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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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議員定数等に関するアンケート集計結果

◆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）

（主な回答内容）

・議会だよりの存在を知らなかったから

・議会だよりが届かないから

・興味がないから

・仕事等で忙しく読む暇がないから

◆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%
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◆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%

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）

（主な回答内容）

・議会の日程がわからないため、周知方法等の改善を

・興味や関心のある事案であれば

・わかりやすい内容・やりとりであれば

・町内会単位などグループで傍聴できれば

・夜間に開催するなど開催日の工夫を

・議場までの交通手段の確保ができれば

・傍聴促進の取組み自体必要ないのでは

・議員がもっと町民とふれ合いの場を設け、町政報告をすべきでは

・子どもの頃に議会を見学する機会をもっと設ければ、議会に親しみやすくなるのでは

・託児所があれば

・これを機に参加してみたい
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◆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%

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） （以下主な回答内容について記載）

●満足している

・よくやってくれているように思うから

●やや満足している

・議員さんの頑張っている姿、活動している姿が見受けられるから

・音更町は住みやすいと感じるから

●やや不満である

・個々の議員が、どのように取り組んでいるのか知る手段がない

・あまり活動していない議員がいると感じるから

・もっと住民の声を、こまかく聞いて議員活動してほしい

●不満である

・ほんの一部の議員の活動しか見えない

・選挙以外の日頃の目に見える活動がない

・もっとわかりやすい活動内容を伝えてほしい
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●わからない

・活動内容が見えてこない

・関心がない

・議員さんと接した事がないため

・町民の生活にどのように、どれだけ影響があるのか疑問

◆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） （以下主な回答内容について記載）

（主な回答内容）

・議員と接する機会がないから

・だれに伝えていいかわからない
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◆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%

計 448人 100.0%

※その理由を記入してください。

記述回答（140人） （以下主な回答内容について記載）

●思う

・多種の意見が全般的に反映されている

●やや思う

・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る

・議会だよりをみて

・反映されているから、住み良いと思っているので

●思わない

・反映させる手段は確立されていると思わない

・その場限りで意見は反映されていません

・意見を出す機会が少ない

●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

・まったく活動に関心がない

・どんなことが議会で話されているか知らないため

・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
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◆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） （以下主な回答内容について記載）

●大いに評価する

・特に不満がないから

●ある程度評価する

・ある程度、町民の声を聞いていると思う

・議会だよりを読んで質問、答弁の内容が納得できるから

・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

●あまり評価しない

・報酬に見合った仕事をしているのか不明

・評価する人と評価しない人に分かれる

・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

・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

●全く評価しない

・もらっている給料ほど役に立っているとは思えない

・高齢者集団でありダイナミックが不足

●わからない

・活動内容や活動の様子を知らないので、評価できない

・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

・あまり関心がない。
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◆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） （以下主な回答内容について記載）

●無投票を知っている

・議員は投票で選ぶべき

・町民が町議員に対しての無関心のあらわれ

・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常

・議員の魅力がないかと思う（報酬等も含めて）

・議員が多い、緊張感が薄れる

・別にあり得る事だと思う

●無投票を知らない

・仕方がない、定数が多いのでは

・選挙したらお金がかかるため、無投票でも良いのでは

・よくわからないですが、無投票は良くはないと思う

・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

・町民に認めてもらえるような活動をしてほしい
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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） （以下主な回答内容について記載）

●現在の定数のままで良い

・他町村と比べ、適当かなと思う

・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

・多数の議員で審議された方が良い

●現在より増やすべきである

・町民の声を少しでも多く聴くため

・少人数は多様な意見を見落とす

●現在より減らすべきである

・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

・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

・減らすとなれば議員の「競争」も期待できる

・最小人数で良い

・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

●わからない

・増やすべきか、減らすべきかは、仕事の質にもよる

・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

・無投票が続くようであれば減らしても良いと思う

・具体的な活動を良くわかってないので

●無回答

・２２人いてもいなくても、変わらなければ意味なし

◆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。

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%

質問８・質問９は自由記載のため掲載しておりません。


