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平生町議会に関する町民アンケート 集計結果報告 
 

【調査の概要】 

実施方法   2 月 26 日発行のお知らせ版にて周知し、アンケート用紙の全戸配布を行

った。併せて、ホームページに掲載し、ホームページでの回答も可とした。 

〔配布数：自治会(世帯数) 4,458、個別送付 101、計 4,559〕 

また、下記公共施設 10カ所にポスターを貼り、回収箱を設置し、アンケー

ト用紙を備え付けた。 

実施期間  2021年 2月 27日～3月 31日 

回 答 数  347 〔内訳：公共施設回収箱 303、ホームページ 44、FAX 0〕 
 

平生町役場１階（正面玄関ロビー） 81 平生まち・むら地域交流センター 19 

竪ヶ浜地域交流センター 8 宇佐木地域交流センター 13 

大野地域交流センター 33 曽根地域交流センター 42 

佐賀地域交流センター 47 平生図書館  19 

平生町体育館 23 平生町保健センター 18 

  

【集計結果】 

自由記述については、基本的に記載されたまま掲載しておりますが、誤字や脱字がある

場合は文意を変えない範囲で修正等をしています。また、一部、個人や法人等が特定でき

ないよう配慮していますのでご了承ください。 

 

１ あなたの性別と年齢はどれですか。 
 

男 146 女 147 未回答 54 
 

18歳未満 0 18～29歳 5 30～39歳 18 40～49歳 22 

50～59歳 29 60～69歳 91 70歳以上 179 未回答 3 

 

２ あなたは、議会広報「議会だより」を読まれたことがありますか。 
 

よく読む 190 たまに読む 135 

読んだことがない 20 未回答 2 

 

３ あなたは、議会が町政に町民の声を反映させていると思いますか。 
 

思う 16 少し思う 109 思わない 134 

わからない 87 未回答 1   
 

３－１ 「③思わない」と回答された方のみ、その理由を教えてください。（複数回答） 
 

町民との対話がない 84 町民の要望が実現されていない 56 

議会が積極的に発言しない 25 請願・陳情等の対応が不十分 21 

その他 26  

〔その他の理由および意見等〕 

無投票だから立候補するとは、何の政策も考えず、月給ねらいとしか思えない。 

陳情しても平生町は予算が無いと言って聞く耳すら持たない状況。 

このような町民アンケート…議員のモラルが低下しているのでは？議員の間で議会を発
展させて欲しいです。 
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議員に危機感が無い。情報を集める努力不足。（無投票のため→議員の定数を減らす。） 

知らぬ間に進んでいる。特にオリーブ植樹。 

国の方針をなぞるのではなく、平生町民にあった具体策に対してどう町民に反映されて
いるかを分析し、わかりやすい具体策を講じて欲しい。 

自治会に議員さんがいない。 

自治体としては小さすぎて無駄な費用がかかりすぎている。（町会議員の数等） 

町議が積極的に行動を起こし各自治会長他役員への訪問が全くない。地域について関心
がない（見えない）。町議としての資質に欠ける。 

議員が自治会長また役員の所に出向いて話を聞く行動が全くない。 

意見のある者のみに傾聴し、発言する弱者は切り捨て。 

議員が自ら町内を見て現状、課題を把握しているか。役場職員と同等（共通）の意識感
覚で活動しているか。 

議員と一般人との接点が少ないため、意見を伝える機会がない。 

町民の声が反映されていない。何の為の議員なのか。 

議員と話すチャンスがない。 

資金がないことは十分承知している。 

選挙の前だけ投票のお願いに来るが、その後は面談の機会がないのが実態である。 

4年に 1度（選挙の時だけ）しか対話がない。 

議員さんの質問事項が町民からの要望に基づいたものなのかわからない。 

議員としての自覚が全く感じられない。 

自分の考えがすべてと思っている議員さんが多い。 

議会だよりの内容を見て、議員個人が知りたいことやごく一部の町民の声しかひろいあ
げていないような質問が多いから。 

議会だよりを読んだことがないから。 

町に財源がない。 

少しずつ町の設備がよくなっていると思うから。 
たとえば、子供が遊ぶ公園の遊具や整備に住民の声が反映されていると思う。 

財政もないのに立派なことを言う。 

そんな事を町民が言うか？と思うレベルが多い。 

 

４ あなたは、議員に自分の意見や要望を伝えていますか。 
 

伝えている 15 ときどき伝えている 74 伝えていない 254 

未回答 4     
 

４－１ 「③伝えていない」と回答された方のみ、その理由を教えてください。（複数回答） 
 

伝える意見や要望がない 25 伝える手段がわからない 84 

議員に伝えても実現しない 71 意見や要望は直接役場に伝える 61 

知っている議員がいない 56 その他 25 

未回答 3   

〔その他の理由および意見等〕 

伝えてもいきめがいかない！町民のためにわかりやすい具体策が全く見えない。 

議員も自分の身を守りたいのじゃないですか？！ 

議員にそれだけの力がないと思う。 

議員とは町民の代表であり、頭です。もっと議員間で話をして町民がすばらしい平生町
議員であって欲しいです。 



3 

要望をかなえてもらったらその恩は一生忘れず応援する。絶対堅い票となるのに議員の
方は全くわかっていない。選挙カーで走っていると票になると思っている。 

伝えても実効性がない。 

コミュニティセンターの役員に伝えても応えてくれない。 

議員との接点が無い。 

議員さんがいない。 

一言で言えば遠い存在である。もっと身近であってほしい。 

要望の回答が遅く、中間報告もなし。回答月日を町民（自治会）が決める。これから回答
年月日を決めていく。 

あまり物を知らない議員が多すぎる。 

議員に伝えないと伝わらないシステムがおかしい。この 4項目自体異常です。 

議員は役に立たない印象がある。 

議員と自治会長の違いがわからない事がある。 

議員が地域行事や活動に消極的。（出席が乏しい。） 

議員との接触機会がない。 

伝えていいものか知らなかった。 

議員に伝えると話がややこしくなる。 

議員との対話の機会がない。 

議員の方にお任せしている。自分の生活にゆとりがない為、考えないことにしている。 

一つ思っていることは、新庁舎の寄付金の件ですが、募金箱がどこかへ置いてあれば、
気持ち程寄付したいと思います。 

議会だよりを読むたびに内容の希薄さを痛感し、期待が持てない。 

伝えても意見が通らないと思う。 

言っても無駄。 

「気持ち」程度はあってもいちいち聞いていただく程のものではないと思っているから。
また、機会がない。 

自治会に進言している。 

 

５ あなたは、議会が健全な審議や町政のチェック機能、政策提案を果たしていると思いま

すか。 
 

思う 15 少し思う 110 思わない 120 

わからない 98 未回答 4   

 

６ あなたは、現在の議員定数１２名についてどのように思われますか。 
 

多い 218 少ない 7 ちょうどよい 65 

わからない 53 未回答 4   
 

６－１ 「①多い」、「②少ない」と回答された方は何名が適正と思われますか。 
 

10人 77 8人  49 6人 19 9人  11 

7人 11 5人 5 11人 4 6～7人 3 

8～10人 3 20人 3 8または10人 2 6～8人 2 

0人 2 回答数 1
の回答 

4～6人、5～6人、6～9人、9または10人、10または11人、
14～15人、8人以内、10人以下、18人、50人、数人 未回答 25 
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６－２ あなたが選択した回答の理由を教えてください。（複数回答） 
 

町の財政状況から 125 町の人口規模から 157 町の面積規模から 19 

他町との比較から 27 議員や議会の活動が見えないから 137 

もっと町民の声を反映してもらいたいから 39 その他 37 

未回答 51     

〔その他の理由および意見等〕 

目に見える活動をしていない。（当選すると 4年間御安泰という甘えが見える。） 

仕事をしない議員は不要。 

全議員さんの氏名がわからない。会報時に掲載を…。 

能力的（資質）に疑問に感じる議員がいる。（排除） 

議会だよりは拝見していますが、きれいごとばかりで何も進歩がございません。町全体
を考慮した意見及び結果も出してほしい。 

地域交流センター単位の 6名。 

町の成人人口に対する議員数の比率が判らない為。 

何年も無投票が続くなら対策を考えるべき。立候補者がないからというだけでは無責
任！ 

財政、人口、他町とかにこだわらず、平生町独自の制度を設けてほしい！平生町に活力
を！若者が魅力を感じる町にしてほしい！年寄りにまどわされずに！ 

議員が少ないと各委員会が成り立たないと言われるが少数精鋭、兼ねて十分できると思
います。 

慣例的に行っていることを見直せばもう少し少人数で対応できると思います。 

議員の定数を減らしてもう少し質のいい人をと思う。片手間で議員（町の代表）をする
ものではない。町の事を本気で考え、体を動かしてほしい。 

話し合う機会がない。会合の場が無い。 

地区住民の声を反映していないから。年々人口の減少。 

山口県の自治体は多すぎる。 

男女比半分ずつ。世代もできれば広く。 

12人議員×199,000円＝2,388,000円×12ヶ月＝28,656,000円 
→ 6人議員×199,000円＝1,194,000円×12ヶ月＝14,328,000円 
△14,328,000円（10年で 143,280,000円削減） 

町議だけの仕事で他仕事もなよい。（原文ママ） 

町の財政事情も考慮。 

各地区代表 1名で良い。 

少数精鋭で活動していくことで方向性が決まってくる。企業でも一緒。活動人数が多い
と余りにも統一性（統制）がとりにくくなり、行動が迅速に出来ない。 

定例議会で一般質問をしないような議員は必要ない。何のためにいるのか必要性がない。 

立候補する人が増えて選挙が行われなければ議会も活性化しない。 

多いことは価値が下がるが、12名の理由を知らない。 

立候補しないと宣言していたにもかかわらず無投票がわかって急に立候補するとはあき
れてしまう。 

議員定数の問題もあるが、再度広域合併を指向し議論すべきである。財政規模を大きく
しないと何もできない。 

平生町 1名、平生村 1名、大野 1名、曽根 1名、佐賀 1名。（5名） 

町議会にお金をかけるより、まだ他にお金をかける所が沢山有る気がします。 

無投票になる。（10名） 
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議員として自分が何をしているか分かっていない。不要です。 

町民の生活向上に寄与しようとする気概のある人物のみ必要であり、数は少数でも十分
可。 

ピントのずれた一般質問をする議員が多い。議員が不勉強なのではないか？ 

無投票で質が悪い。 

②と③がわからなくて④の他町のこともわからないから比較できない。 

経費が無駄。 

本気でやれ。 

議員さんの全員が町民の代表として相応しい仕事をしているように思わないから。 

議員の主張ばかり。 

議員一人当たりの報酬を増やして議員という職業の重責をもう少し感じて職務にあたっ
てほしい。 

議員選挙時に立候補者が少ない。選挙時に町が活気づくため。 

 

７ もし、あなたが議員になるなら議員報酬月額はどのくらいが適正だと思いますか。 

（参考：現在の報酬月額 19万 9千円） 
 

10万円未満 42 10万～15万円未満 94 15万～20万円未満 81 

20万～25万円未満 34 25万～30万円未満 32 30万円以上 16 

その他 27 未回答 21   

〔その他の回答および意見等〕 

時給 1,100円×活動時間にする。（出勤日数）＝報酬とする。 

議員定数減ならば 20～25万円で OK。 

議員定数を 10名（2名減）とすれば、報酬総額に（20～25万円未満の場合）ほとんど変
動無し。 

活動に応じた報酬。 

議員自ら議案を提出し出務日当にしては。１日当たり 20,000円程度。 

本当に町政を考えているならボランティアでも議員になる人はなると思うけど…まっ、
そういう人はいないか？！ 

議員定数が少なくなれば、今のままで良いのでは？ 

成人年令 50才程度に当る賃金の 80％程度。 

若者がなりたいと思う報酬にすべき！ 

各議員によるのでは。 

毎月何日くらい仕事をしているかによって決まるのでは？ 

⑤25～30万円未満が議員活動に専念できる最高額と思います。 

勤務日数と仕事内容に応じて支給すべきだと思います。 

町が管理・社協等が頑張ってくれれば議員はいらない。 

国民年金の 2倍で良い。年 2回の賞与が有り。（年間では相当な金額では。） 

数を減らす条件付きで 30万円以上。 

無報酬：外国のように活動費だけで十分。 

公園の整備。子供たちの放課後の居場所作り。スポーツ少年団（青少年育成）への助成
金 UP。 

現報酬の 1/2でよい。町の財政状況からみて（考えて）。 

日当制にする。 

現報酬の 1/2以下でよい。 
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選任か兼任で少し差をつけてもよいのでは。 

適正はよくわからないが各議員さんが判断して活動することが大事。 

東部地域には小規模の町、光が多すぎる。 

日当（出勤日）制にしてはどうか。 

実稼働日数等不明でよくわからない。 

議員の活動、仕事がわからない。相対的なものだから 10 万円でも良いし 30 万円でも足
りない人がいるかも。 

なしで良い。 

65歳まで 30万円。65歳以上 15万円。 

二足の草鞋が履けるのだから町の財政を考えたらこのくらいかな？毎日出勤する人と違
うから。（15万～20万円未満） 

定額報酬を廃止して、議員出席回数や活動日数による手当方式に変えるのも合理的な一
案だと考える。 

定数を少なくして、25万～30万円未満。 

議員定数を 7 名程度とし、しっかりと町政に反映出来る人物を選ぶことと、仕事が出来
る人物にはしっかりと保障すること。 

議員さん方がどの様な働きをされているのか分からないので適切かどうか分かりませ
ん。 

調べもの、移動とかにかかった金は別に出てるから。 

賃金とは、働いた報酬です。賃金とは 1 単位当たりの仕事量です。このことを考えてく
ださい。 

とにかく議員が多すぎる!! 

自分の意見があるとき、議員さんに伝える方法→①自分の住む地域の方？②知っている
方？ 

自分の意思で立候補しているのにある年数以上の方への恩給は必要ですか？ 

定数削減して、町民税を安くしてください。 

次回選挙で定数削減期待する！！ 

高齢者なので新しい生活様式についていけなくなるので、議会だよりを読ませてもらっ
て、色々な課題があるという事を知るのみです。佐賀地域が大好きだからです。 

議員 10人にして報酬 26万円にすればよい。 

現在の報酬は中途半端だと思う。若い方が議員になり、生活するには少ないように思う。
半数（6人）にして 1人の額を上げればいい。 

議員の仕事をしてない。 

町政に町民の声を反映させる代表者なのだから、ボランティア報酬でもいいと思います。 

日当制にすれば良い。 

ボーナス、諸経費を含む平均年収で記載すべき。 

活動内容や成果による成功報酬形式にすれば 19.9万が高くもあるし安くもある。 

生活できる報酬。 

 

８ もし、あなたが議員に立候補するとしたら気になることは何ですか。（複数回答） 
 

家族の理解 122 世間の目 59 選挙資金 92 報酬 38 

仕事との両立 49 票が集まらない 66 

議員の仕事内容がわからない 88 その他 41 未回答 48 

〔その他の回答および意見等〕 

年齢。（ほか 2件） 
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まずは、他地方からの人の流れを確保することが重要だと思います。町内の流通では収
入は得られません。地方よりの落とし金が儲けとなります。観光施設の開拓。山を利用
した何かを考える。目玉を造っていきましょう。 

自身の町政への意欲。 

議員定数を少なくして報酬月額を多くしたら議員活動に専念できるのではと思う。 

自分の力。性格に合わない。 

報酬があつく、かたてまな仕事ではなく町民のため真剣に働いていける環境がほしい！
少数精鋭で頑張っていただきたい。小さな町に地域の代表のような国のような方針は必
要ないと思う。 

法律、行政の内容。 

今、50代なら立候補も有りかも。私達の年代では女性がまだまだ認められなかったです。 

この質問は何ですか？ 

議員はいらない。報酬が無駄。 

能力がないので立候補などとんでもない事です。 

年齢が高いため出ない。 

町議の仕事だけで他の仕事はしない。 

現町議の資質で町がよくなることない。 

後期高齢者なので無理。 

立候補しない。 

年齢的にも立候補したいとは思わない。議員さんも年齢を考えてほしい。 
※前回無投票だから急に立候補したなどどういう考えか。 

高齢になり思うように活動が出来ないから。 

報酬を受けただけの業務（活動）を…。 

町民の思いをしっかり聞けているか。町政に反映できているか。 

向いていない。 

議員に立候補するほどの知識がない。 

高齢のため無理と思っている。 

高齢だから立候補しない。 

議員として何が出来るか不明である為。 

しない。 

自分が社会に貢献出来るスキルを持ち合わせていないこと。体力的、物理的に無理だか
ら。 

高齢だから。 

副業なので今迄の報酬月額は非常に多いので検討のこと。 

議員になるような人間ではない。 

一カ月 26万円なら生活できる。 

町民の民度が高いなら。 

高齢議員が発言力を持っており、時代に取り残され、ＩＴ化、省力化、効率化が進まな
い。スピード感に欠けるため、全くやる気にならない。 

告発。 

あまり適任ではないと思う。 

議員の仕事を魅力あるものにして欲しい。 

興味がない。 

責任をはたせるかどうか。 

票が政策や活動の評価に繋がらない。 
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モチベーション。 

親の介護と政治に関する知識がない。 

 

９ 最後に、平生町議会に対してご意見、ご要望等がありましたらお書きください。 
 

昔の町会議員はある程度財力がある人の為に働こうと立候補しておられた。しかし、現
在は、自分の生活の糧に報酬を当てておりそれで生活しているようだ。選挙中は挨拶す
るが、当選すると物を言わなくなる。年間の議員活動報告を詳しくして議会だよりに掲
載してほしい。 

平生町の独自性を見出して新しい世の中にしっかりついていけるようにしてもらいた
い。 

毎回、同じような質問ばかり。回答も同じ…。質問すらしない議員がいる。19万 9千円
に見合う仕事をして欲しい。19万 9千円は驚きです→日当制で良いのでは！？ 

町民目線で町政の意見を反映させていくことにもっと尽力してもらいたい。つまり、町
民がなかなか町政に関心を持たず、議会と町ともなれ合いの中で物事が進んでいるので
はないかと懸念しているということ。町民が町政に関心を持つようにしていくことが大
事だと思います。 

若い人の職業の安定。長期間工事場所をみかけない（ダンプ生コン車等）けど大丈夫？
亡主人、低所得年金者は固定資産税 1／2 にしてほしい。平生町に 30 年住んでいるとか
で…。 

今回のアンケートは意味があるのですか？議員に聞いてみたいです。アンケートだけで
何の意味無くアンケート用紙・時間に使うほど意味があるのか？疑問があります。議会
とは何か？町民としては逆に質問したいです。 

行政側の説明をうのみせず、議員側で調査・研究等を行い町の発展・町の福祉向上等に
何が必要なのか考えて欲しい。 

議会だよりだけだと細かい活動がわからないし、歳をとると議会も聞きにいけない。 

今の議会には町民にあった議員に活力がなく今の議会に関心が持てない！ 
議会だよりは、いつも取り手がなく経費の無駄づかいだと思う！回覧にしたらいいと思
います。 

町政やまちづくりに情熱のある人。あるいは若手の人。議員は住民全体の代表であり、
奉仕者である。これが、議員の本質ではないだろうか？ 

町内の行事や集会などにまずは町民から選ばれた議員さんは参加し、町民と共に苦労し
た事楽しんだ事を味わったうえで町民の生の声を聞き、その上で反省点、問題点、方法
点を行政にパイプ役しなければ真の対策につながらない。議員の思いや感情で質問した
だけでは、前向きな会議でないのに違和感あるだけです。 
※新庁舎の件について 報道によると議長が採決する時、その前に何名か退場されまし
た。その後建設に対しての意見はのべられるのか？のべられるべきではないのか？知り
たいです。（放棄）（法規）？ 

町民との対話を増やし、行政と一体となったまちづくりを積極的にすすめてほしい。 

この度、庁舎建設に当り議員さんに寄付はどうされますかとお聞きしますと、自分たち
は公職選挙法で寄付はできないと言われた。このような時に議員提案で報酬の減額条例
を出し、1割程度でも減額をしてはどうか。 

現在、各議員の担当地域等が有るのか判りませんが、もし、決めた人が居るのでしたら
広報にて知らせてほしい。又、各地域の交流センターに意見箱を設置してほしい。（例：
市長の意見箱みたいに） 

現在、オリーブの栽培を実施していますが、何故、田名地区の平坦な所に植え付けたの
か。まして、台風シーズンは、葉っぱも落ち昨年来より成長が見受けられない。つまり、
塩害を受けるわけです。ハートピア施設を生かすため、その周辺に移植した方が成長も
早く、また、同施設も有効に使えることが出来る。かつてみかん農園であり、防風対策
もできています。現在なら移植可能。台風被害を想定していない。 

地区に議員が 1 人や 2 人はいるのだから、その家のポストの横にでも要望書を入れる箱
を設置してほしい。選挙があるときは地区のみんなが協力したのだから、あとは知らん
ぷりはないじゃろー！！ 
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・選挙の時は頭を下げ、それ以外は知らんぷり。 
・荒れた田畑が多くいのししの出没。持ち主に伝えてどうにかしてほしい。（強制的罰金
制度） 
・中心部にソーラーは作ってほしくない。何か良い案はないか。 

元気な平生町にして欲しいです。他の市や町に比べ田や畑が荒れていて、せめて花いっ
ぱいの町にして欲しいです。 

報酬に見合った活動をしてもらいたい。半年は議会を開催。副業ではないのだから。 

地元の住民との対話の機会等が欲しい。現状は、そのような機会は一度もない。（町民と
なって約 20年） 

大変なお仕事だと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。 

質問がもう少しあってもいいのではないか。簡単な質問でも良いと思う。 

どの市町でも少子化・高齢化の課題がある。平生町の未来を考えるならば、町民の人口
をいかに現状維持もしくは増加させるかにかかっている。魅力ある町に住んでみたいと
思われる町にしていくためには、町民が一丸となった取り組みを推し進める議員さんや
役場職員の熱意が必要。創意ある様々な取り組みを考え、現実のものとしていける活力
ある議会を望む。 

今年、孫が小学校に入学しました。通学路に川があり手すりがありません。孫の友達が
手すりが無い為、通学する時に川に落ちました。ケガは無かったけど危険な通学路と思
います。どこに言えばいいのかわからず、こんな時に町議の選挙があれば話ができるん
だけどと思いました。早く手すりをつけてほしいと思います。 

議会だよりや議員個人紙等で活動内容等は大体把握出来ている。平生町の将来を考えて
しっかり働いてもらいたい。※イタリアーノは何をしようとしているのかよくわから
ん！ 

期待や夢が見えないのです。今でもあまり要望など実現していない！！ 
年寄りが足を運ばないとはいたわりがないですね。アンケートの回収方法をもう少しよ
く考えて下さい。 

こんなものだと思う。 

少しずつ女性議員さんが多くなっていますが、良いことだと思います。今後の活躍に期
待します。 

町と町議会はよく車の両輪と言われるが、果たしてその役目をなしているのでしょう
か？平生町が抱えている諸課題についてよく研さんし、よりよい議会運営を願います。
今回のこのアンケートにつきましては評価したいと思います。 

家内にネコが入り込み、ふん尿をして困っております。（片付けの為に）ネコの撤去を町
の方でよろしくお願いします。 

目配り～気配り～思い遣り精神でお願いしたい。 

佐賀の丸山にある墓地の整理をしてほしい。（山の上）古い墓石があちらこちらに散乱し
て困っています。田名沖にはオリーブ園が出来て良い事と思います。まだまだ空き地が
あるので子供の遊べる公園を作って下さればもっともっと地域が活性化するのではない
かと思います。 

議員さんは会社員ではないのでもっと自覚を持って下さい。町民の為に奉仕する心を持
って下さい。 

議員の仕事がみえてこない。町長を助け町が元気になるように考えてほしい。 

議員さんの住んでいる所だけが良くなっている。 

議員等は不要。町職員等、また、町長が頑張ればよい。 

前向きな意見がほしい。議会には傍聴に伺っています。 

町だけでなく、県単位で検討が必要。 

別の考えもある。現議員数 12名を 24名にし、現報酬の 1／2にして 
12名×199,000円＝2,388,000円 → 24名×99,500円＝2,388,000円 
町民に対する町議の競争が平生町で良い方向に向く様に思う。 

年度の最後に各議員が議会で何回質疑を行ったかを一覧表にして報告して欲しい。 
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１．地域振興―１８８号バイパス道の早期実現を期待している。 
２．次代を担う青少年の健全育成活動行政に情熱力を。 

育成論考ですが平生町青少年健全育成（少年の主張発表会）広報紙（こやらい紙）会
場ひな壇に議員の顔が見えないのは寂しいことです。立派な作物は豊かな土壌に育
つと申します。平生町の子育て支援、土壌作りに情熱を期待している。少年の心をつ
かみ健全育成をする。スポーツ少年団の活動も低調化していないか。少年化等社会
情勢も背景も考慮されるが。（他所も同条件） 

議員は地区の要望意見を反映するべきだが、全く活動していない議員がいる。地区民が
要望してない事を議会で質問している。 

町民の声や要望が伝わりやすい組織作り。 

宇佐木地区は議員さんが皆無の状態です。ちょっと気がかりです。 

議会で意見提案されたことの数年後の実績報告回答が出来ていないと思う。 
→ただ、町に確認（その時）だけになっている。余りにも漠然としている。 
要は、議会で意見提案されたことは必ず実績報告してもらうことを町民は期待している。 
→企業では必ず何年かかっても実績報告は行う！（途中の経過報告も必ず必要と考え
る。） 

兼業で町政を運営すべきことはこれからの資本主義に合わないのでは。 

企業誘致の活性化。 

議員が立案した議案が多くなるとよい。 

町民の声をもっとよく聞いて寄り添って町政を行って欲しい。 

個々の活動がわかり辛い。一部議員、議員としての資質に欠ける。発信が乏しい。 

議員が多いので少なくして、報酬を（手当を）多く出すといい。 
やはり選挙しないと議員が見えない。内容も分からない。早くしてほしい。 

近くの町や市と議員の交流を活発に行い良い所は取り入れ、協力して発展につながるも
のはどんどん行い、人口を増やす事や企業誘致をしてもらいたい。 

町民の声をよくみききし町政にいかしてください。小さな事もよくきき、出来ることは
対応してください。 

議員さんが議会以外で行っている活動があれば知りたい。 

「イタリアーノ」でなく、将来的にも町民に愛され平生町の基盤となる施策が欲しい。
町長がかわったらかわるのではなく町の施策として骨太の「何か」欲しい。 

議員活動の見える化をする事、資質のある議員の立候補をお願いします。ＡＩ社会への
対応力。 

高齢化になり、福祉の方へもっと力を入れてください。 

町のために頑張ってくださる方も居られますが自分のことだけの方も生活のためと云わ
れる議員さんも居られます。話をしてもガッカリします。町のために少しはボランティ
アの面も欲しいです。 

地区のみんなに意見を聞く場所など設けて話がしたい。 

行政(議会も含め)がもう少し元気にならないと町民はついていけないような気がする。 

議員が質問し、町長が答える。その先どうなったのでしょうね。完結したのか、そのま
まなのか、審議継続中なのか分からない。 

今般、デジタル化が進んでいますが、平生町内において図書館、公民館などフリーＷｉ
－Ｆｉ化されていません。今後さらにデジタル化が進むので費用など色々あると思いま
すが、ご検討のほどを。 

美しく豊かな、昔の手つかずに残っている景色や風景はこれから先もずっと残して、生
物も人間も共生できる地域のままであって欲しいです。 

町政のためにより良い平生町発展のための努力には感謝していますが、住民を代表して
いると云う事を常に念頭において議会に臨んで欲しい。何もかも反対と云うより相手の
意見も聞く耳を持って欲しいし、後継者育ても考えて頂きたい。立候補をしない住民に
も一因があるけど、議会のあり方、行政のあり方等を説いて是非後継者を育てて欲しい
と切に思っています。議会に新風を起して頂けるのを願っています。 

議員、町職員が同じ考えで町づくり、行政を進めてほしい。 
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議員活動の内容を文章で報告すべきだ。一部の議員だけだ。 

女性の参画を多くする。（女性の議員数を多くすること。） 

住民と共に活動したり、リーダーになって欲しい。 

議員には足を運び住民の声を十分把握すること。 

議員活動が不透明。何をしているのかもっと積極的にアピールしてほしい。 

いろいろな弱者の声が届く議会であって欲しいです。 

このアンケートの結果を明確に町民に知らせて欲しい。 

選挙のない町議会議員なら定数減で選挙のある町民が選べる議員を望む。 

小地域で実践されている各種行事、活動を地元議員は把握していることが最小限の＜議
員の務め＞。 

協力して平生町が住みよい町になるよう威張らずがんばって欲しい。 

常日頃、議員と話す場がないのが残念。たまには町内をのぞいてコミュニケーションを
とるとよいのでは？ 

１年に１回位は地区の皆さんの声を聞いて回ってもいいのではないでしょうか。町民の
要望を少しは実現してほしい。町民アンケートを度々出してほしいです。がんばってく
ださい。 

平生町が存続する様望んでいるが、現状は衰退の方向になっている。オリーブ産業の経
営計画を数値で提示してほしい。 

質問がわけの分からない事があり、町長さんの返答も困っておられる事がある。よく勉
強して質問し、議員の質の向上に努力してほしい。中にはこの人が？議員？と頭をヒネ
ることがある。 

若い世代にも、興味を持ってもらえるよう分かりやすく説明してほしいです。 

議員と町民との交流の場を設置してほしい。 

町民一人一人に親しみを感じられるように、接する機会があったときは議員の方から語
りかけられるように少し努力して欲しいと思います。 

町の財政規模に応じた人数、役場職員数を含めて財政健全化施策を本気で進めるべき。 

議員の研修等、議員の資質向上に努めてもらいたい。あまりにもおそまつな議員が数名
いる様に思う。 

議員の質問がいつも同じ感じがする。 

若い方や女性の方も議員さんになって欲しい。幅広い年齢層の方がおられると民意が伝
わりやすい。 

大変お世話に成ります。頑張って下さい。 

議員が仕事をしていることが目に見えない。議会で発表することだけが仕事？って思っ
てしまう。 

「7」について、もしあなたが議員になるならとあるが、現在の議員報酬が適当かどうか
聞くべきではない。 

議会に対して人口減少、過疎化する問題に真剣に向きあって。 

町長さんはよく頑張っておられると思います。 

月に２回は街頭演説をする。 

議員はもっと町民にアピールを。 

報酬を毎月もらうのだから、毎月自分は何をしたか示してほしい。それによって報酬の
額もかわってくるかもしれない。 

平生町を発展させていけるような取り組み、減少人口にはどめをかけられるような取り
組み（住みたいと思えるまちづくり）の検討をお願いしたい。 

議員定数を満たすための立候補はやめて。 

議員定数を減らして報酬は増やす。 

必ず実行するつもりで提案なり主張してほしい。 
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多数議員がいながら、数十年活動が見えていないです。 

「町民参加の議会」素晴らしいと思います。年々荒れていくふるさとを守りたいと思っ
ていても、その思いを話す人がいないので、議員さんの方から意見を聞いてもらえれば
うれしいかなと思います。 

ふさわしい議員がいない。このアンケートを参照して良く検討してください。 

平生町民の生活向上や安全・安心の為には何を成すべきか。真剣に考えている議員 or町
職員が不在。 
柳井市、田布施町、上関町との大合併は必要であろう。 
「イタリアーノひらお」は何をしようとするものか。将来像も見えずに無駄な支出は論
外。何の施策もビジョンもない町政にはウンザリしている。 

選挙期間中は顔を見せるが、選挙が終われば全然顔を見せない。票の重さがわかってい
ないのではないか？ 

目安箱は引き続きお願いします。 

議員の兼業はダメ。専従議員で町内 5～7名ぐらいでもっと地域住民とのふれあいからい
ろんな相談ごとを発掘してほしい。そういうことがされないから、直接役場に相談をす
る。それなら議員は不要となる。 

せっかくアンケートをされたので、意見など公表されて、議会運営に反映してほしいと
思います。 

議員の仕事をしていない。報酬泥棒。 

報酬を増やして、議員の生活を安定させたうえで、幅広く活動してほしい。 

議会の傍聴は行った事がないのですが、インターネットで傍聴できる機会があればいい
のにと思います。 

議会での議員の質問状況について、議会全員の質問内容を会報に記載してほしい。また、
出席欠席の状況も。できれば議員全員の月毎の活動状況も記載してもらい、報酬に見合
う活動かどうか町民に分かるようにしてほしい。次回選挙の参考になると思う。 

たまに「議会だより」を見ますが、議員の方は町内全体を見て質問されている気がしま
せん。数年前、ある議員の方が「学校と塾との連携を」といった質問をされていました
が、公立の学校をもっと高める工夫ならわかりますが、何故塾と？！とっても的外れだ
し教師に失礼だと思いました。また、卒業式に来賓として選挙前だからかしれませんが
全員の議員がこられていましたが、居眠りを式の最中にされている方が数名！とても失
礼だと思いました。 

議員だけで生活できるように報酬は増やす。インターネットで議会が視れるようにして
ほしい。 

何度か傍聴したが、一般質問のレベルが低いと思う。どこそこの県、市町がこんなこと
をやっているが、平生町でもやったらどうか的質問。不勉強のきわみ！ 

「４」の質問で意見や要望を伝えているかですが、議員と出会う機会がない。選挙の時
だけでなく時々意見や要望を聞いて歩いてほしい。 

多くの町民の声を町政に反映させ、平等に対応してもらいたい。 

町の財政状況から、議員報酬は多い、議員定数が多い。イタリアーノはやめるべきです。 

目立たない部分、交流センター、特産品センター、高齢者が使う場所、図書館等も昔の
ままです。イタリアーノもあまり意味がない…。町民のために!!! まずひらお。 

日頃、議員の方と話をすることはありません。選挙前に来られた時に要望などをお願い
しますが、その後どうなったか連絡があったことはありません。せめて結果だけは聞き
たいと思います。 

高齢化が進んでいるが、もっと若い人が住みやすい町づくりにも力を入れて欲しい！！ 
子どもが遊べる場所を増やして欲しい。公園など、室内遊具。 
今ある公園の整備をして欲しい。ハートピア。（アスレチック？だいぶ朽ちていて安全に
遊べない。） 
寿海苑の所にある公園もボロボロになって入れないようになっている。せっかくいいも
のを作っても管理がきちんと出来ていないものが、もったいない。 
町の海ももっときれいに整備掃除を。 
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未来を見つめた議会、役場で働く人たちが自信と活力に満ちた働きが出来るようにする
ことです。 

定数を減らし、議員 1 人単価の報酬を上げることで、若い人や質のよい人材が出てくる
のではないかと思う。 
また、前回のように選挙にならないのでは、町民が自分事に思ってくれないと思うので
選挙になるように定数を減らして欲しい。 

いままで町が進展しない（かわらない）。 

選挙に当選すれば公約は実現されないまま…有言実行でいくこと。住みたいと思う平生
町に。 

今の議員が何をしているのかわからない。ＳＮＳやＨＰを使って、若い世代でも見たく
なるような広報をして欲しい。 

つまらん質問するな。時間がもったいない。 

町議のみなさん頑張ってください。 

小学校の給食室をなくさないでほしかったです。 
昔から平生小学校の給食は美味しいとほかの市町村の方々が羨ましく思っていました。 
役場を建て替えるお金を町民にお願いするのであれば、先ず子どもたちのために給食室
を守って欲しかったです。残念です。 

学校の男子半ズボン制度をやめて長ズボン OKにしてほしい。 

小さな町らしい子供が育てやすい町であってほしいです。 

議会と行政が一体となって政策を提言し粘り強く進めてほしい。 

コミュニティ協議会や自治会組織があるから、地域の活動に参加しないで言うばかりの
議員はいらない。お金目的の議員になっている。選挙がある時だけ頭が低い。 

アンケート結果を発表して欲しい。イタリアーノでは雇用は発生しない。財政が厳しい
状況なので支出を抑えるべき。 

議会だよりにほとんど登場しない人がいるが仕事ぶりがわからない。仕事をしているの
だろうかと思ってしまう。仕事ぶりを見る一つの手段として議会だよりを活用すべき。 

多方面にわたっていろいろ考えて下さっていることに感謝します。これからもよろしく
お願い致します。 

1人当たりの町議の仕事量を増やして、人数を減らしたら良いと思う。報酬はその分増や
して、片手間で町議の仕事をするのではなく、町の為に全力で務めて欲しいです。 

本気で平生町をよくする仕事をしてもらいたい。 

発言の内容、意味とまったくかけ離れた議員に都合の良い議会だよりなら必要ない。議
会事務局もそのあたりをきちんと監視してほしい。 
また、議事録を全部インターネットや各地域交流センターで読める事を太字で大きく議
会だよりにのせて下さい。 
議会開会前、終了後は必ず議員から町民に対し説明や意見を聞く機会を作り、議員自ら
ふだん話をしやすい特定の人だけではなく、多くの町民から話を聞くべき。 

議会だよりの質問を見ると、議員であれば知っておくべき内容や、自主学習するかなど
で解決できるものも見受けられます。せっかくの議会での発言機会でありますから、そ
の質問の質や町で実現可能な提案など、建設的なやりとりをみせてほしいと思います。 
定数も削減を望むところですが、あまり減りすぎると、偏った考え方や奇異な発言が通
ってしまっても困ります。 
議員は国もそうですが、政策や提言に失敗があっても選挙を除いて責任を取らないこと
が、その発した言葉に推進力や実効性を欠くような気がします。 
アンケートをすれば非難が多いことは予想されるところで、実施されたことは、議員の
皆さんの中にも改善しなければいけないという想いを感じます。ぜひ、前進されるよう
期待しています。 
・町民意見は、アンケートで集めるべき。人伝いでは正確に情報が伝わらない。 
・出てきた意見の数々を、実態、データ、予算、歴史、未来、理想と照らし合わせて最適
を判断できる人が担ってほしい。 
・年代毎、エリア毎に議員を選出したらいい。 
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そもそも町村合併しなかった事が大失敗で、これから益々町自体が衰退していくことを
危惧している。 

もう少し、目に見える結果を出して欲しい。 
要望するだけでは地域環境が改善されない。 
荒地、空き家、管理が杜撰なソーラー発電がなくなるように。 
町全体の環境整備の中長期計画が見えない。 
無秩序な宅地開発、地域社会や生活環境のことを考えているとは思えない。 

議会だよりを読んでいて、議員の質問の幼稚さに驚くことがある。議会事務局も質問を
受け取る時に、質問内容を精査しているのか疑問に思う。毎年出現する同じような質問
はリジェクトしたり、質問に具体性を持たせるために、質問の真意を聞き出したり、質
問の質を上げられるように運営すべきです。 
また、職員の数が多いという議題が上がるが、決してそんなことはないと思う。その質
問を毎年行う議員の思考を疑う。議員の幼稚な質問のせいで、その答弁を作るのに手間
を取られ、業務が圧迫されているのではないかと思う。 
もちろん、職員の業務の効率化を積極的に行う必要もあるが、職場環境の改善を行い、
職員がプライベートと仕事を両立して、働きやすくすることも大事です。 
とにかく、幼稚な質問が議会だよりに出てこない日を願っています。質問の質をあげら
れるよう、精進してください。 

町民からしたら、議会だよりを見るぐらいでは、なかなか議会に興味をもってもらうの
は難しいと思うので、議会の行われる日の告知をもっとやって傍聴に来ていただいたり、
ケーブルテレビに撮影してもらって議会をテレビ放映できるような環境を作ってもらっ
て町民に見てもらえれば、議会がもっと興味を持てるような存在になるのではないでし
ょうか。 

開かれた議会を目指すため、議会の様子を録画し、役場庁舎内１階ロビーなどで大型モ
ニター等を設置し常に繰り返し放映することが必要であると思う。 
大半の町民、とくに若年層においては政治そのものに興味がない人が多く身近な政治、
小さな政治をもっと至近距離で感じる必要が大いにあると思っている。 
また、議員だということだけで急に態度が大きく偉そうに振る舞う人物が多いことも気
になる。 

一生を笑顔でこの町で過ごせるよう、75歳までしっかり稼げる雇用の確保をお願いしま
す。 

住民税と水道と下水道料金をさげてほしい。 

シニア世代だけの意見ばかり聞くのではなく、若い世代の意見もどんどん聞いてほしい。
特にＳＮＳ等を使えば意見も収集しやすくなると思う。 

議員全員の氏名、年齢、経歴等一切知らない。議会広報に登場する議員は高齢者が目立
つ。若い議員が育ち、活躍する議会であってほしい。 

・現在の議会事務局のホームページ上における一般質問の掲載の仕方に疑義を感じま
す。各議員が行政側へ書いた質問を誰かの権限を以って要約してホームページに掲載し
ています。これでは議員がどのような意図、ビジョンを持ち、質問する事案についてど
れだけ事前に調査して質問しているか判断できません。柳井市や田布施町では一般質問
内容を一言一句、そのまま掲載していて、悪い言い方ですが議員のレベルがどの程度か
よく分かります。平生町議会の現状では、議事録が公開されるまで期間がかかるので、
議会前後で知るすべがありません。 
・議会だよりの余白が多すぎます。誰が紙面編集をしているか分かりませんが、税金で
賄う以上、それなりに情報公開と伝わりやすい紙面を意識してほしいです。 

ゴミの分別もわからない議員がいます。もう一度勉強されたらどうですか？ 
選挙中だけペコペコ票を集め、あとはこれといって活動がみられません。 
ちゃんと活動している議員さんもいらっしゃいます。人数を減らして給料をその方にあ
げたらいいと思う。 

議員活動は副業ではありません。もっとしっかり活動してください。 

町内の道路整備に細かい目を向けてほしい。 
簡易修理のため、石垣が何度も崩れている状態である。 
更に団地から流れる小さな川の側溝が傾いて、いつ水が流れなくなってもおかしくない
状態であるが、二年前から申請しているが、未だにそのままの状態である。 
予算がないということですが、これでいいのでしょうか。 
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１．議員の中に本物を見たことない者が居る。どこで何の活動をしているか、活動日報
や月報、年間を通しての報告書を一般公開して欲しい。事実現在の月額報酬 19.9万円が
妥当であるか評価が難しい。 
２．議会の定年制度を確立し、若者が参加できる議会としてほしい。現在は個人事業者
や年金組がメインでサラリーマンは少数である。議会を時間が取れる者のみの会議にし
てはいけないと考える。オンライン等の活用を許可し敷居を低くすることで子育て世代
の生の声が議会に届くことを望む。更に、議員より学歴の高い若者は平生町には多数居
る。高齢議員は後継者探しで上記の者を探し出し後見人になる覚悟で面倒を見て欲しい。
また、立候補時点で健康診断書の提出を求め、任期中に闘病や死亡の可能性がある者は
立候補をできない制度とするべきである。補填のために行われる選挙にかかる費用は馬
鹿馬鹿しいので、事前に防ぐ意味も含め実施を強くお願いする。そもそも、生存するこ
とが精一杯の者が町の政を考えることが出来るとは考えられないし、任せたくない。健
康で熟考する体力のある者が十分な会議を重ねて町の方向性を示して欲しい。 
３．上関原発の発言は都度必要か？進みもしていない事を当人の一般質問の一つとして
取り上げているが、先進的、建設的な意見の枠としての質問とするべきではないか？考
える事に対する怠慢にしか思えない。同額受け取っていいのか？ 
４．道路演説で歩道を占拠するように車両を停めて行なっているが、警察への許可は取
っているのか？歩行者の経路や安全確保をどのように提出しているか公開してほしい。
散歩中に邪魔である。 

議員の皆さんの普段の活動が目に見えない。 
もっと町民の意見を聞く機会を設け、その意見を町政に持っていって欲しい。 
ここ数年の町政は停滞しているように見える。 
イタリアーノも良いが、まず住民ありきでのサービスをお願いしたい。 
職員のレベルとサービス向上を議員の方には町に要望していただきたい。 

女性議員が増えるといいなと思います。 

 


