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小値賀町議会主催シンポジウム

「オヂカのミライとギカイとデアイと。」アンケート集計結果

実施日時：令和元年 10月 6日(日) 9 時～12 時

参加人数：約 100 名

アンケート回収数：61枚(回収率約 61%)

参加者の年代・性別・職業・居住地区

Q1．あなたについてお聞かせください。該当するものに〇をお付けください。

女性がほぼ6割の参加であった。世代別にみると、60代が最も多く、次いで30代、40代、

50代と続いている。小値賀町の高齢化の現状から言えば、若い世代が積極的に参加している

と言えよう。

30代女性と60代女性が多い。70代以上はほとんど女性であり、高齢男性の参加が少ない。

男性は、30～60代の現役世代が多い。
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笛吹郷が半数を占め、柳郷、浜津郷、中村郷、前方郷の順となっている。職業では、公務員

が 31%と多く、自営業が 18%、無職、パート、会社員、専業主婦（夫）の順となっている。

男女を地区別にみると、だいたいの地区で半々であるが、前方の女性比率が高い。また、職

業では、男性は公務員、自営業が多く、女性はパート、無職、専業主婦（夫）、公務員とバ

ライエティに富んでいることがわかる。
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30 代～50 代の公務員が多く、また 60 代の無職、パートが多いこともわかる。30 代の会社

員、自営業が多いことも特徴的である。

地区別にみた世代別参加数では、笛吹郷の 60代が最も多く、次いで、笛吹郷 30代も多い。

柳郷の 50代や中村郷の 40代、浜津郷の 40代も比較的多い。

なお、令和元年度 9月の人口データを基にして、参加率（回答者数／人口）を出したところ、

上図のようになった（島外と無回答は除外）。全人口比で、2.43%の方が参加（回答）して

いる。地区別では、前方郷と中村郷の女性の参加率が高い。また、浜津郷と柳郷では男性参

加率が高い。笛吹郷は回答数は多いものの、人口も多いために、全体と同様の2.43%となっ

ている。
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認知手段

Q2．本日のシンポジウムが開催されることを何で知りましたか？（複数回答可）

認知手段としては、「ポスター」と「各戸配布チラシ」が多くを占めている。女性の「家族

友人知人から」がやや多い傾向がある。

世代別にみた認知手段をみると、30 代、40 代の「家族友人知人から」の数が多い傾向がわ

かる。また、60代の「島内放送」と「各戸配布チラシ」の割合が高いことがわかる。
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地区別にみた認知手段の割合では、それほどの差は見られない。ただ、「議会web サイト」

や「議会 facebook」による認知の効果はあまりでていない。

職業別の認知手段をみると、専業主婦(夫)は、「各戸配布チラシ」がやや多く、無職の「島

内放送」がやや多い傾向がある。「ポスター」は満遍なく認知効果を発揮している。

参加理由

Q3．本日のシンポジウムに参加した理由をお聞かせください
※（ ）は同じ回答の数

 興味があったから（５）
 ギカイの事を知りたかった。近藤さんのやりたい事を見てみたかった。
 知人が出るから。託児があったから。
 テーマに興味があった。
 講演に興味があったから。
 今後の小値賀町をより良くするためには、政治がすごく大事だと思うから。
 何か面白そうだなと思ったので。今まで議会をよく知らなかったので。
 友人がでる。島外からお客様が来ている。ギカイとは何か知らない。
 いろんな意見が聞きたいから。
 役場職員として勉強のため。
 小値賀の未来を考えた住民の参加数。
 江藤先生の講演に興味があったから。
 小値賀の未来に興味があったため。
 「オヂカのミライとギカイとデアイと。」に関心を持ちました。
 友人から小値賀の議員さん方はおもしろい。というウワサを聞き、その謎を解き明かしたいと思

いました。
 周りの理解が得られる。住民に受け入れられる。
 知り合いが出ているため。
 オヂカのミライに関心あり。
 連協婦人会からの呼びかけ（２）
 小値賀の事を少しでも知りたいと思い参加。



6

 興味があった。升水さんが出るから。
 新人議員の仕事ぶりに興味を持ちました。
 小値賀の今後に大きくかかわる事と思ったから。
 関心があった。
 個人としても職としても、小値賀の地域が今どうなっているのか、考えている人がどのくらいい

るのか知りたかったから。
 まちづくりの担当だから。
 知人より誘われた。
 議会に関心があるから。
 町民が小値賀の未来をどのように考えているか伺えるよい機会だから。
 50年ぶりの Uターンで小値賀の議会の事を知りたいと思って。
 新体制議会の新企画一発目で興味深いため。
 他町村の議会の現状と参加住民の声を聞きたかった。
 小値賀の未来についての話だから。
 聞いておくべきと思ったから。
 それぞれの方の意見を聞いてみたかった。
 トークセッションが楽しそうだったから。
 これからの小値賀町の進むべき方向について考えてみたい。
 町民・議会の考え方を知りたくて。
 日頃、小値賀が元気になればと思っているので、まずはイベントにはできるだけ参加したいと考

えています。
 議会として初めての試みなので、興味を持ちました。
 議会の動きやこれからの小値賀を考える機会になると感じたから。

参加動機についてカテゴリー分けをすると、「興味があった」「テーマに興味があった」が

3割強で高かった。「議会に関心があった」「議員に関心があった」は2割ほどであった。

「面白そう」という動機も評価できる。
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男女別に見てみると、「知人が出るため」「面白そう」「多様な意見を聞きたい」「議員に

関心があった」は女性の参加動機であることがわかる。男性は、テーマや議会への関心、さ

らには町民側の参加姿勢に関心があったといった傾向がある。

地区別にみた参加動機では、とくに傾向は見られない。
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世代別にみると、若い世代で「面白そう」という動機が見られる。また、30代の参加理由は

多様である。50代は「興味があった」が多く、60代は「テーマに興味があった」が高い。

職業別では、自営業で多様な動機をみることができる。

また、参加理由に関する全記述をKH Coderを用いてテクスト分析し、共起ネットワーク図と

して抽出した。

※共起ネットワーク図の見方：円の大きさは、語の出現頻度が多いことを示す。円と円とを結ぶ線の太さは、

関連性の強さを示す。結びつきの強い部分ごとに色分け表示をしている。
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興味があったという郡と、小値賀の未来や住民参加について考えたいという郡が見て取れる。

また、婦人連合からの呼びかけの島もある。

満足度調査

Q４．本日のシンポジウムの満足度をお聞かせください。

【基調講演】

基調講演の満足度は、「とても満足」と「やや満足」をあわせると、ほぼ8割を超える。男

女別でもあまり差は無いが、男性には無い「不満」が女性には少しだけある。

基調講演の世代別満足度を見ると、世代が上がるにつれて、満足度がやや下がる傾向がある。

30代、40 代で、「とても満足」、「やや満足」の割合が高い。
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公務員、会社役員、会社員などは満足していることがわかる。パートや無職には、やや不満

を持つ割合が見られる。

【トークセッション】

トークセッションの満足度を見ると、「とても満足」と「やや満足」とで8割弱である。男

女差はあまり見られない。

世代別にみたトークセッションの満足度をみると、世代があがるごとに、無回答割合が増え

ることがわかる。基調講演、トークセッション、総合評価という記入方法に誤解があった可

能性がある。若い世代の方が満足度が高いことがわかる。
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職業別にトークセッション満足度を見ると、自営業に「やや不満」があるだけである。公務

員と無職、パートの満足度がやや低めの傾向がある。

【総合評価】

8 割が満足していることがわかる。男女別には、差は見られない。
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世代別に総合満足度を見ると、世代が上がるごとにやや満足度が下がる傾向をみることがで

きる。同時に、無回答も増えるので、やや回答ミスの割合も増えていることが推測できる。

職業別に総合満足度をみると、無職と公務員、パートの満足度がやや低めであることがわか

る。

議員条件

Q５．あなたはどのような条件なら議員になってもよいかお聞かせください
※（ ）は同じ回答の数

 議員として必要な知識を教えてもらえる場があって、議会のこと、議員の仕事をまずは理解させ
てほしい。

 もう少し議会の仕事・業務・仕組み・苦労・楽しみを知らせてほしい。
 仕事と両立か、子育てと両立。または議員として仕事をして生活できる、生活のリズムができる。
 自分の仕事もしながら議員活動もできるのか。そこの条件に満足できるならと思いました。
 仕事量を減らさないと、知力・体力が続かず申し訳ないです。
 子育てに負利にならない報酬、働き方ができる事。（自分の努力次第かもしれないですが）
 家族を養えるだけのお金。幸い今の仕事にもやりがいはあるので…。
 生活できる報酬。環境（家族・周囲の理解）
 議員報酬アップ
 十分な報酬。兼職への柔軟性。
 周りの理解が得られる。住民に受け入れられる。
 女性が出ると批判が出ないのなら。
 「出る杭は打たれる」コトが少なくなるのが一番だと思う。
 地縁・血縁などのしばりがなくなってくれたら。
 部落の暗黙のルールみたいなものがなくなれば。
 長い間そうだったから変えられないとか、本当に色んな事を変えようとする事をこばなく聞いて

くれるなら興味あります。
 行政が正常に回るようになったら議員は面白いだろうなと思う。現在、行政はまともに回ってい

ないので、その回復に微力ながら努力中。よって現在、議員に興味なし！
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 条件ではないと思う。なるかならないかは関心があるかないかではないか。条件とは言えないか
もしれないがシキイを低くしてほしい。

 条件ではないと思う。八木さんや林田さんのように議員とは自然発生？的に出るもので、必要が
あれば、それを必要とするコミュニティから出るものだと思います。子育て世代は時間的にかな
り難しく感じます。

 住民・自治体とのギロンを月 1回くらい行い、常に協ギの場が用意されているとよいと感じる。
それをつくりあげていくことが大事。

 休日が多い
 無投票
 議員にはなれないので、住民でも意見を言える、みんなで町づくりできる仕組みがほしいです。
 自分自身は政治家になることはないと思います。
 職務柄、考えたことがありませんし、今後も考えません。
 なりたいと思っていません。
 なりたくありません。
 議員になるとは…今のところ考えられません。
 考えられない。
 議員になる意志がないので控えます。
 条件は特になし（４）
 未回答（２７）

回答をカテゴリー化してみると、「議員にはならない」が最も多いが、次に「兼業の可能

性」「周囲の理解」「生活できる報酬」が続いて多い。男女別でみると、女性は、「周囲の

理解」や「出る杭を打たない」「子育てとの両立」などが条件として提示された。男性は、

「生活できる報酬」が最も多く、「兼業の可能性」「協議の場があれば」と続いていた。
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居住地別に議員条件の割合をみると、笛吹郷の多様な意見分布が読み取れる。また、中村郷

の「兼業の可能性」と浜津郷の「生活できる報酬」がやや割合が高い。

世代別の議員条件では、30代、40代が多く意見を出していることがわかる。両世代ともに、

「生活できる報酬」が高く、30代では「子育てとの両立」や「周囲の理解」「出る杭を打た

ない」といった条件の割合が高い。50代以上になると、やや消極的な姿勢が見て取れる。

職業別にみた議員条件では、公務員で「生活できる報酬」が多く、パートでは「周囲の理
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解」が目立つ。自営業では、「出る杭を打たない」「兼業の可能性」が指摘された。

また、KH Coder で全記述を分析すると、上記のようになった。家族や生活、仕事との両立や、

子育てとの両立という関係性が見て取れる。また、住民と仕組みとの関係も示唆される。

取り上げて欲しいテーマや提案

Q 6. このようなシンポジウムで他に取り上げてほしいテーマや提案があれば
※（ ）は同じ回答の数

 町で実際に抱えている具体的な問題をとりあげて、今日のような形式で会が開けると良いと思い
ます。

 町民の意見は個々で違うので、色んなテーマで定期的に開催していただきたい。
 いろんなことを個別に取り上げられたらよいのではないか。
 楽しい地域づくり
 地域づくりについて
 総合計画の内容
 総合計画の件、考えてほしい。
 小値賀のミライについてはもう少し取りあげてほしいと思います。
 島の未来の方向性（大きな視点で）をみんなで考えられるような会
 福祉・教育について
 小値賀の人口を増やす努力をしてほしい。
 小値賀の雇用人口を増やす。
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 人口減少の食い止めと一次・二次産業の増加
 小値賀の人口減少について真剣に考える-2040年小値賀の景色はどうなっているか。
 若手の未来について考える-小値賀を残すために今やるべきこととは。
 地区の終焉について。笛吹地区以外の20～30年後（地区によってはもっと早く）は地区として存

続できないと考えています。
 松枯れ対策とこれからの小値賀の自然の守り方。
 人口減少問題とこれからの小値賀の生き残り方。
 人口が減ってもこれだけやれる等
 若手の方々と考える商店街振興
 小値賀の技術継承問題をどうしていくか。
 定住促進（テーマは絞って）
 子どもたちの定住
 医療や交通や、生活に密着したテーマで話し合ってほしい。
 環境問題、プラスチックごみ、漂流ごみの件、移住と空き家の問題
 議員の実際の活動。1日の動き、1ヶ月の動き、1年の動きを知りたい。何をしているのか。
 同規模町村の状況。女性議員の割合が最も多い自治体議会のあり方
 今回のように、若手、女性議員で議員の不足解消に取り組んでいる方を招集してもらいたい。
 もっと住民投票したら？
 高校生に向けてしてほしい。
 毎年 2回程度開催してほしい。
 この様な機会があればいつでも参加したいと思います。
 思いつかない。
 特にナシ（3）
 未回答（26）

「人口減少問題」が最も多く述べられている。また、「みんなで考える」も提案として挙げ

られており、今回のフラットな型式が評価されたものと考えられる。「地域づくり」や「多
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様で具体的なテーマ」「定住促進」「小値賀の未来」「雇用の増加」といった、具体的なテ

ーマによる開催も求められている。男女では、あまり差は無いが、「みんなで考える」の女

性比率が高いことが目立っている。

地区別にみると、笛吹郷の多様な意見が目立つ。

世代別にみると、40 代の多様な意見が目立つ。人口減少問題や雇用の増加などは、20 代、

30代、60 代で大きく見られる。小値賀の未来や定住促進は 40代、50代で見られる。
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職業別にみると、公務員の地域づくりが多いことが分かる。また、無職の方、自営業の方も

様々な意見を持っていることがわかる。

KH Coder で全記述を分析すると、上図のようになった。小値賀の人口減少や増加の問題が大

きく関連している。また、若手や女性議員といった関係性も見て取れる。地区や総合計画と

いった問題なども含めて、考えていきたいということがわかる。
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参加しやすい日時

Q７．今後シンポジウムを開催する場合、参加しやすい日程や時間帯があればお書きくださ

い。
※（ ）は同じ回答の数

 今回と同じでいい（８）
 今回と同じくらいの時間配分でしたら、日曜の午前中が参加しやすいです。
 日曜（4）
 日曜日の 10：00頃開催がいい
 日曜の昼間
 日曜日なら大丈夫ですが、秋は行事が多くて大変です。
 第 1以外の日曜
 多くの住民が集いやすい土日等の休日で時間は 9時からで OK。
 休日の昼間
 休日であれば時間は特にいつでも OKです。
 平日・土曜日は夜間。日曜日は本日と同じ時間帯。
 土曜日夕方
 土曜日夜
 夜間（2）
 平日夜間（２）
 なるべく昼間の時間帯がいい
 春が良い
 時間が長いので行けないという意見も耳にしました。けれどこのくらいの時間がやっぱり必要な

気もします。
 今回のような形が一番参加しやすいです。トークセッションはもっと時間が欲しいと感じるくら

い楽しかったです。
 今回のように託児があればまた参加したいです。
 子守りがなければ来れませんでした。子守りはとても有難い。子育て世代には 9：00は少し早い

ような…。9：30なら余裕あります。
 今回の託児所、本当にありがたかったです！
 特になし（3）
 未回答（26）
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ある意味参加者に問うているので、今回同様の「日曜日午前中」という回答が男女問わず最

も多かった。次に、「日曜日」、「特に無し」、「平日夜」と続き、「託児サービス」の評

価も続いている。「平日夜」や「夜」という指摘もあるものの、おおむね、休日開催という

意見が多かった。

地区別では、それほどの差異は見られなかった。笛吹郷で土曜日の希望が多い傾向がある。

世代別では、30代で「託児サービス」を求める意見が多かった。また、40代、50 代で「平

日夜」の開催を求める意見が見られた。
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職業別にみると、公務員の業務時間以外での開催の要望が見て取れる。

参加しやすい日時の記述をKH Coderで共起ネットワーク図として示してみた。今回と同様の

時間というものと、託児がつながっていることがわかる。また、夜間を志向する関係も見て

取れる。

自由記述

Q８．その他、今回のシンポジウムのご感想や議会へのご意見などがあれば、ご自由にお書

きください。
※（ ）は同じ回答の数

 議員さんといっても住民の一人だし、その人の考えを知れる機会を作ってくださりありがとうご
ざいました。住民代表の意志を知れてよかったです。（今年、選挙がなくてそこを聞けなくて残
念でした。）こうやってコミュニケーションをとれる場を作ってくださってありがとうございま
した。

 議員だけの会なら参加していないです。こんな時にしか顔を見せない方、名前もわからない方は、
もっと行事に参加してもらいたい。議長みたいに身近な人だと興味がありますが、全く見ない人
は興味ないし、何をしてるんだろうと思います。今回参加できてよかったです。ありがとうござ
いました。

 勉強になりました。島民一人一人が自分事として議会や島の未来を考えれば必ずミライは明るい
と思います。明るくするしかないと思います。ありがとうございました。

 とても素晴らしい会だと思いました。フラットな会で楽しかったです。議会もこの場所でやって
ほしいです。本当にありがとうございました。
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 議長のコメントにもありましたが、議会に頼りっぱなしになるのではなく、住民としてできるこ
とに取り組んでいきたいと思いました。

 ありがとうございました。とても勉強になり考えさせられました。町民として町の未来を真剣に
考えたいと思いました。今後もこのような取組みをつづけていただけるとうれしいです。

 ゲストの地元への想いはともかく、もっと小値賀の未来をどんどん話したかった。女性町民の意
見が聞けたのはとても良かった。

 参加者も多く良かったと思う。若い人の参加がもっとあれば。
 休日開催であれば中・高生徒も参加を呼びかけてはどうでしょうか。
 今回を機に最と地域の住民との会話と活動の参加。
 移住者である自分にとって、小値賀の住民が自治に対してどう考えているかも垣間見ることがで

きてよかった。
 またぜひやってほしいです！
 議会への関心が高まったように思います。熱意あふれる方が増えれば良です。U・ Iターンの方が

頑張られて地元の方とも協調して活性化していると感じられます。
 自分は政治家になることはないと思いますが、共に生きていこうと思えるような議員さんに出会

いたいと思いますし、そういう議員さんたちと役割分担して、それぞれの仕事を果たせる環境を
作っていきたいと考えてます。

 面白かったです。このような住民との対話の場を多く持ってもらえると良いと思う。そしてそれ
を実行していければなお良い。

 ありがとうございました。
 子ども・女性の意見の吸い上げ、よろしくお願いします！
 また次回期待しています。
 託児があって助かった。
 大変面白かったです。今回初めて議会を見させて頂きましたが、議員以外の方の思いを聞けた事

が良かったです。
 住民一人一人（社会的弱者を含め）に寄り添う議会であって欲しいです。
 オヂカのミライのための意見交換会なので、私にマイクが回ってきたとき、正直な意見を皆さん

が言いやすいように、敢えて役場職員という立場を利用し悪口みたいに言った。まことさんも意
見を言ったが、議長がそれに対して否定した。意見交換は否定する者がいたら活性化しない。意
見を否定しない体制づくりが大切！！

 感謝。感激。議会の自由な雰囲気を続けてください。
 町民の意見を聞き入れて政さくしてほしい。各地区／各部落に東店のような施設を作って、憩い

の場、人々との交流（ふれあい）の場、学習の場の東店のような施設を作ってほしいです。
 小値賀町議会にも女性議員が1人2人入った方が良いと思います。それと年齢ももっと若い人に頑

張ってもらいたいです。
 難しい話もありましたが、議員さん方の貴重な考えも聞けて参加してよかったです。
 住民の率直な意見が聞けて良かった。
 このような機会を作っていただきありがとうございました。
 大変参考になりました。ありがとうございました。
 このように開かれて、明るい展望が見えて良かったです。本日は選挙以来、議員さん方に会えて

よかった。
 意外と自由な意見があって楽しかったです。高校生とか中学生とかも参加してくれて、大人の自

由な話を聞いてくれていたら、もっと良かったですかね。
 議会を理解する意味でも今回はよい機会だったと思います。これからも企画していただければぜ

ひ参加したいと思います。お疲れさまでした。
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 町民に開かれた小値賀町議会である事がよくわかりました。こんなに興味深くシンポジウムに参
加したのは初めてです。とても有意義な時間でした。私自身これから何ができるか行動を起こし
たいと思いました。

 近藤議員さんのようにフットワークのいい方がもっとどんどん出てほしいと思います。本日のシ
ンポジウムに参加してよかったと思います。今後の活動に期待します。

 このシンポジウムを開いて、議会がどうなるか楽しみです。シンポジウムを開いただけで終わら
ないよう、前向きにやっていってほしいです。

 今回のシンポジウム、非常に勉強になりました。これからも是非とも続けてほしいと思います。
 特になし（２）
 未回答（24）

「勉強になった」が最も多く、「今後も続けて欲しい」「住民として取り組むべき」が多く

挙げられている。「議会への関心が高まった」と共に「面白かった」という感想も特徴的で

ある。

以下、地区別、世代別、職業別とクロス集計してはみているが、カテゴリーが多いので、傾

向は読み解きにくい。結果グラフだけ掲載しておく。
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KH Coder の共起ネットワーク図では、良い、面白いという関係と、自由な場が楽しいという

関係性があった。また、町民が自分たちも考えていくべきといった島や、こういった場が大

切という意見関係も見られた。
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