
（声のポスト・インターネット回答分）

町民アンケート調査報告書

平成25年10月

音更町議会議員定数等調査特別委員会



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、おたずねします。

（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）調査地域 町内在住の20歳以上の男女

（3）調査方法 町内7か所の声のポストへのアンケート投函

インターネットによるアンケート回答

（4）調査期間 平成25年8月30日～平成25年9月20日

（5）調査機関 音更町議会

4 回答結果

（1）声のポスト 34件

（2）インターネット 3件

Ⅰ 調 査 の 概 要（郵送以外分）



質問1-1 あなたの性別について

設 問 回答数 構成比
(1) 男 15人 40.5%
(2) 女 22人 59.5%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

質問1-2 あなたの年代について

設 問 回答数 構成比
(1) ２０歳代 0人 0.0%
(2) ３０歳代 1人 2.7%
(3) ４０歳代 2人 5.4%
(4) ５０歳代 8人 21.6%
(5) ６０歳代 13人 35.2%
(6) ７０歳代 10人 27.0%
(7) ８０歳代以上 3人 8.1%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

質問1-3 あなたのお住まいの地域について

設 問 回答数 構成比
(1) 音更市街地 6人 16.2%
(2) 木野・鈴蘭市街地 26人 70.3%
(3) 宝来市街地 2人 5.4%
(4) 駒場市街地 2人 5.4%
(5) 十勝川温泉市街地 0人 0.0%
(6) 農村地域 0人 0.0%

無回答 1人 2.7%
計 37人 100.0%

質問2-1 議会だより（年４回発行）を読んでいますか。

設 問 回答数 構成比
(1) 毎号かかさず、どの記事も読む 22人 59.5%
(2) 毎号読むが､関心のある記事のみ読む 9人 24.3%
(3) 毎号読むが、写真や見出しを見る程度 1人 2.7%
(4) ときどき、記事を読むことがある 2人 5.4%
(5) ときどき、写真や見出しを見る程度 3人 8.1%
(6) 全く読まない 0人 0.0%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

「議員定数等に関するアンケート調査]
(声のポスト・インターネット)



設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 0人

無回答 0人
計 0人

設 問 回答数 構成比
(1) 大変良い 6人 16.2%
(2) 良い 18人 48.7%
(3) 不満はない 8人 21.6%
(4) 少し不満である 5人 13.5%
(5) 全く不満である 0人 0.0%
(6) わからない 0人 0.0%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

設 問 回答数 構成比
(1) 関心を持って見ている 7人 18.9%
(2) 見たことがある 5人 13.5%
(3) 存在は知っているが見たことはない 16人 43.3%
(4) 存在を知らない 8人 21.6%

無回答 1人 2.7%
計 37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。

設 問 回答数 構成比
(1) 議場等で傍聴したことがある 18人 48.7%

(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

4人 10.8%

(3) 見たことがない 15人 40.5%
無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 6人 31.6%

無回答 13人 68.4%
計 19人 100.0%

・わかりやすいのであれば傍聴したい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議場でひとことはいい取り組みだと思います。（60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。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・行政用語をできるだけ使用しない。（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。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

質問2-2 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。

質問2-1' ６「全く読まない」を選んだ方は、その理由をお書きください。

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。

質問2-5 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。

・平日は仕事をしているため、議会傍聴は時間が合わず、聴くことができませんので、インターネットで
見ることが可能とのことですのでもっと周知してほしい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)



設 問 回答数 構成比
(1) 知っている 28人 75.7%
(2) 知らない 8人 21.6%

無回答 1人 2.7%
計 37人 100.0%

質問3-1 町議会議員の活動に満足していますか。

設 問 回答数 構成比
(1) 満足している 8人 21.7%
(2) やや満足している 7人 18.9%
(3) やや不満である 7人 18.9%
(4) 不満である 6人 16.2%
(5) わからない 6人 16.2%

無回答 3人 8.1%
計 37人 100.0%

質問3-1' 質問3-1、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 22人 59.5%

無回答 15人 40.5%
計 37人 100.0%

●満足している

●やや満足している

・私の知る議員さんについてのみですが！（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・すぐ対応して行動してもらえたので。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●やや不満である

・本会議で一度も質問をしない議員がいる事です。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・本会議で一度も質問をしない議員がいること。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・一部の議員は本当に良く活動しているのを見ています。（革新系）（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんの活動が日常的に見えない部分がある。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・各議員の活動がよく町民には分らない。一部の議員は議会報告を出しているがそれをみるとよく理解
できる。また、各議員が議会報告をしっかりやってほしい。さらに議会だよりを充実してほしい。（70歳代､
男､宝来市街地)

・活動している議員もいるがしていない人もある。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・住民の声が届いていない。地域や住民の声をもっと取りあげて欲しい。（80歳代以上､男､宝来市街地)

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。

・毎月議員さんの活動を知らせてくれるニュースを発行しているので分かりやすい。（60歳代､女､音更市街
地)

・町民の意見を代表して真剣にとりくんでいる方もいれば、一般質問もしない方もいるが、私のまわりの
議員さんは、頑張っている姿にありがたく思っています。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議会ごとに地域で議会報告会があり参加してわからないことは質問している。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街
地)



・活動していない人もいるようだ。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●不満である

・活動していない人がいる。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員がどのような活動をしているのかわからない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●無回答

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。

設 問 回答数 構成比
(1) 伝えたことがある 27人 73.0%
(2) 伝えたことはない 10人 27.0%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

質問3-3 選ばれた理由としてあてはまる項目はどれですか。

設 問 回答数 構成比
(1) 伝える意見や要望が特にないから 1人 2.7%
(2) 議員に意見や要望を伝えても実現しないから 4人 10.8%
(3) 知っている町議会議員がいないから 0人 0.0%
(4) 意見や要望は役場に直接伝えるべきと考えるから 3人 8.1%
(5) その他 0人 0.0%

無回答 29人 78.4%
計 37人 100.0%

質問3-3' その他の内容について

設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 0人 0.0%

無回答 37人 100.0%
計 37人 100.0%

・当選した以上は町民全体の議員です。かげでこそこそしない！！（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・4年間で質問しない議員がいるが、もっと町民の意見を反映してほしい。（70歳代､女､音更市街地)

・例として、十勝川温泉で税金が納められなくてチャラにしたが、何年間も議員はそのことを認めてきた
のではないか。何の説明も議員から聞いた事がない。（70歳代､男､駒場市街地)

・私の支持している議員は、毎回質問し、活動もきちんとし、回りに知らせる活動をしていますので不満
はありませんが、全体的には。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定例町議会の質問者が片寄っている。共産党の人は良く質問をしている。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民にわかりにくい。（30歳代､男､音更市街地)

・各議員によって差があり、もっと質を高めた方が良いと思う。（40歳代､男､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。

設 問 回答数 構成比
(1) 思う 4人 10.8%
(2) やや思う 18人 48.7%
(3) 思わない 9人 24.3%
(4) わからない 3人 8.1%

無回答 3人 8.1%
計 37人 100.0%

質問4' 質問4、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 20人 54.1%

無回答 17人 45.9%
計 37人 100.0%

●思う

・道路がよくなっている。新しい団地が出来ている。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

●やや思う

・地域からの要望を議会でとりあげてもらった。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・地元の議員に要望、意見を積極的に出しているから。（70歳代､男､宝来市街地)

●思わない

・否決される事が多いから。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんに意見を言う機会がない。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・一生懸命やっている議員は半数くらいにしか思えない。何でも財政のせいにしないでもっと勉強して国
政の問題点なども追求してほしい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意見を聞いて、実行してくれたから。全部は通らなくても、多少は反映されると思う。（50歳代､
女､木野・鈴蘭市街地)

・議会は多くが国のいいなりの気がする。町民の願いとは国政は乖離している事が多いと考える。議会は
地方自治の立場にもっと？べきと思う。（70歳代､男､駒場市街地)

・議会ごとに町民の要求を取り上げ発言される議員さんがいる。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・国保の意見が通らない。雇用問題もパットしない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・陳情の委員会での採択について、内容に問題がないのに陳情した団体を色メガネでみているように思
う。（70歳代､女､音更市街地)

・日常的に議員と交流があるので！議会だよりから！（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町長が地域懇談会をやっているように、町議会としても地域や住民の声を聞いて欲しい。（80歳代以上､
男､宝来市街地)

・議員に意見、要望を伝えた事が反映されているからです。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員に意見や要望を伝えたことが反映されたから。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・政府の国民へのおしつけ、政策にそのまま受け入れるのではなく、ダメなものはダメと言って意見を上
げて下さい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)



・特定の地域の意見ばかり通っている印象。（30歳代､男､音更市街地)

●わからない

●無回答

質問5 あなたは現在の町議会を評価しますか。

設 問 回答数 構成比
(1) 大いに評価する 4人 10.8%
(2) ある程度評価する 23人 62.2%
(3) あまり評価しない 7人 18.9%
(4) 全く評価しない 1人 2.7%
(5) わからない 2人 5.4%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

質問5' 質問5、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 18人 48.6%

無回答 19人 51.4%
計 37人 100.0%

●大いに評価する

●ある程度評価する

・議会制民主主義は大事。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員はよく町民のためにやってくれてますね。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・例えば今年完成した木野学童保育所は住民の声と新聞紙上の訴えが重要であった。この視点に立っ
た活動が求められる。（80歳代以上､男､宝来市街地)

・町民の声、要望・意見を各議員は取り上げてくれております。それは議会の一般質問に反映していると
思います。（70歳代､男､宝来市街地)

・個々人は大いに評価したい議員もいるが、議会全体としてはある程度評価ということになってしまう。
（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会（定例町議会）で質問する議員さんが少ない。22名おられるのですから、12名の過半数以上の質
問者がほしいです。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員さんによって意見を言う人とそうでない人の差が大きいと思います。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・私利私欲にはしらず、町民の為によく調査し、質問している。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・川の中に柳が密生している。こんな事があっていいのか。過去には鳥のカモもいたのにすめない川に
なっている。（70歳代､女､音更市街地)

・いつも私達の近くにいる議員の活動は報告される機会があるが、その他の議員の活動が全く見えな
い。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・意見内容の事より、どの団体が提出したかを重点に考えられており、町民の意見を素直にみてほしい。
（70歳代､女､駒場市街地)

・実際に意見が反映されているのか、見えてこない。見えずらい。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)



・住民目線の議員の存在。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

●あまり評価しない

・町民の立場にたっていないから。（70歳代､女､駒場市街地)

●全く評価しない

設 問 回答数 構成比
(1) 知っている 33人 89.2%
(2) 知らない 4人 10.8%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

設 問 回答数 構成比
(1) 知っている 36人 97.3%
(2) 知らない 1人 2.7%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

質問6-2' 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) 記述有り 23人 62.2%

無回答 14人 37.8%
計 37人 100.0%

●知っている

・経ヒがかからず良い事。選挙をしても、大して変わらない。（80歳代以上､男)

・無投票がよくないとはいえない。問題は22人の議員が音更町全体の問題と各地域と住民の声を届け
活動するこそ重要でないか。無投票だけを問題にするのは正しくない。定数減になっていけば、住民の
声が届かない。（80歳代以上､男､宝来市街地)

・この町に５０年住んでいるけれど、まったく向上していない。教育も北海道で一番悪い町。先生の質も
悪い。道路事情も最低。車道も歩道も狭い！！役場の前の道路、図書館通りだけは広く、きれいです
ね！！（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の生活実態をよくみていない議員が多いように思う。街がさびれているがどうしていこうと思って
いるのかわからない。（70歳代､男､駒場市街地)

・いねむりをしている人がいたり、質問をまったくしない人もいるので。（70歳代､女､音更市街地)

・音更町のことで議論がされている。予算の使い方で議会の独自性を発揮してほしい。（50歳代､男､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。

・一部の議員の日常の活動が報告される機会があるが、その他の議員の活動がみえない。（60歳代､男､木
野・鈴蘭市街地)

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。

・各議員の評価はさまざまだが、一生懸命議員活動している議員も居るのである程度は評価する。但
し、評価できない議員もいるのは確かである。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・活発な議論がなく、共産党の定期的な質問ばかりで面白くない。（30歳代､男､音更市街地)



・誰もが手をあげられる雰囲気がないから。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・立候補者がいなかった時はやむを得ない。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・よくないと思う。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定数が多すぎるから無投票になる。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員の定数が多いから無投票になる。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定数が多すぎるから無投票になったと思う。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定員が多すぎるから無投票になる。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・まったく向上しないと思う。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員定員が無駄に多い。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員定数が多すぎ。（30歳代､男､音更市街地)

・いまだ農村部では部落推薦の様な事が行われている。これは本来的にまちがいである。選挙で地域が
しめつけられるようでは良くない。自由に立候補できる環境が必要。（70歳代､男､駒場市街地)

・町議員報酬が、議員の生活を支え得るものになっているのか。不安定なものであれば、立候補する人
も少ないのではないか。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員ほうしゅうを上げて、立候補したくなるようにしてあげよう。定数削減したい議員さんはまず自分
がすぐにやめてください。きっと貴男（女）は不要な人です。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・無投票の自治体は音更町だけでなかったように思います。そういう意味で無投票であっても議会活動
をがんばってくれると信じています。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・立候補したくても出来ない人が多いと思います。何故か、お金がかかるからです。もっと誰でも出るこ
とが出来るようにしてもらいたい。（70歳代､男､宝来市街地)

・誰でも立候補できるような状況に置かれていないことによるものと思う。とくに会社員や公務員などは
もっと町政に意見を反映してほしいと思うが、候補になることはできない状況にある。又、活動資金が無
い、得票能力がないなど立候補したくても立候補できないのではないか。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・定数われは困るが定数の立候補者があれば良い。立候補者には「町づくり」の公約（自分は音更町を
どうするか）を義務づける。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・若い世代は自分の生活が手いっぱい。自営の人達も同じと思う。議員になりたいという人はこれからは
なかなか出てこないのでは。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員になることに、魅力を感じなくなっている町民が増えているが、多忙でなることができない。（60歳
代､男､木野・鈴蘭市街地)

・関心がうすく、議員に立候補する人もいない結果ではないでしょうか。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・大切な１票をよく考えて投票に行ってほしい。（自分の考えをあらわしてほしい）（70歳代､女､音更市街地)



設 問 回答数 構成比
(1) 現在の定数のままで良い 19人 51.4%
(2) 現在より増やすべきである 8人 21.6%
(3) 現在より減らすべきである 9人 24.3%
(4) わからない 1人 2.7%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

質問6-3' 質問6-3、何人程度増やすべきか

設 問 回答数 構成比
(1) 1人 3人 37.5%
(2) 2人 3人 37.5%
(3) 3人 1人 12.5%
(4) 4人 1人 12.5%

計 8人 100.0%

質問6-3' 質問6-3、何人程度減らすべきか

設 問 回答数 構成比
(1) 2人 1人 11.1%
(2) 4人 3人 33.3%
(3) ７人 1人 11.1%
(4) 10人 3人 33.3%

無回答 1人 11.2%
計 6人 100.0%

質問6-3' 質問6-3'、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 22人 59.5%

無回答 15人 40.5%
計 37人 100.0%

●現在の定数のままで良い

・活動する人が一部の議員だけだから。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・なぜ？今のままの定数ではいけないのですか？（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・人口比にして、現在の定数で良い。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議会制民主々義の考え方からいえば３０人くらいは必要あると思うが現状（様々な事情）からすれば現
在のままで仕方がないのではないかと思う。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・音更町は急激に発展したベットダウンの要求と農村、観光の位置づけがある。議会は自分の支援母体
だけでなく広く町全体の発展と自治体の役割から考えて現状で良いと思う。（80歳代以上､男､宝来市街地)

・議員が少なければいいと言うものではないと思う。（居眠りしている議員もいる）議員自身、自分がやる
べき事を、町民のためになる事を考えて。そうでなければ給料ドロボーです。（70歳代､女､音更市街地)

・議員定数には法律で定められております。その法定上限定数を下回っています。法定の上限まで議員
を増やして良いと思います。4万5千人を越える町民の声・要望・意見を反映させるためには議員定数を
減らすべきではありません。（70歳代､男､宝来市街地)

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
ばん近い項目はどれですか。



●現在より増やすべきである

●現在より減らすべきである

・今は多過ぎる。税金の無駄使い。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・多過ぎる。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・定数が多すぎる。税金の無駄使い。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・人口が増えているのに8年前に2名減にしたことに反対なので24人にもどしてほしい。（70歳代､女､音更市
街地)

・法的に26名と聞いている。人口から考えて２６名程が良い。聞く所によると議員１人当り５００万円（１年）
程と聞くが、それ以上の活躍する議員であればあまり減らす意味がない。１人や２人減らしても町財政に
はあまりひびかない。（70歳代､男､駒場市街地)

・音更町は人口が多いので、少数の人数で町政のあるべき姿を決めることにならないと思う。少数で決
めるのは一部の人達だけの声であって片寄ると思う。（70歳代､女､駒場市街地)

・町民の意見を議会に反映させるにはより多くの代表者であることが必要。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・奇数が良。米国のように市町村の運営も民営化してしまうのなら別ですが、地域行政を活性する中心
になってもらうのが議員さん。税が人殺しの道具に化けたりする世の中を下から変えて欲しい。（60歳代､
男､木野・鈴蘭市街地)

・本町の人口からして、今後も発展してゆくと思うので増やしてほしい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・町民の意見が届けられなくなる。なんでも少なくしてよい訳がない。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町の人口が増えているとはいえ、ＴＰＰ問題等もからんで、今後の人口の流れが気になる。このような
時期は広く町民の意見をきく上でも現在の定数のままでよい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・新しい団地ができて人口もふえている地域があります。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・十勝管内の議員定数と比べると、人口増の音更町は議員が少ない。人口１５００人に1人の議員が必
要。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議長、副議長を除いて１５人程度が妥当。議員定数を減らすことによって、より優秀な議員が選出され
るのではないか。（30歳代､男､音更市街地)

・半分程度１１人～１３人程で十分である。もっと、若い人が立候補できるようにしてほしい。又、真剣に議
員活動を考えている人だけで良い。そのためにも議員報酬を今の最低１．５倍～２倍は必要である。現在
の議員報酬では議員報酬だけでは生活できない。だから、議員を副業としてやっている人たちばかりで
ある。そんなことだから、議員活動を真面目にやらないのでは？町のためを思うのであれば議員活動に
集中してもらいたい。そうすることによって議員の質も向上するのでは・・・。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)



質問7 あなたは町議会議員になってみたいですか。

設 問 回答数 構成比
(1) なってみたい 6人 16.2%
(2) なりたくない 24人 64.9%
(3) わからない 7人 18.9%

無回答 0人 0.0%
計 37人 100.0%

質問7' 質問7、その理由を記入してください。

設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 19人 51.4%

無回答 18人 48.6%
計 37人 100.0%

●なってみたい

・年齢的には無理である。気持的にはやってみたい気がする。（70歳代､男､駒場市街地)

・町民の声をはんえいしたいから。（70歳代､女､駒場市街地)

・町民の声を代表する代弁者でありたい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●なりたくない

・取組（仕事）が有りすぎ。体力が必要。（80歳代以上､男)

・年齢と能力。（80歳代以上､女､音更市街地)

・活動する能力がない。（60歳代､女､音更市街地)

・責任を持って行動が出来ないから。（70歳代､女､音更市街地)

・体調くずして病人弱者となってしまった。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・仕事があるので。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なりたいけど体力がない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●わからない

・人前に出るのが苦手だから。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・現在、他の仕事が忙しいので議員活動は無理です。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・人にはそれぞれ分がある。どんな人にもその役割がある。人を育てるのが私の役目。（60歳代､男､木野・
鈴蘭市街地)

・町議会議員になるかどうかが問題ではない。今必要なことは、社会奉仕的な活動、人のためにつくす
活動どんなことでもよいと思う。そういう町民を活動の中で育てていく事だと思う。（80歳代以上､男､宝来市
街地)

・年齢的に７０代に近くなっているので、体力的に議員活動は無理だと思う。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・なってみたいという願望です。すでに高齢になっておりますので無理だと思います。（70歳代､男､宝来市街
地)

・なってみたいが年齢、経済的状況、得票能力の無さなど様々な事情で無理ではないかと思う。（70歳
代､男､木野・鈴蘭市街地)

・副業ではやりたくない。議員報酬では生活できない。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)



設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 18人 48.6%

無回答 19人 51.4%
計 37人 100.0%

●なってみたい

・福祉関係について。（70歳代､女､駒場市街地)

・国の悪政から町民を守る防波堤になりたい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●なりたくない

・雇用問題です。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・福祉をもっと充実させたい。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・老人に対するサービス向上。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・報酬が多過ぎる。期末手当はいらない。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・老人サービス向上。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・福祉サービス。老人に対して優しい町にする。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

●わからない

・子供達に未来を。生活弱者に光を。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・社会保障の充実、若い人たちが楽しんで子育てができるような制度の確立などやってみたいことはた
くさんある。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・地方自治を大切にした活動で、国の悪政には強く反対する議員になりたい。地方自治とは住民の生活
を守る事が第一なので、役場職員と共に進めたい。（70歳代､男､駒場市街地)

・市町村は国の下うけのように思いますが、どうにもならないのですか？いろいろな面で思う事があるの
ですが・・・。（70歳代､女､音更市街地)

・はだしのゲンを読めないように裏から圧力をかけるような団体、個人と真向から戦う。教育が重要、教
科書問題等々、歴史の事実を後世に正しく伝えたい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・バス路線の充実。７０才以上の医療、介護の無料化。生活保護を受けやすくする。（70歳代､男､木野・鈴蘭
市街地)

・安心して子育てができて、母親が働きたい時に必ず保育所にあずけられる事。寝たきりにならないよ
う、予防活動に力を入れる事。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の健康的で、住んでよかったと思われる様、病気にならない様、予防活動に力を入れる活動。（60
歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・安全と安心な町に。国の交付金に依存しない自立できる町づくり。財政が健全な町づくり。（60歳代､男､
木野・鈴蘭市街地)

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。

・議員定数の削減。身障者等の福祉環境の強化。小学校の学区の変更。（40歳代､男､木野・鈴蘭市街地)



設 問 回答数 構成比
(1) 記述有り 21人 56.8%

無回答 16人 43.2%
計 37人 100.0%

・急激にすすむ高齢化に対応することが要望です。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町民の代表であるという自覚をなくさないでほしい。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員定年制。（たとえば７０才）報酬が多すぎる。（50歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員の報酬を上げてほしい。今のままだと子どもの学費も出せない。若い議員さんが減っている。町議
でも市議と同額に上げてほしい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・名誉職ではなく本当に住民の生活向上の為に活動してほしい。もっと地域を出て積極的に議会報告な
どに取りくんでほしい。（70歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・国の悪政に対決できる議員であってほしい。今の国の対策に国民は困っている。その状況がわかる議
員であってほしい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・請願・陳情の採択をみても、国政の進む道（悪政）に従っている事が多い。生活者の方を向いていない
議員が多いと思う。もっと学習なり重ねて正しい方向を向いていく議員がほしい。（70歳代､男､駒場市街地)

・町民の意見、要望を日常的にきいて議会に反映してほしい。国保税、介護サービスの向上、独居老人
の訪問などとりあげてほしい。（70歳代､女､音更市街地)

・議員になったからには、町民のために仕事をしてほしい。町民がどのような事を望んでいるか等調べ
て。（70歳代､女､音更市街地)

・各議員にお願いしたいことは、各地域で議会報告してほしいことです。各会派で相談して計画を立て、
議員が分担して計画的に地域を分担して報告会を実施してほしい。（70歳代､男､宝来市街地)

・目線・態度を変えない事。仲良しグループを作ってつるまない事。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

・議員は７０才で定年。最高５期迄とか、古い人はやめさせる。古い人がいると何も変わらない。福祉
サービスを充実させて下さい。学力低下を向上させて欲しい。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・町議の報酬は多い。少なくても、いっしょうけんめいやれる人に議員になってほしい。（50歳代､女､木野・鈴
蘭市街地)

・議員定年制（たとえば７０才）。議員の報酬が多過ぎる。（70歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・議員は７０才定年制。長年議員をやっていても何も変わらない。議員の報酬が多過ぎる。（50歳代､女､木
野・鈴蘭市街地)

・各議員がもっと自分でやっている行動を町民にアピールしてほしい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・大変でしょうが議員の皆様がんばってより良い町造りをお願いします。（50歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・党派に関係なく、町民１人１人の事を考えて審議してほしい。（70歳代､女､駒場市街地)

・住民に献身的に活動する議員を期待する。「スジ」を通す議員、住民の立場に立って自治体を守って
いく議員。（80歳代以上､男､宝来市街地)

・町政に対して要望、意見があって議員になったと思います。町民の生活を良くする為、音更町の為頑
張ってほしい。（60歳代､女､木野・鈴蘭市街地)

・それぞれ、町政に対して、要望や意見があって議員になったと思います。本会議でそのことを意思表
示してほしい。（60歳代､男､木野・鈴蘭市街地)

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。


