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議会報告会を開催
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年２月７日（土）仁木町議会初の取
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平成

組み「議会報告会」を開催いたしました。

当日は、多くの皆さまにご参加いただきま

した。心より感謝申し上げます。

ご参加の皆さまにご協力いただきました、

議会報告会アンケートの集計結果を、ぷち通

議会だより にき

信において、速報版としてお知らせいたしま

す。

なお、詳細な内容は、５月発行予定の議会

だより１０５号に掲載いたします。
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議会報告会アンケート集計結果

問２

問１

参加者の年齢

参加者の性別

参加者の居住地

問６ 報告内容の感想

問７ 今回の報告会の評価

21%

かった」の ％と、「まあまあ良か

今回の報告会について、「良

16%

ぷち通 信 で は 、 議 会 報 告 会

問３
報告会を知った理由

た」と感じた方が ％いた一方で、

どちらとも言えない

アンケート の う ち 、 問 ６ か ら 問

人

問４
報告会開催時間の感想

19%

報告内容が「わかりやすかっ

わかりにくかった

％おり、「わかりにくかった」

9%

までの集 計 結 果 を お 知 ら せ し

ます。
☆配布人 数
人

問５
報告内容の感想

26%

「どちらとも言えない」と感じた方
が

回答なし

った」の ％を合わせ、 ％の方か

ら良いとの評価をいただきました。

その他として「議会だよりに報告

されている事項があり、あまり意味

がないのでは」「報告会を開くなら

勉強するように」「内容を検討すべ

き」との意見がありました。
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☆回答人 数
％

問６
今回の報告会の評価

9%

と感じた方の ％を合わせると、ほ

まあまあ良かった

良くなかった 3%

☆回収率

問７
報告会の必要性

回答なし

ぼ同率となりました。

56

アンケートの内容

問８

議会傍聴の有無
議会ホームページ閲覧の有無

議会に期待すること
町及び議会に対する意見等

良かった 35%

35

21

46%

言えない

46

その他 7%

わかりやすかった
どちらとも

19

84 43 51

問９
問
問
問

12 11 10

26

12

あまり良くなかった 9%

21%

「ぜひ継続すべき」の ％と「継続が

議会報告会の必要性については

継続が望ましい

必要性』が

％となり、『必要ない』

の９％を大きく上回りました。

議会ＨＰ閲覧の有無

政策提言 20%

議会に期待すること （複数回答）

38%

との対話」の ％と「情報発信」の

11

％を合わせた『説明責任』が ％と、

23

問

16%

議会に期待することは、「町民

行政チェック

問９ 議会傍聴の有無

問

ある 49%

町民との対話

ある 46%
ない 49%
ない 46%

情報発信 23%

38

回答なし 5%

10

回答なし 5%

49%
必要ない 9%

望ましい」の ％を合わせた『継続の

49

その他 3%

全体の半数を占めていました。

その他として、「報告会ばかりでは

開催する意味がない。今後、町のため

にどのように向かっていくか、その未

来を聞きたい！」「特に町民や先達と

の政治活動」との意見がありました。
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ぜひ継続すべき

21

70

61

回答なし 21%

問８ 報告会の必要性

議会報告会アンケート集計結果

議会や町に対する要望・意見など

員の方々が一所懸命取組む

ご参加の皆さまから、多数の貴重な

音がはっきりせず、聞きに
くい場面もありました。議

ご意見等をお寄せいただき、ありがと

わかりやすく、報告されて
いました。報告の中で、発

うございました。

各議員が一年間、実施した
こととともに、仕事内容も

お寄せいただきましたご意見等は、

大変すばらしい報告会だっ
たと思います。

議会全体として真摯に向き合い、今後

す。

の議会活動において、議論や政策提言

継続
義があります。今後も
民と
し、内容を工夫し、町
つと
の対話、情報の発信に
いま
めていただきたいと思

に反映してまいります。

問題
もとの町議会のどこが
議会
なのかわからないが、
は意
報告会を開催したこと

※原文のまま掲載しています※

研修視察の報告について、
ただ報告するだけではなく
その視察から得たものを基

たい。町民が望むことを政

策として、町民が住んで良

かったと思うまちづくりを

お願いしたい。

小さなスーパーがほしいで
す。みんなが必要としてい

ます。場所的には、なるべ
く中心地が良いです。

ように政策を提言して行く
か等、次回への活動方針も
話してほしかった。スライ
ドの文字が小さくて、後ろ
からは見づらかった。

議員の仁木町の現状や経済
活動についての議員活動や
認識が欠如している。町職
員の政策立案能力が無いに
等しい。町民には、今何の

仁木町議会報告会を毎年開
ます。

政・町議会としていただき

に、今後町政に対してどの

姿に心打たれました。

催されることを希望いたし

町民を第一に、開かれた町

為の議会か町行政かを厳し

町民の声、要求をくみ上げ
ることは、それを町政に反

く批判する声が日増しに大
きくなっている。

映させて、住民が主人公の
政治を実現する上で大事で

仁木町の具体的課題、

点を話し合うように！

問題

す。そこで、その役割を発
揮するのは、町議会議員そ
れぞれの固有の役割と思い
ます。個々の議員に報告会

開催して大変良かった。
今後もぜひ継続してくださ
い。

（活動・議会での取組み）
を促進させる何らかの取決
め、確認、内規が必要でな
いかと思います。

議会だより にき

町全体のビジョンをつくり

それに沿った議会活動をす

べきであり、この視点から

すると、報告会の真の意味

がないと考える。再考を！

議会内容をネット公開体制

を早く整備すべき。
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