国の宝」と言われたことがあります。そして町の国の将来の希望でもあります。国のとりく

みを待つのではなく、音更町として先進的なとりくみをし、道を、国をひっぱる力になってほしいと思い

ます。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・自身の保身の為の議員であってはならない事は申し上げるまでもありませんが、残念すら感じられま

す。何処で何時町民の声を、の機会が把握されているのかが疑問である。（70歳代､男､音更市街地)

・是非、20代、30代といった若い世代からの意見の抽出をお願い致します。住みやすい町作りをお願

い致します。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町民の幸せのためにこれからも頑張って下さい。（40歳代､男)

・今後益々のご活躍を。（70歳代､男､音更市街地)

・町民一人一人の意見を素直に聞く、謙虚な姿勢が必要。上からの目線では駄目と思う。（60歳代､男､

農村地域)

・議員としての使命に徹してほしい。また、町民の意見と対話を広くもって、住民の代表として、議会に

反映させていただきたい。（40歳代､男､宝来市街地)

・期待することは上記に同じ。ここで言うことじゃないかもしれないけど、近年、近所の資源ゴミが強風

の日に飛んで来てとても迷惑している。（資源ゴミの日に限って強風が多いし、資源ゴミの回収時間が遅

いから余計ゴミが飛ぶ）問題のある家庭に直接言うのはもちろん、町内会に言ってもカドが立つので、

行政でどうにかして取り締まって欲しい。私が音更に引越して来た当時は、資源ゴミのゴミ出しについ

て、毎度のように分別注意のチラシが貼られていてうるさかったものですが、飛んで来たゴミを見て

いると、袋にすら入れていないような紙製容器がバラバラと飛んで来ます。こんな状態の物を注意な

しで回収しているのでしょうか？重しなしのネットや、裸でのゴミ出しは禁止にして欲しい。雑誌、新聞、

ダンボールだけ持って行く正体不明の人がいて、その人がネットを充分にかけていないのかもしれな

いけど、紙製容器がバラバラしているのは正体不明の人のせいじゃないと思う。とにかく、いつも西か

ら東に風が吹き、西側のだらしない家庭のゴミが東側に住んでいる南向き家庭数軒の庭先に迷惑を

かけていますので、行政から注意して欲しい！お願いする所が違っていたらスミマセン・・・。（40歳代､

女､木野・鈴蘭市街地)

・議会で何も質問しない議員はやめるべきと思います。バッチをつけたからには町全体について何事

にも考え進めるべきと考えます。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更に生まれて90年経ちます。まずしいながらも何とか子供も育ち何も不満はありません。音更は

良い町だと思って居ます。（80歳代以上､女､宝来市街地)

・同上（農村部の小学校の統合）。（60歳代､男､農村地域)

・町の為に活躍されている議員の皆様には感謝しています。良い町作りに励んで頂きたいと思います。

（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・農業、観光に力を入れてほしい。（50歳代､女､農村地域)
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・政務活動費について。1年間について議会での代表質問を1回もしない議員がいると聞く。政務活動

費は実費弁償にするべきと常々思っています。（70歳代､男､駒場市街地)

・なんかどーでもいーよーなことに税金まわってる気がする。水道代は安くならないんですか？やって

ることの優先順位がわからない。子どもにかんすることを早くよくしてほしい。古い公園を新しくしてほ

しい。近くに公園があっても子どもをあそばせづらいから。（20歳代､女､音更市街地)

・議会での役割を熱心に取組み結果を出してほしい。高齢化社会の中で介護士の存在が大変重要だ

と思うので、介護士の働く条件を重要視してほしい。ひいては介護される方にも良い事と思う。又老々

介護者への支援の取り組みを。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・高齢者の人達が安心して住みやすいように。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・これからも住み良い街づくりをお願いします。色々御苦労もあると思いますが、音更町民の為に頑張

って下さい。（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・本町の活性化！役場の所在地でもある本町を昔の活気ある町にしてほしい。（40歳代､女､宝来市街地)

・住民との接点を多くして、民意を性格に汲み取るように活動して欲しい。（60歳代､男､音更市街地)

・8で記入した事（安心して暮らせるように、社会保障など）に力を入れてほしい。国や道との関係もあ

り、むずかしいとは思いますが、音更独自の取り組みでお願いしたい。（60歳代､男､宝来市街地)

・消費税増税になったら、生活の大変なところへの補助拡大。（50歳代､男､農村地域)

・身近な町民のありきたりな思いを聞いて周るべきではないか。そう思う。（40歳代､女)

・議会だよりの写真はカラーでよいのですが､紙の質を下げ､内容をくわしく多くのせてほしい｡（50歳代､

女､宝来市街地)

・今回の同封資料で、議員報酬のほかに、期末手当が支給されていることを知りました。なぜ別々に

支給しなければならないのでしょうか。全て議員報酬に含めて支給する方が、町民には解りやすいの

で改善を希望します。また政務活動費が年10万円支給されているそうですが、これも全て含んだ議員

報酬とするとスッキリすると思います。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・どの地域も平等にしてほしい。街灯の少ない暗い所や、横断歩道をつけてほしい所もあるが、ある地

域にはたくさんつけられ、議員の力がない地域は、何も変わらない。（30歳代､女､宝来市街地)

・期待しても出来る人、出来ない人、議員とは名ばかりの方が多すぎる。（70歳代､男､農村地域)

・音更町に愛着があって、若いエネルギッシュな人に議員になってほしい・・・。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町職員の中にミスをして置き、他の団体（機構、事務所など）の責任転嫁をしている（部・課）があり、

係りの者だけに謝罪させている。町長以下の管理能力のなさなどの調査にも視野を広げて欲しい。大

変迷惑をしたことがある。普通であれば懲罰なのに・・・部・課長クラスは胡座をかきすぎている。（町

民のために動いて下さい。）（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・今、子供達も少なくなり、若い人達がふえて活気のある町に～私達も高齢化の仲間に入り、子供も

遠くにいますので。お墓のことですが、樹林墓地を希望。負担も少なく、息子に心配をかけたくない。

これからの時代は、と思います。（音更にもそんな景色のいいところに）（60歳代､女､音更市街地)

・弱者と言われている人達がほんとうに弱者なのか？一部の人達の声が住民の意見としてカッコ良く

取り上げられていないか、財源がないのであれば切り捨てる勇気を持ち、次世代に借金を残さないこ

とを第一に考えて欲しい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・いつも広報おとふけ、たのしみにしています。広報編集の方々に感謝してます、ありがとうございま

す。（80歳代以上､女)
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・音更町に住みたいと思える様な自然環境に重点をおいてほしいと思います。これから育つ子供さん

達のために気を使ってほしいです。私達年寄りは少々の事はガマンした方がいいと思う。心を育てる教

育をしてほしい。その点では、文化センター、図書館が充実しているので学校現場でももっと利用して、

子供達の心を、『思いやりの心』『ガマンする心』など生きる力を育ててほしいと思います。（60歳代､女､木

野・鈴蘭市街地)

・若年層が意欲を持続出来る様な町づくり。増え続ける高齢者、介護問題、生活弱者等の柔軟な対応。

将来を担う若者への負担軽減。（音更町に住んで良かったと思える事が大切です）（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町は住みやすく、ウォーキングも自由に歩ける道路で好きな町です。ただ、8番の事について、

もう少し考えていただきたいテーマです。御苦労さまです。（70歳代､女)

・介護に関すること、子どもの支援に関すること・・・とにかく、役場は対応が悪すぎます。音更は特に

悪いそうです。なんとかして下さい。本当に困っている方々は役場の対応に困惑しているそうです。（

40歳代､女､宝来市街地)

・活動（ゴール地点をしっかり町民に伝えていく）。広報活動（キャッチコピー、町民の関心事、議員さ

んのプロフィールレター）。相互理解（距離感を少しずつ縮めて、共に目標達成に向かう）コミュニケ

ーション。最強の音更町を目指す。（40歳代､男､宝来市街地)

・上に書いたことを実現して下さい！（20歳代､男､農村地域)

・本会議の一般で質問を見る限りでは共産党の質問ばかりで他の議員の質問が少な過ぎる。質問時

間又は各会派に人数を限定すべきと思う。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・税金だけでつぶれそうなのは分かりますか？働かないで楽？！あたり前にブランドで働く人の顔？

！大変で死んだ大切なもの分かりますか？（50歳代､女､音更市街地)

・町議会、議員に対しそれ相応の理解があることを前提にしているような設問が多い気がするが、いか

がなものか？「議員定数等に関するアンケート」だと言うなら、それなりに判断できる材料を持ってい

る人に聞くべきでは？アンケートの主旨と実行内容がズレてる。（30歳代､男､宝来市街地)

・末端の町民でも名を知っている様な議員（良い意味で）になって下さい。（40歳代､男､宝来市街地)

・期待する事ですが、議員さんも一生懸命やっていらっしゃるでしょうから、でも議員さん一人に対す

る年間報酬はけっこうな金額ですね。町内会やイベント、集まりに顔を出して飲み食いだけでなく色々

な話を聞くなり、話を聞かせてほしいです。（60歳代､女､音更市街地)

・もうすこし町の中（音更本町）で買い物など出来るようにしてほしい。音更町は暮らしやすくてすきで

す。（40歳代､女､音更市街地)

・TPPが進められている反対を唱えても止められない。そこで今いわれている６次産業化に力を入れ、

地元で商品化をはかることで、生き抜いていけるように願いたい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・これからも音更町民の為に頑張って下さい。（40歳代､女)

・音更町は住み良い町だと思いますが、高齢者に限らず、孤立する人が増えていると思います。弱い

立場の人の意見にも耳を向けてほしい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員は別に偉い訳でもなんでもない。態度を直すべき。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・もらっている報酬分働いて下さい。お願いします。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・出身母体（政党）を横において、まずは町民第一に考え、各事柄においてしっかり勉強して取り組んで

ほしい。※議員はエラくない。（60歳代､男､音更市街地)

・一般質問で収納率などとり上げられていますが、議員のみなさんはもちろん滞納などありませよね？
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もし滞納があるなら一体どういうつもりで議員やっているか疑問です。（20歳代､男､宝来市街地)

・町議に立候補して近所の後援会の人がお願いに来るが、本人（町議）が来たこともないし、身近に感

じたこともない。（50歳代､男､宝来市街地)

・議員だけでなく、役所の方々、町長など、町政、行政側の方々は、仕事に対する責任というものを

どう考えているのか。民間の苦しむ中、毎月の給与、ボーナス等（手当ても含む）を当り前と思って

受け取っていませんか・・・。そのお金はどこからきていますか？その金額を受け取るにふさわしいだ

けの結果、実績を出せていますか？町民の目から見て明確にわかるような、努力をしているのでしょ

うか？どこでもそうだが、公務員、役所の人間は一般常識に欠けていませんか・・・。（30歳代､男､木野・

鈴蘭市街地)

・行政組織のチェック強化。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・地域優先でなく町全体として物事に取り組んでほしい。（70歳代､女､農村地域)

・国道を2車線にしてもらいたい！！帯広へ出る橋を増やしてほしいです！！渋滞は本当に大迷惑で

す！！（30歳代､女､音更市街地)

・足もとに眼のゆく町。中央に向きやすい眼はいらないと思う。「すぐやる課」ほしいですね。（70歳代､

女､木野・鈴蘭市街地)

・音更、帯広だけでなく、十勝全体がもっと活性化する様に尽力してほしい。（具体的な意見でなくて

すみません）（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・若い者が町内で働ける産業等を起こしてほしい。（80歳代以上､男､音更市街地)

・町の発展及び生活環境充実！（80歳代以上､女､宝来市街地)

・まず町議会議員が誰なのかわからないし、何をしてるのかもわからない。町内会のおまつり等のイベ

ントに参加するなど、少人数が集まる場所で様々な世代の人、様々な地区の人と話をしてみてほしい

です。（20歳代､女､宝来市街地)

・町民税は減らすべきとの話はよく耳にしている。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・すべての町民が安心して暮らせる町づくりに期待します。（福祉、環境など）（60歳代､女､音更市街地)

・理想的な雇用のあっせん。（50歳代､男､農村地域)

・だれが議員になってもこれがいいとは思いません。（60歳代､女､駒場市街地)

・議員と町民の意識に乖離があることを肝に銘じるべき。マスコミを多いに利用して町民にアピールし

てほしい。（以前より新聞に取り上げられている機会が少ない。）議会だよりは配布されても即、資源ご

みになっている家庭が多いと聞く。なぜ読まれないのか議論し、税金の無駄使いにならないような紙

面づくりに取組むべき。政務活動費（参考資料、年額100,000円）は議員個人に支払われている。議

会だよりを見ると、会派ごとに視察研修に道外等へ行っているが、その費用の一部を支出しているの

では？であれば、会派の親睦旅行と疑われかねない。本来は議員個人が政策研究、政策立案等の費

用に充てるための経費ではないのか。副議長は報酬に見合った仕事をしていない。今回の委員長は副

議長が就くべきではないのか？疑問を感じる。以前は何がしの特別委員長は副議長が就いていること

が多々あったと記憶している。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・各町内を見、全体を見て執行して下さい。その他、町議会議員の報酬も現在より半額より以下にす

るべきであります。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・冬になると雪の捨て場に苦労します。街路樹も秋になると伸びすぎて町内の十字路などで車と車が

ぶつかりそうな事が見受けられる。議会だよりこれからはしっかりと見ます。（60歳代､女､宝来市街地)



66

・地域町民の目に見える活動をして頂くことが町議員の大切な仕事だと思いますが・・・。（70歳代､男､宝

来市街地)

・全体の議員の活動内容がよくわからない。（一部の議員のおたより等ではわかるが）（60歳代､女､宝来

市街地)

・アンケートする前に地方議会（議員）メリット・デメリットを考えた方がよい。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・衆議院選挙の様に小選挙区にしてはどうですか。１地区から複数の議員が出るのではなく、各地区か

ら平均に選出しては？（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・固定資産たかすぎ。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・①定期的に地域の町民集会を行って議会活動を報告すること。②地域内の町民訪問活動を行って、

直に要望などを聴取すること。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・日頃全く関心がない議会について、このアンケートを機会に少し考えてみました。議会の内容以前に、

議会を全く身近に感じていないことが問題だと思いました。広報で知らされるのではなく、実際私達の

日々の生活の中で（街や職場など）その議員さんの活動を目にする機会があったらいいな、と思いま

す。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・ムダ使いせずに、町民が本当に必要としている所に税金を使ってくれればうれしいです。（40歳代､女､

音更市街地)

・あまりにむずかしくて、思いを書けませんでした。せっかく選んでくれたのに申し訳なく思います。ご

めんなさい。（60歳代､女､農村地域)

・町長を含め議員の能力及び資質が低い。個人情報の管理も出来ていない町長他はしっかりせよ！（

60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・重要案件が各派もしくは党派によって振り回されている。自分自身の積極的な意見を通していくべき。

（70歳代､男､農村地域)

・高齢者対策。（70歳代､男､農村地域)

・私はこちらの町へ4年前夫の転勤に伴って参りました。とても自然が多く、スーパー等も適度にあり、

とても住みやすく感じています。こちらの町は比較的若い世代が住居を持ち子供の数も増えてくるの

ではないかと期待しています。「子供が地元で産まれ育ち学んで、地域に貢献したくなる町」にして下

さい。（30歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町全体を視野に望んだ議員活動をお願いします。（70歳代､女)

・議員は10名以上の推薦人で当選する。議員は各種団体の代表者を自動的に当選とする。（高等学

校生徒、会長もOK）議員は無報酬とする。議会は19時から23時に開催する。議員票は1名1票とはせ

ず推薦人の人数票とする。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・ネットだとか、ホームページだとか、使えないので何でも良くわからないです。（70歳代､女､木野・鈴蘭

市街地)

・地域住民の代表者である議員となる立場を忘れないで諸問題に当っていただきたいと思います。（80

歳代以上､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民全員が安心して働き、生活できる町づくりを続けてもらいたい。人口の利をいかして、他町村に

ない大胆な事業もやっていってもらいたい。（40歳代､男､宝来市街地)

・町側に質問するが自らの意見が聞かれない。互い意見をかわし議ろんしていただきたい。理事者に

質問する制度をもうけては。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)
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・年に一回位は町民（議員在席の）と話し合をする機会を設けるべき。議員担当地域を設けて町政に

ついて懇談会をもつべきである。（30歳代､男､音更市街地)

・基本的に、音更は色々な面で充実していて、町民の不満は少ないのかなと思います。真面目に頑張

っていても収入の少ない家庭（うちだけど）が少しでも助かるような仕事を期待します。（30歳代､男､木野

・鈴蘭市街地)

・町民の事を思い、活動して頂ければ良いと思います。（帯広市より住みやすいです）（30歳代､男､木野・

鈴蘭市街地)

・身近に話しの出来る町議がいたらいいなと思う事はある。からだ不自由なので、こちらからはどこへ

も出向けない。（70歳代､女､駒場市街地)

・町も福祉に大変に力を入れて下さっていますが、介護が必要とする老人を地域ごと少人数ホームで

看とる事が出来ないものでしょうか？経費や職員等の問題もあるでしょうね？・・・（70歳代､女､音更市街地)

・健全な音更町を守っていくために、議員の皆さん！政治家になって下さい！（50歳代､男､農村地域)

・音更町の男性の平均寿命が全道一、女性も三位である記事を過日目にしました。行政の町長・町職

員・決議を司る町議会・議員の皆様、そして個々の町民皆様の努力で出来た住み良い町だからと思っ

ています。どうぞ、これからも議員皆様の御活躍により住み良い町作りに御尽力を、お願いします。期

待しています。お世話になります。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・これから高齢者が増えます。安心して入所出来る施設を1ヶ所でも多く作っていただきたい。町議会

議員の方々にお願いしたいです。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町の現状と将来を考え町民のことを考えての行政をして下さい。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・若い人が楽しめる場所であったり、おしゃれなカフェがあると良いと思います。よろしくお願いします。

（20歳代､女､音更市街地)

・道路をもっとよくしてほしい。（60歳代､男､宝来市街地)

・までは聴いて欲しいし役場の職員が夜間議会は人件費がかかるとイヤがったと話してしまうのは役場

と議員に「みぞ」でもあるのでは？（40歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・音更町の花火大会で町議会議員による楽しい系の催しなどやってみたらいかかでしょう。もちろん議

員参加で。（40歳代､男､音更市街地)

・明るい町にしてほしい。（30歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・毎月、報酬支払われていますが、毎日活動しているのでしょうか。（60歳代､女､宝来市街地)

・他町村に恥じない活動を！！（70歳代､男､音更市街地)

・情報を広くもって地区だけでなく広く活動してほしい。それによって定数も減らせると思います。（70

歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・より良い町になるよう頑張って下さい。（20歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・今の議員さんに期待をもてません。（50歳代､男)

・図書館に有名な映画のDVDを増やしてほしい。（40歳代､女､音更市街地)

・音更町に住んでほんとうに良かったと思えるような街づくり。今は商店の空店舗など､活気がない。（

60歳代､女､音更市街地)


