
自由記述(別紙11)

1 議員が町民に対して活動とか対話を積極的に知らせてほしい。
2 町民との会話を常に行ってほしい。
3 昔の議員さんと比べると、町政に対する取り組みを真剣に考えている議員さんは何名いるのや
ら。

4 半数はおろよか（注：質が悪いこと）。
5 議員さんは町民皆のお手本となるように。私生活において下品な方もみられます。もう、頭にき
ます。

6 職を与えられた以上は真剣にやってもらいたい(やっているでしょうけど)。
7 議員は町のために何をやっているのか全然わからない。
8 話をしても心の底から聞いていないような気がする。上の空。知っている人なら聞くような、人
見て態度を変える。選挙前だけの笑顔とあいさつ。町民の名前を間違う(年賀状など何年も前か
ら)。

9 町民の意見を自分から聞くことができない議員ばかりでいやになる。
10 ボランティア精神が一人間として欠けている人が多い。
11 気さくに町民と会話をし、その中で議題になることがあるのでは、と思います。
12 いろいろな場で意見を言ったり聞いたりしてほしい。
13 ある議員に環境のことで相談したが、その後どうなったのか未だに返答なし。もう少し町民の声

を議会にあげてほしいです。
14 理想論ばかりでは良くならない。現場の声を聞くこと。これが大事だと思う。
15 理想ばかりでは事は運べない。
16 議会、議員が何をしているのかよくわからない。
17 アンケートではなく、実際に議員の方が直接町民に対して意見を聴いて回ることをされてはどう

でしょうか。
18 以前住んでいた地方の議員さんは軽トラで町を定期的に巡回しながら、町の人々に声をかけて

「困ったことはないか」と住民の声を吸い上げていました。そのような姿があれば我々町民も心
強いです。

19 小値賀の現状をもっとよく見てください。
20 今は町長が質問に対して答えているが、時には議員が質問に対して答えてはいかがでしょうか。

21 勉強不足の議員さんが多いなあと感じる。議長の議会進行は緊張感が無い。議長として力不足で
は。

22 「コロナ禍で、直接意見をお聞きする機会も難しくなってきております」とありますが、議員の
方々は、今までそういう機会をどのようにしてきたのか、全然見えてきませんでした。

23 名前と顔を知っているだけ。しゃべったことは無い。
24 一般質問は町民にわかりやすい身近な内容をしてもらいたい。質問が難しすぎて、わからないの

がある。
25 住民の意見・希望を、吸い上げることを積極的にしていただけたらいいと思います。

①議員に対する不満や要望など
問30　議員・議会に対しての意見や要望を自由に
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26 釣りをしていた子どもの目の前で、飲んでいた缶を海へ投げ捨てる姿を見ました。“海をきれい
に”等を環境問題等さけばれている現在、人間として、ましてや議員さんたる人が行う行動として
はとてもじゃなく、思えませんでした。あきれました。

27 議員さんも町民からの意見を聞いたりして、その問題を議会にあげて、少しでも解決してほしい
です。

28 じげもん以外の議員の意見が果たして島民の意見を反映しているのか心配だ。それらの議員と島
民との交流がほとんどみられない。島民が馬鹿にされては困る。じげもん議員もしっかり民意を
汲むべき。

29 議員個人の報告誌を発行したらどうでしょう。全体的な活動は議会だよりでわかりますが、個人
の活動、思いが伝わってこない。

30 当選したらそれで縁切り。最後まで責任を持って、議員に願う。
31 コロナで自粛を呼びかける中、議員さんたちが子供や孫を連れてくるのはどうかと思います。
32 議員さんは地区の皆さん、部落の皆さんと対話しながら議会の話を伝えてほしい。今の議員さん

は、選挙が終わると話すこともしない。そんな議員が目につきます。部落の人と話をしてくださ
い。

33 自分のことしか考えていない。何も感じるものが無い。
34 もっとレベルアップしてほしい。果たして信頼されている議員が何人いるのか。
35 議員は積極的に町民と対話し、問題点、要望を聞く。
36 議会の傍聴はしたことはありませんが、議会だよりは読みます。頑張っておられる方もいると思

いますが、同じ方ばかりが質問しているように感じます。このような場で質問や町民の声、要望
を伝えるのは議員の特権です。同じ方ばかり質問しているので、あまり質問していない方はなぜ
議員になったのかなと思います。

37 選挙時には頭を下げてお願いするが、当選すると挨拶もしない。地域等の清掃活動も非協力。清
掃活動に来ても時間にルーズ。コロナ禍で町民は我慢している人が多い中(不幸があっても子ど
も、親せき等に帰省を断ったり)議員の子どもが帰省したり、ゴルフで島外に出かける様子を見た
り聞いたりすると、とても不愉快でした。議会であまり質問しない議員もいる中で、報酬を高く
する気分にならない。議員本人も気づかないところで、町民から見られていると思います。町民
の代表だという自覚を持っていただきたい。

38 議員さん一人ひとりの資質にもよると思いますが、きちんと町民の声を拾ってくれる議員さんも
いれば、耳を傾けようともしない議員さんもいて、差があり過ぎると思います。町民の代表を選
ぶのだから無投票ではいけないと思います。選挙の時、町民一人ひとりも地縁・血縁で投票すべ
きではないと思います。

39 議員であると同時に町民だという考え方を忘れず、町民と気安く話をすることも大切であり、自
分から町民に話しかけをする気持ちも大事。

40 議会関係の資料を見ると、一般質問がいつも決まった人しかされていないのはなぜでしょう。他
の議員さんは。

41 選挙の時だけ頭を下げて、町民に直接話しかける等していない。見たことがない。
議会のやりとりものらりくらりで、当たり触らぬ問答にしか聞こえない。

42 残念ながら、職業議員のイメージが定着していて、山積している島の課題にあなたたちには荷が
重い。
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43 動画配信を見ていると、行政側の重箱の隅をつつくような発言が多いと思います。役場職員の働
き方改革になりませんね。小中学校の子ども議会、子どもの目には議員が居眠りしているように
見えています。子どもたちの前では町民の代表であるという凛とした姿勢で対応してほしいで
す。書きたいことはたくさんありますが、日ごろから議員の皆さんの行動、発言は町民はよく見
ていますよ。もっと頑張ってください。

44 議員は、政治は誠心誠意を基本にやってもらいたい。
45 今の議員さんは、町のためではなく自分の働きという感じです。もう少し町のことを真剣になっ

て考えている人になってもらいたい。議員である人は、町民のあいさつにも答えてほしい。あい
さつしてもあいさつどころか知らんぷりの人がいる。こんな人はやめてもらいたい。

46 議員各個人の活動がわからない。コロナでなぜ議員の家族を地元から小値賀に来させるのか議員
としての自覚が足りない。

47 議会中に議員同士で言い争うことがあると聞きます(見ている方は笑えるほど)。スマートでない
と思います。

48 議員活動に責任感を持って活動している人ばかりだとは言えないと思う。
49 議員さんは、議会があっても同じ人ばかり意見を言っている。議会があっても二人しか意見を言

わないのはなぜか。議員の仕事ぶりが見えない。
50 議員さん、もう少し頑張って小値賀の賑わいを取り戻して。町は死んでいます。商店街の日曜日

のシャッター閉めていること、観光客も来なくなります。自分たちの報酬のことばかり考えない
議員であってほしい。

51 町民の声を聴いて、町政へ反映させてください。
52 「議会の場で町へ質問せず、普段から聞けば良いのに」という内容の質問が割と多いように感じ

ます。
53 議員は町民の代表であり、町民の声をもっときいて議会で活躍してほしい。今は議員個人の意見

が多いように感じる。とにかく小値賀町を良くするという同じ目標をもって活動してほしい。

54 まず議員の方々との接点が普段ないので、どのような頑張りをされているのかわかりません。議
会に参加しなければわからないというのではなく、普段の生活の中で接する機会があれば町民の
声が身近に聞けると思います。税金を使って物を作るだけではないと思います。

55 議員の必須条件は、①人柄　②包容力　③知識　④判断力　⑤情報収集力　⑥発言力　⑦正義感
⑧政治力　⑨人脈　⑩決断力。議員の中には議会質問マニュアルをインターネットそのまま活用
している人もいるようです。自分の思考で行ってください。

56 人が集まる場所で(例えばターミナルなど)街頭演説してください。
57 議会だよりに出ている質問は一つ二つで、同じような方が質問している。全員質問されています

か。
58 議員に意見、要望しても、左の耳から流すのはわかっているし、都会から移住してきた人たちに

仕事をまわして、私たちが応募しても採用しないですよね。アンケート調査には協力できませ
ん。議員には期待していないし、政治に関心が無いです(信用できない)。

59 議員さんが自分の意思で立候補して、当選した以上は議員を本業とするくらいの責任感で努力す
べきだと思う。報酬に不平不満を持っている時点で、議員に向いていないのでは。このアンケー
トをとるということは、議員内部で統制がとれていないのか。コミュニケーション不足なのかと
疑ってしまう。
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60 島の議員さんとして親しみやすいのが一番だと思う。議員だからとかそういうのは、議会離れの
だめなところ、盲点だと思います。皆に分かりやすい、そして町民があこがれる議員さんでいて
ください。

61 とにかく議員の一般質問を聞いていると何を言いたいのか、何を聞きたいのか全然わからない。
政治家のマネしているのか知らないが、難しい言葉ならべて自己満足にしか見えない。これでは
議員になり手もいないし、それに答えなければならない役場の人たちがたまらないと思う。普段
の仕事も大変なのに議員(議会)の世話をするって、やめるやつも多くなるのもわかる。小学生に
もわかるような言葉でやってほしい。

62 町民の手本になる行動を。どこでも立小便をする議員がいるようです。
63 なんで同じ人ばかり質問ですか。他の議員は質問しないのですか。
64 議会だよりを読んで、一生懸命やっておられる人と、そうでも・・・。
65 個人差があると思う。
66 東奔西走している議員さんもいれば、議会に出席しているだけの方もいるように思う。後者はア

ピールが足りないだけかもしれないが。その差がなくなったらいいと思う。町議会議員さんがど
んなことをしているかあまりわからないが、町議会議員さんの方も活動が見えない。選挙の時以
外では、不祥事でしか名前を聞かない。

67 コロナ禍で、皆帰省を控えてと言われているのに、ある議員の町外家族はいつも帰ってきてます
よね。皆我慢してます。よく考えてください(町民皆見てます。言ってます。)。ゴルフにも行っ
ている方もいますね。議会動画は全世界で見られるのはわかってますよね。島外の地元出身者か
ら「議員の的外れな発言は恥ずかしい。」と聞きました。もう少しまともな発言をお願いした
い。

68 最近、横文字を使用しているが、高齢者にはわかりません。もっと分かりやすい言葉で発信する
べきです。

69 それぞれの議員さんが小値賀町をどうしたいのか、コンセプトが見えない。わからない。個人演
説会等で聞かせてもらえればと思います。

70 町の財務状況を判断するにあたり、統計データ、指標を基に議論すべきだと思うのですが。小値
賀町の状況が他所と比べてどのような位置づけになっているのか興味があります。島を守ってい
くための、議員としての「ガバナンス」育ってもらいたいものです。

71 もっと町民に話しかけてほしい。
72 今いる町民を一番に考えてほしい。移住者への取り組みだけが目立ってしまっていて、現町民は

ほったらかしのように思ってしまう。一番がんばっているのは町民。
73 専業する。
74 新しい事業の様子や行動予定などを知らせていただけますか。あと、現存する建物(体育館や公民

館など)の老朽化問題を取り上げてほしい。これから先若い人たちが使用するときに問題が発生し
てからでは遅いと思うから。

75 自分たちは今の小値賀町でいいと思っているのか。自分が議員になる前のこと、もう一度考えて
ください。議員としてやる気がなければ、自分たちが何を言っても変わらないと思う。

76 生活のための議員が多いように思う。
77 町民の代表である議員は、私生活も正してほしい。
78 小値賀のこと(町民の考え、子ども)よく知ってほしいと思う。きれいごとばかりでは小値賀は良

くならないと思う。がんばってください。
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79 議会中に退出する議員がいると聞いてあきれています。採決の際は、議員として最低限度の仕事
を放棄したのと同じだと思う。

80 議員一人ひとりの自覚を聞きたい。
81 質問議員に対しての関連質問を認めるべき。日常の行動に責任を持つべき(議員としての自覚)。

82 議員、役場職員は島民の規範となるように行動をとるべき。
83 議会だよりを見たりしていますが、パソコンなどで知り得た情報を提示するのもいいとは思いま

すが、小値賀に合ったものを考えてほしいと思う時があります。どうしても町役場のマンパワー
では議員さんが求めていることには追い付けず、町役場のマンパワーで十分に対応できるものを
考えていってくれたらと思います。なかなか田舎には人材不足の壁が立ちはだかります。言うだ
けでなく、議員自らも動いたり、働きかけしたりしてほしいです。都会みたいにはスムーズには
いかないのですから。

84 他地域の成功事例を探して「小値賀でこれをやったらどうだ」という意見ばかりのように思う。
実情を把握するべきだ。そのような姿が見えたとき、若手の立候補者が出てくると思う。

85 それぞれ議員が日ごろの取り組みや議会での活動報告を自分の報酬の中から新聞折込などで町民
に周知することで理解してもらえると思う。

1 議員は専業の方が良いかどうかとあるが、まったくの理想論であって、そうなるとますます若手
の登場は難しくなるのではないか。議会を活性化するためには議会に提出された主たる案件ごと
に、議員それぞれ個人でどのように対応したか町民に知らせていただきたい。

2 議員が地区を訪問して地域の声を聞いていく活動は続けてほしい。
3 議会の生配信。
4 町事業を行う時は、利用者等の意見を事前にしっかり聞き、利用しやすい(見た目だけでなく)も
のを作り上げた方が良い。

5 もっと町に対して住みよい安心・活性化してください。
6 2040年問題にどの程度注力されているのかが分からない。今の若手にたくしていきたいのなら、
もっと行動に示した方が、若手もベテランも動いてくれると思います。医療・福祉の充実や教育
の向上、少子高齢・なり手不足という問題は、人口が増えないことには、解消しないし、1年2年
で解決する話でもないと思います。観光にも力を入れて、まずは小値賀をもっと知ってもらうこ
とから始めるべきだと思います。

7 中長期計画を町民に分かりやすく、明示して下さい。
8 小値賀の将来をもう少し真剣に考えないと危機感を持って議会運営を行ってほしいです。
9 予算があるから・・各家庭に配ったトートバッグ、おぢかで使う券、ちかまるマスク、産業まつ
りの商品(抽選会ができなかった替わり)、離島留学生の寮に7590万円。
予算がないから・・産業まつりやクリスマス会で寄附を募る。予算が少ないからとお店側が値段
を下げる。ごみ処理問題の遅れ。無駄遣いはなくしてほしい。予算・決算しっかり指摘してくだ
さい。

10 町民の要望を積極的に聞いて、それに関して行動を起こしてほしい。若い議員や女性の議員を増
やせるように(世代交代)。

②小値賀町議会に対する不満や要望など
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11 議会だよりや動画配信等もいいが、もっと町民との会話をした方が良いと思う。特に若者との会
話の場を設けることを望みます。サイレントマジョリティーが多くなっていると思うから。

12 小値賀町議会基本条例の前文にある議会の3本の柱を具体的に説明してください。どう動かれて
いるのでしょうか。

13 風通しの良い議会。
14 町の政策に町民の意見が公平に活かされる議会運営を望みます。
15 全国の他市町村と同様に「委員会録」をホームページに掲載すべきだと思う。委員会でどのよう

な審議をされているのか、町民への情報公開義務を果たす必要があるはずです。町長に情報公開
を求めるならば、議会も同様です。

16 コロナや自然災害により、一極集中の危険性が強調されています。当町の少子高齢化の歯止めと
してのUIターン推進に、コロナピンチがチャンスと思います。そのための政策の議論が必要で
は。

17 コロナがおさまったら、出前議会を考えていますか。
18 コロナ禍でなかなか議会を傍聴もできず、また出張議会もないので、町民からの意見をきくこと

もできない状況ですが、ここでの活動をもっとできないものでしょうか。
多人数ではできないので、町民の家へ回ってみるとか、疑問等を手紙等で集めてみるとか、もっ
と8名で考えれば良い策が出てくると思います。忙しいとは思いますが、よろしくお願いしま
す。

19 いつも町民のためにいろいろ勉強されて、考えてくださってありがとうございます。
任期も半分終えたところで、この2年間の自己評価、今後2年間の抱負などお一人お一人の気持
ち、考えを聞いてみたいです。町民が町政や議会に興味を持つ機会になると思います。

20 ホームページやフェイスブック等見るすべを知らない。そういう器具も持たない老人は多いので
は。

21 小値賀島に移住して4年になります。口頭ではありますが役場に対していろいろな要望をしたが
何一つ実現されていない。役場と議員の交流、話し合い等はありますか。

22 今現在の議員・議会・役場などは、町民の方を向いていない。町民ありきの議会、行政をしっか
りやってもらいたい。

23 議会と町の情報共有がダメ。縦割りでなく横断的が必要。
24 思っていることが言いやすい環境と、自分の言ったことが生活に反映されている実感がもてれば

政治への関心が高まるのではと思います。具体的にどうしたらいいかはわからないけれど。

25 県内の市町で最も高齢化率の高い小値賀町で、ホームページやフェイスブックを利用する人は少
ないと思います。声かけ、会話が必要。

26 先々は、部落の会長を代表として議会を開くようになるかも。会長をうまく活用すべき時かも。

27 行政相談の日のようなものがあるように、月に1回、「議員さん相談の日」的なものを設けた
ら、より議会の窓は開けるのではないかと思います。
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28 議会にお伝えして解決できることではありませんが、行政も議員さんも小値賀をもっと良くした
いと思っているのは同じだと思うので、もっと寄り添って協力したらいいのになと思いました(町
民の中で小値賀への思いに温度差があるように感じます。)。
小値賀は他に類を見ないほど町民と議員さんの距離の近さであると思うので、それをうまく使っ
て、これからも素晴らしい案を提言していただきたいです。高校生もできることがあれば、町の
ために何かしたいです。

29 町民の声や意見をきく場があるといい。目安箱など。
30 女性の人口比率が大きい小値賀町において、議会の活性化には女性議員が必須だと思います。
31 意見が出て、回答があって、その後どうなったか知りたい。
32 ホームページやFacebook及び議会だよりで活動を周知しているが、逆に町民との会話が少なく

なってきているように感じる。
33 政治にお金はつきものと言いますが、ナンセンスです。お金がないと選挙活動ができないイメー

ジを払拭してほしい。
34 小さな町だからこそ願いが実現しやすいのではないでしょうか。皆さんと交流できる場が増える

といいと思います。
35 毎年役場職員の異動等が行われるのに「業務の引継もない」等の意見をきくことが多々ありま

す。議員、議会においても、行事、計画をデータとして残し、改善策、反省等を組み込み、次回
への参考にしてほしいと思いますし、役場の業種、業務についても精査して、より良い小値賀町
としてほしいです。

36 Facebook利用者は全人口の何パーセントで、議会ページ閲覧者はどの程度いるのか(年代別に診
みても)存在価値が非常に疑問です。小値賀町ホームページのトップに動画をドーンと貼り付けた
方が周知されると思うのですが、いかがでしょうか。

1 議員様の活動姿が見えないと思います。選挙の時のスマイル顔を忘れないで町民との対話を積極
的に行いつつ小値賀町の議会活動をより良く成る様楽しみに願っています。今コロナで大変で
しょうが頑張ってください。

2 皆様ごくろうさまです。
3 議員の皆様がんばってください。
4 暑い中、議員の皆様も体調に注意して頑張って下さい。
5 町民のためにがんばってほしい。
6 町民のためにがんばってください。
7 議員さん、小値賀のためにがんばってください。
8 議員さんの人数が少ない中、大変でしょうが小値賀町のため、頑張ってほしいです。
世の中大変な時季ですが、10年先、5年先を見据えて取り組んでください。

9 島という狭い人間関係の中で、意見をまとめたり発言したりして小値賀を動かしていることには
脱帽します。大変そうな仕事だと感じます。ぜひとも能力を持て余している若者に手を差し伸べ
て、島の活性化を図っていただきたいです。最近は新しいお店などができて、若者などのやりた
いことができている傾向になってきているように感じます。

10 とてもよく活動されていて、頭が下がる思いです。

③議員に感謝や期待
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11 傍聴してみたいという気持ちがあっても、仕事等でなかなか行くことができませんが、YouTube
や議会だよりで知ることができています。以前議員さんに相談した内容を早速議会で取り上げて
くださり、大変感謝しています。すぐに改善できることの方が少ないかと思いますが、少しずつ
であっても小値賀で生活するすべての人にとって、生活しやすい町、生活し続けたい町であるよ
うこれからも頑張っていただきたいです。

12 ご苦労様です。
13 応援してます。頑張ってください。
14 町民のために努力してくださっているのに感謝しています。高齢化社会になってますます大変だ

と思いますが、よろしくお願いします。
15 今の議会はいくらか積極的な動きを感じます。なお大局的な町の未来について展望を持つ良い議

員が揃うことを願います。
16 これからも報酬が少ないかもしれませんが、小値賀町、町民のために頑張ってほしい。
17 議員それぞれの活動に感謝しています。よろしくお願いします。
18 がんばってほしい。
19 本当によく活動されていると思います(議員さんも事務局の皆さまも)。今後の益々のご活躍を期

待しています。
20 日ごろから町のためにご尽力くださり、ありがとうございます。
21 頑張ってください。応援しています。
22 今までのとおりがんばってほしいです。
23 今までどおり、がんばってほしいです。
24 とにかく小値賀町のことを真剣に考えてくれる議員、議会であってほしい。
25 小値賀町の町政、活性化を真剣に考えて議論し、がんばってほしい。
26 問題山積の中、手を付ける優先順位付けも難しいと思いますが、今後の町のため、よろしくお願

いします。町民として協力できるところは努力します。

1 今後10年後、20年後の小値賀はどうなっているのだろうか。将来を見据えて町と一体となって取
り組んでいただきたいです。ご苦労様です。

2 「よりよい議会」をめざす町としての前向きな取り組み、これからの活動に期待しています。
3 小規模な自治体のためご苦労は多いかと思いますが、他市町と比較して調整が身近に感じるし、
議会の様子もよく伝わります。がんばってより良い町づくりをお願いします。

4 議員定数削減により、委員会を1人の議員が複数兼務している状態で、大変な苦労をしているの
ではないでしょうか。若い世代、女性の議員も歓迎したいと思いますので、議会の今後のご活躍
を望みます。

5 コロナの影響で町民との会話ができない中、議会だよりのみの議会活動を知ることができない
が、前の市町村合併の時のように、町民と一体化した選挙を行った時のように、町の活性化のた
め、頑張っていただきたい。次回は無投票だけはぜひともやってはいけない。

④小値賀町議会に感謝や期待すること
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6 国、県政との連携良く、離島としては最も先進的であると感謝しております。町長さん、議員さ
ん、上層の人達の先見の明に感謝しながら、何不自由のない生活をさせていただいております。
コロナワクチン注射107％(小値賀町)、思わず涙が溢れました。
町民皆様お一人お一人のお幸せを祈るばかりの毎日です。ありがとうございました。デイサービ
スにお世話になっております。

7 小値賀は高齢化が進んでいて、人口も減ってきているのです。人口を増やすためにできることを
していってくださるとうれしいです。これからも小値賀のために頑張ってください。

8 町の為、ご尽力いただき、お疲れ様です。町民の未来につながる小値賀町の取組を進めていって
ください。

9 今後も小値賀町のためによろしくお願いしたい。
10 いつも小値賀町のために色々な提言ありがとうございます。
11 小値賀町議会の活動が非常に活発で透明性の高いもので全国的にみても素晴らしいものなのは、

島外から来ていくらか地方自治について知っているためよくわかるのだが、それをいくら説明し
ても島民（特に若年層（小中高生））には当たり前すぎてピント来ないようだ。いかにこの町の
議会が素晴らしいものかを若い人達にわかりやすく、具体的に説明できれば、より活発な議論が
できるのではないだろうか。（このようなアンケートで住民の声を聞こうとしている議会がある
ことに感動しています。住民の皆さんに誇りに思ってもらいたいです。）

12 お世話になります。ありがとうございます。
13 コロナ禍で町民と交流する場が難しいが、落ち着いたらしっかりシンポジウムなど通じて議会の

活動をアピールすべき。
14 町の執行部と連携、協議し、より良い小値賀町にしてほしい(住民が安心、安全で住み良い島)。

15 まずは若者が小値賀に残ってくれるようにしていかないといけないと思います。小値賀町全体の
賃金を上げて、お父さん一人の収入で生活が成立すれば住みやすいのではないでしょうか。難し
いとは思いますが。

16 すべてのことを変えていくのは難しいと思うので、重要なことに絞って政策を実行してほしい。

17 小値賀町民のためにいつも努力していると思います。これからもがんばってほしいと思います。
安心安全な小値賀町によろしくお願いします。

18 町民の町民による町民のための町政をしてほしい。Iターン者よりも町民のためにやってほしい。

1 アンケートが１０歳未満には難しいと思います。高齢者に対してもわかりにくかったのではない
でしょうか。

2 アンケートにカラーの印刷が必要でしょうか。この紙・インク代は私たちのお金でしょうか。困
ります。議員となり、研修(町外)必要でしょうか。お金にこだわる議員ならば、県議・国議でも
目指してほしい。地に足をつけ、町民の声を聞かず、自己満足の一般質問やアンケートをしても
らっては困る。選んでもらった町民のために、行政の職員も町民です。一人が頑張っても、2人
で頑張っても、議員一人一人の活動は見えにくい。このアンケートが活かされることを祈ってい
ます。全町民は、対象間違ってます。その分、紙とインクがもったいない。1歳・2歳・3歳・4
歳、ご高齢。考えてください。

⑤このアンケートに関して
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3 アンケートが活かされますように。
4 このアンケート用紙、インクがにじんで書きにくい。
5 アンケート結果はホームページではなく、意見・要望も議会だよりで公表してください。
6 このアンケートは税金の無駄遣いだと思います。
7 アンケートはさすがに子どもには難しい内容です。せめて中学生以上にしていただけると助かり
ます。

8 よくわかりませんでした。議会の人たちで決めれば紙と金の無駄にならないのでは。
9 このアンケートはカラーの必要があったのか。このアンケートは幼児にも必要か。紙がもったい
ない。

10 今回のアンケートについては、対象者を全町民にしていること、印刷がカラーであること、すご
く異義を感じた。町民が納税した税金の使い方として、議会自らがこれでいいのか、今後よく検
討してほしい。

11 このアンケートを2歳児に配る意味は何ですか。回答できるであろう年齢を考慮すれば、印刷分
減りますよね。

12 今回のアンケートの収集方法として、大きな袋(記名されている)中に入れて提出する指示に、匿
名が担保できないと意見が出て撤回。その時に議員の中に、それでもいいのではとのとんでもな
い意見が飛び出しびっくり仰天。匿名批判の選別の権利を奪う強権的行為。何を考えているのか
この議員。民主主義を無視する愚かな意見、許しません。議会事務局はもっと慎重に取り扱って
ください。

13 アンケートは無記名なのに、回答用紙は世帯主名が書かれた封筒へ。これはおかしいのでは。
14 明らかに回答できない乳幼児の分までアンケートが入っていて、しかもカラー印刷ということ

に、とても税金のムダと感じました。
15 何のためのアンケートなのかわからない。結果だけ報告して何も改善できないのなら(しないのな

ら)紙のムダ。
16 このアンケートは、名前の記入された配布封筒で提出したら無記名にならないと思います。個別

の無記名封筒の方がいろいろ書きやすいと思います。
17 公表する予定ではなく、必ずすべきである。
18 なぜアンケート用紙の袋に個人情報の住所や個人名を表紙に印字されているのは間違いだ。違法

行為。町議会がなぜ。

1 議会だよりを見るたびに、最近はカタカナ語がやたらと多くなり、年寄りにはわかりにくい。も
う少し年寄りのことも考えてほしいと思います。

2 議会だよりは町の批判が多く、読む気になれない。もっと読みたくなるような広報誌にしてもら
いたい。

3 議会だよりでしか議員の活動内容がわからない。議会だよりでは、町政批判の記事が多いように
感じる。もっと議員から提案などしてはどうか。批判ばかり記事だから議員になりたい人がいな
いのでは。石垣などの景観も大事ですが、未来の小値賀を考えていく必要もあるので、もっと若
い人の意見を聞いてほしい。

⑥議会だよりに関連して
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4 議会だより、いつも楽しみにしています。行政や議会の中身が、わかるようになりました。行政
に対しては、言いたいことがたくさんあるのですが。今後、議員さん方にも相談したいと思いま
す。小値賀のために、よろしくお願いします。

5 議会だよりは、いつも目を通しています。町民が読んでいることも意識されて、これからも町政
について、分かりやすいたよりを期待しています。

6 議会だよりはわかりやすくて読みやすいので、続けて発行してほしい。
7 議会だよりの一般質問。議員さんが町の環境や福祉に真剣に取り組まれている様子に励まされ、
感謝しています。

8 議会だよりでの町政への協力、ご苦労様です。若い人の意見や要望をもっと拾い上げる方法を考
え、議員の仕事がもっと目に見えてくると、若い人も議員になろうという気持ちも出てくるのか
な。

9 議会だより楽しみに見ています。今回の分見た際、子どもの体に穴が開いていました。配慮が足
りないと思いました。

10 おぢか新聞は良いが、議会だよりをカラーではなく白黒にして経費を減らしてはどうか。
11 議会だよりも言葉に気を付けて。町長などを中傷めいた言葉で書かない方がよい。
12 議会だよりが話し言葉で載せてくれているので読みやすい。今まで興味のなかったことも知る

きっかけになった。
13 分かりやすい議会だよりを。小中学生でも理解できるような誌面づくりを。
14 日々の議員活動お疲れさまです。議会だよりでしか報告を見れないのですが、わかりやすく書か

れていると思います。今後も楽しみにしています。小値賀町で今どのような事業や今後行われる
であろう事業の詳しい説明や進行状況などをのせていただけると助かります。今何が起こってい
るのかを知りたいです。

1 議員報酬の話はあまり出さない方が良いと思います。
2 報酬を上げることばかり考えずに、町民のための仕事をしてほしい。もっと勉強してほしい。

3 報酬よりも全員が給与に見合った仕事をしてほしい。
4 民意という形で、議員報酬を高くするための理由づけにこのアンケートを実施したのですか。
5 最近SNSで役割が激務な割に報酬が少ないとの投稿がある。大変な苦労は良く理解できるが、こ
れまでの慣例化された業務(例=議会だより作成とか)を他者に担ってもらう(編集だけでも)など、
いくつか解決策があるのでは。年金受給者以外の議員は、公務員並みの勤務時間とし、報酬を上
げて良いのでは。どこで何をしているかわからない不透明は、不信感を招くだけ。

6 議員は仕事と兼業でしなければ、小さな町では報酬だけではたぶん生活できるだけの報酬は出せ
ないと思う。

7 町の過疎化で町独自の財力が無く(少なく)、交付金頼みの財政では報酬を多くするのも大変だろ
うと思います。皆さんに要望を出すばかりでは気の毒です。

8 議員報酬を高くしようが安くしようが、議員さんの仕事量は変わるのでしょうか。
9 議員の皆さんが何を成し遂げたいのかを町民に示してほしい。それが納得いくものであれば、議
員報酬が高くてもいいし、政務活動費を支給して、どんどん活動してほしい。まずは何がしたい
のかがあって、その目的を達成するための報酬だったり、政務活動費だと思う。

⑦議員報酬について
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10 議員になったら仕事ができようができまいが一律同じ報酬を払うのはおかしいと思う。仕事の対
価として報酬を払うようにした方がいい。ただ議会に出席するだけの人と、他にいろいろとして
くれる人の差がないのは、仕事ができる人に対して不公平。

11 議員の報酬では生活できないと思う。でも自分の仕事を合間にすることで何とかできると思いま
す。

1 昔と比較したら、議員の方の活動は活性化されていると思います。行政と同様に、人口は減少し
ても仕事量は増加していると感じます。私たち住民の代表、代弁者でもあるので、住民の意見、
要望を反映してもらうためにも、定数を見直すことも必要なのではとも思います(10名とか)。

2 島の人口に対して議員・役場の職員人数が多すぎると思います。
3 定数を減らし(8名から６名、５名)選挙になるようにする。
4 とにかく人口が増えないと議員のなり手が増えないのは当たり前。人口が減っているのだから、
議員定数を減らすべき。

5 人口に対して8名の議員は私は多いと思います。
6 議員の数が多いと思う。
7 定数1減の実施。80歳定年制の導入。
8 議員の数を減らして(5人くらい)給料を上げて(30万円くらい)専念してもらったらよいと考えま
す。

9 小値賀の人口に対して議員が多すぎると思います。

1 若手議員が出てこないのは議員と仕事が両立できないからであろう。これは議員の報酬のみでは
自活することができないからで、だからと言って報酬を上げることは町財政が許さないのであ
る。

2 小学生とか低年齢の子どもをためしに議員にしてみたら良いかもしれません。
3 島外の出身の方も立候補した方が画期的ではないかと思います。
4 これまでの議員の姿を見てきた中で、議員になりたいと思う人がいないということは、政治に関
心がなくなっているから。

5 次回の選挙では、40代、50代、60代と若い世代が立候補するような体制が出来て欲しい。
6 若い人がどうしたら意見を言いやすいか。女の人がどうしたら意見を言いやすいかを考えるべき
です。意見を言えない環境・雰囲気があると思います。だから若手も女性も立候補しないと思い
ます。

7 議員さんに会う機会がなく、なかなか意見、要望を伝えることができない。選挙の在り方を、地
区から必ず一人を出して選挙する方法はどうかな、と思ったりします。地区の人だったら親しみ
もあるし、話しやすいかな。

1 このアンケートを書くにあたり、議会にほとんど関心をもっていなかったことがわかり、反省さ
せられました。

⑧議員定数について

⑨議員のなり手不足に関連して

⑩町民として・自分自身について
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2 議員さんたちの小値賀に対する熱い思いというのは皆さん同じだと思いますし、いろいろな視点
からの意見等出されていて頑張ってくれていると感じています。ただ私自身、まだ他人事という
か、議員さん、議会が遠い存在だと感じるので(実際、自分たちの生活で手いっぱいで、よその人
のことまで考えている余裕がないのが現実)、これを機会にもう少し関心を持ってみようと思いま
した。

3 議会について知らないことが多かったです。私自身、議会への興味関心を高めなければと思いま
した。政治についても勉強しなきゃ、ですね。

4 人口の半数以上が高齢者、それも後期高齢者が多い島はどうあるべきか、どう活動すべきかを、
皆、島民皆で考えることができたら良いのになと思います。島民個々が幸せのためにどうすべき
かを。

5 議員８名での活動は大変で負担が大きいのではと感じています。町民、小値賀町のためにありが
とうございます。私たち町民は、議員の活動を理解するために、もう少し政治や議会のことを学
ぶことが必要だと痛感します。そうすることが議員の方の資質向上につながるように思います。
どう思われますか。

1 大島にはインターネット(光回線)がありません。今や当たり前のものが無いのはなぜか。インフ
ラとして整備してほしい。電話の電波も良くない。この辺を是非していただきたい。

2 政治とは別の話ですが、息子たちが今年成人式をしておりません。どうしたら良いでしょうか。

3 月１回でいいから犬・ネコ専門の先生を呼んでください。
4 動物病院の建設または獣医師が往診できるような環境をつくる。
5 今年の成人式はどうなっているんですか。
6 議員・議会とは関係ないと思いますが意見として書きます。担い手の方々は良く仕事を頑張って
いると思いますが、畑ばかりきれいにして、畑の「あぜ」が、草が伸び放題で、「あぜ」を整備
したかと思うと、草を片付けもせず、そのまま放置している時が多くみられます。溝につまった
り、周りの畑の方に迷惑がかかります。指導する方は、内容ばかり指導せず「あぜ」もきれいに
片付ける事も指導して下さい。農業するにあたっては常識だと思いますが。

7 地デジになってから、春、夏頃、どのチャンネルも「受信」できずに映らないことがたびたび起
こる。解決はできないか。

8 海のワカメなど海藻類に力を入れる。
9 ごみの問題。ペットボトルやプラスチックをリサイクルして、どれくらい利益が出るのか。人口
2000人の島が、リサイクル率100％になった場合、どれくらい利益が出るのかを知りたいです。
もし利益がある場合、町民に還元するか、若者に対しての奨学金(大学)になってくれたら、ごみ
捨てに対して意識が変わると思います。

10 各集落にある危険な廃墟家屋を何とかしてほしい。台風等での二次被害が心配。
11 Iターン・Uターンの人たちへの支援、とても良いと思いますが、支援事業が偏っている気がしま

す。
12 新規事業にだけ支援するのはおかしい。

⑪その他陳情的なものなど
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13 婦人一同集まれば、病院(まだ36～37年くらいなのに)よりごみ焼却場をどうにかならなかったの
か。議員さんたちに働いてほしかった。金額が多額だとは聞いているが、最初から無理ばかりの
話ありきだった。

14 こども園の保育料を有料にしてほしい。無償であること、審査が甘すぎるため、職員が見られる
子どもの数を超えているのではないのか。得た収入で回せるお金が出てくると思う。何から何ま
で役場職員が働いており、土日勤務しても平日振り替え休日がないという。今のご時世、ブラッ
ク企業よりひどいと思う。効率化を求めたい。

15 第一次産業に力を入れてほしい。
16 人が少ない。働く人、年代を多くして人を多くすること。
17 町から寄附の封筒が届きますが、町の福祉に対しては良いと思います。国とかの寄附に対して、

高齢者に対しても一律に封筒が回ってきますので、それを少し控えていただきたいと思います。

18 言いたいことがあります。年金暮らしの人2か月10万円くらいの人が多いのに、なぜいつまでも
寄付金をとるのですが。やめてほしいと思います。

19 先日動画を見て、移住者のフォローがないと言ってましたが、自分が小値賀に来てやってるんだ
感が見受けられた。

20 町の行事を簡素化してほしい。
21 小値賀町には楽しそうな公園がまったくないので作ってほしい。小値賀町民が住める町民住宅を

作ってほしい。住まいがボロボロで困っているから。島外から来る方ばかりもてなして、町民は
ぼろ家に住ませるのはおかしい。

22 コロナ支援。おぢかで使える券を町民全員に配るのはおかしいと思う。本当に支援が必要な人の
ために使うべきだった。雇用拡充支援。町(町民)のためになっているのか。町民の声を聞いた
り、審査が通った後もチェックする必要があると思う。公園を一気になくして、作らないのはひ
どい。行くところがなく、皆困っている。

23 島外から入る住宅が少ない。もっと定住用の住宅を増やしてください。
24 障がい者にもう少しやさしくご理解いただけるとうれしいです。そんな小値賀になることを願い

ます。
25 子どもなどは無料で保育所などに預けられて手厚いが、働く世代は住宅の賃料などが所得で決め

られ、家賃が高すぎると思う。税金もたくさん払っているのに1年ごとに家賃が上がって、これ
では定住できないと思います。不安しかない。
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