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性別 年代 曜日 時間 意見・要望

1 16 女 60 議員・知人から 土曜日 午後7時
お仕事の人も参加できるといい
のでは

前もって知らせて頂いていると少しは意見
交換もできていいのでは

今のままでもいいと思う 若い人の活発な意見にたのもしく思った

2 3 女 60 議員・知人から 午後7時 今日の様な形式で良いと思います
初めての参加でしたので皆さんの意見を
聞くだけだったのですが、大変勉強になり
ました

3 10 男 60 広報きやま

4 3 男 60 議会だより、広報きやま 午後7時
きちんと整備されている
活用をお願いしたい

テーマ毎の意見交換会でよかった

5 6 男 60
議会だより、広報きやま、

議員・知人から
特にありませんが、土日祝日は
さけてもらいたい

現在のやり方では参加者が偏っているの
で、区単位で実施する等検討をしていただ
きたい

議会としての方向性、定数・報酬等につい
てどの様な考え方をしてあるかを聞いてみ
たい

6 7 男 60
議会だより、広報きやま、

ホームページ
土曜日 午後6時 早急に細かく条例を作って欲しい 何回かアンケートを取ってはどうでしょうか 1つの議題を徹底する。（防災）とか

公民館の災害時のあるべき対応について
意見を聞きたかった

7 16 男 60 回覧板 土曜日 午前10時
具体化案（何回、いつ頃等を入れてほし
い）

懇談会として議題を説明を受けて、それに
対する意見等を出し合う形

具体化への道づけの段階と感じた

8 2 男 60 議会だより、広報きやま 金曜日 午後1時
夕方は地域の行事等もあり、昼
間が良い

真剣に検討されていると感じました
是非、実効あるものにしてください

今回の様に重点付けた議論の場が良い
今回と同じ様な項目、内容を充実した形で
やってほしい

参加者が少ないと思います。
開催時間も課題と思います。ご検討を！

9 8 男 70 その他（区長会） 説明してもらって勉強になりました 今回のやり方もそれなりに良かった 議会も前向きに取組んでいると感じました

10 1 男 60 議員・知人から 土曜日 午前10時

あんまり、抽象的な表現、説明を受けなけ
れば理解できない表現はしてもらいたくな
い
たとえば、
①議会は～議会機能を的確に～
　→○○的確に～とはどういうこと？
②議会は～を開催し、～し、政策提案を
　行う～。
　→～を○○/年開催し、～○○××の
　　　賛成をもって政策提案～。
以上の様な文章の見直しをやってほしい

今日の形式で特に問題はないと思う
事前に意見交換する議題を知らせてもらう
と参加しやすい

11 15 男 60
議会だより、広報きやま、
回覧板、議員・知人から

まだ読んでないので今時点では何とも言
えません

参加者の少なさについては、期待はずれ
議会として、もっと活発な意見の出る場、
形式を考えてください

各種分野は必要と思われますので今回と
同様で良いのではないですか

駅前活性化に焦点を当て、活気のある基
山づくりお願いします

12 3 女 60 議員・知人から 金曜日 午後7時 条例はあるものと思っていました 今のままで良い リーダー育成
若い方、主婦の方も参加出来るような場を
もうけて下さい

13 6 男 60 議員・知人から 午後7時
必要な条例です。ただ修正、改定は可能
にして、もっと良い条件に作って欲しいと
思います

話し合うテーマを決めて、参加者を集める
「健康すい進」等についても町の取組みを
知りたい

「町議と語ろう」は定期的に開いて欲しい

14 9 女 60 議員・知人から 金曜日 午後7時 今のままでいいと思います
２回目の参加です
少しずつ勉強させていただいてます

15 3 女 70 議会だより、議員・知人から 水曜日 午後7時
議員本人の直接の意見をお聞き出来て、
大変勉強になりました
親近感が出来ました

16 15 男 60 その他 頑張ってください
役場と議員提案での条例他の成立状態
は？

17 9 女 40 議会だより 金曜日 午後6時
第８章防災で避難所は「男女別にする」項
目を入れて欲しい

一人一人の意見を聞く 防犯、動物愛護、性犯罪の抑止
基本条例の話が長かった
一人一人に聞いて欲しい

第６回町議会と語ろう会アンケート結果全文（別紙）

問６（感想や議会に対する意見・提言等）
プロフィール
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問３（議会基本条例（案）について）
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第６回町議会と語ろう会アンケート結果全文（別紙）

問６（感想や議会に対する意見・提言等）
プロフィール

番号 問１（報告会を何で知ったか） 問４（参加しやすい形式） 問５（希望する内容）
問２（参加しやすい曜日、時間）

問３（議会基本条例（案）について）

18 17 女 60 議会だより、議員・知人から 平日
午後6～8
時

なるべく、時間は１時間位で終わ
るようにして欲しい

時間をかけて策定されたので良いと思い
ました

今のままで良いと思います
同じテーブルの議員さんだけでなく、他の
テーブルの議員さんとも話を聞きたいと
思った

毎回参加される方は同じ顔ぶれと思うの
で、もうすこし広く、一般の町民にも参加さ
れるようにしたら良いと思う

19 13 男 70 その他
基山町民にとっての理念に基づく条例とし
て効力あるものにして欲しい

今回みたいなフリートークの方がやりやす
い

町政の問題点などをテーマにしたら 勉強になりました

20 9 男 40
ホームページ、

その他（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
　　　　　　銀行ポスター）

木曜日 午後7時半
ワークショップ
子育て世代に対しての出張形式

各テーマについてほりさげたテーマに分け
た議論

おつかれさまでした

21 10 男 70 議会だより、広報きやま
特にないが…いかに参加者を増
やせるか？

資料を詳細に見た上で…
子育て世代の意見、考えを聞いて、参考
になった

22 7 男 60 回覧板 日曜日 午後6時
開催時期は９月議会前に実施し
てほしい

内容についてはないです

本日の様式で良いと思いますが、議会の
活性化に向けて頑張ってください
日曜日の夕方で他の行事が重ならない日
時と今日のように問題点を抽出してテーブ
ルを分けての報告会は良いと思います

個々の批判が多くて議会についての質問
ができなかった

23 9 男 70 議会だより 土曜日 午後4時 全体を一読しないと良くわからない 現在で良いと思う
議会に於いて一般質問で検討と云った項
目の先が判らない

24 2 男 60 議会だより、広報きやま 夕方がのぞましい 町議会についての知識が増えてよかった

25 6 男 70 議会だより 今までと同じで良いと思う

26 男 70 その他（区長会） 土・日曜日 午後4時 いい意見が出て良かった

27 9 男 60 広報きやま 金曜日 午後4時
前段で全般的な会議で討議した後にグ
ループ討議してほしい

グループ討議をする中で、有意義な意見
を聞くことができた

28 3 男 70 議会だより、広報きやま 年に３回は開催を望みます
町民の為に改善点また実績も一覧表で提
示して下さい

防犯カメラ増設をよろしく

29 9 男 40 議会だより 金曜日 午後7時
議員の方と直接お話させていただき、よい
経験ができました

30 4 男 60 広報きやま 金曜日 午後7時
若い年齢の方も参加できる曜日
を考えて下さい

町議の運営に対してよりよいほうであれば
ＯＫ

今回のようなかたちでよろしい 子供の教育
町議の皆様はよくがんばっていらっしゃる
と思いました

※空欄は無回答


