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令和４年度議会報告会運営委員会の開催状況 

 

１．令和４年６月２１日に第１回目の委員会を開催し、次の事について協議した。 

（１）副委員長の互選について－川上委員（議会運営委員長） 

 

（２）議会報告会の実施について 

  ・新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたことから、本年度は議会報告会を開催す

ることに決定。 

  ・内容や開催時期については今後調整する。 

 

２．令和４年６月３０日に第２回目の委員会を開催し、次の事について協議した。 

（１）議会報告会の開催日時について 

  ・令和４年８月１日（月）１３：３０～ 

・七飯町文化センタースターホールにて開催 

 

（２）報告内容と役割分担について 

  ・司会：青山委員長 

  ・挨拶：木下議長 

  ・「施政方針」と「教育行政方針」は配布のみとする 

  ・「七飯町議会の概要」と「議会運営委員会で提出した条例改正等について」は、議会運

営委員長 

  ・「各常任委員会報告について」は、各常任委員長 

  ・「令和４年度政策編成後の予算について」と「令和４年度予算審査特別委員会報告につ

いて」は、令和４年度予算審査特別委員長 

  ・「YouTube 動画配信と議会だよりについて」は、広報広聴特別委員長 

 

（３）実施対象団体について 

  ・令和３年度に資料配布した団体に案内し、出席者をファックスいただく。 

   案内する団体は 七飯町町内会連合会 

           七飯町商工会 

           新函館農業協同組合七飯基幹支店 

           七飯大沼国際観光コンベンション協会 

           七飯町文化団体協議会 

           七飯町ＰＴＡ連合会 

           七飯町地域包括支援センター運営協議会 

   

（４）その他 

  ・質問事項がある場合は、出席者報告と同時に提出願う。 
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  ・報告会当日にアンケート用紙に記入し提出してもらう。 

 

３．令和４年７月２８日に第３回目の委員会を開催し、次の事について協議した。 

（１）議会報告会の開催について確認 

  ・新型コロナウイルス感染症が急拡大しているが、国や北海道において行動制限を行っ

ていないことから、予定通り議会報告会を開催することを確認。 

  ・時間を短縮するため、出席者の自己紹介は出席者一覧を配布することと、机に氏名札

を貼る事で省略する。 

  ・議会報告会は約１時間３０分で終了予定とする。 

 

４．令和４年８月２９日に第４回目の委員会を開催し、次の事について協議した。 

（１）議会報告会報告書について 

  ・議会報告会報告書は、運営委員会において協議し、最終決定をした。 

・議長に提出された議会報告会報告書は、９月１日に開催される議員全員協議会で議会

の了承を得た上で議会だより及び議会ホームページに掲載する。 

 

（２）議会報告会の反省点と今後の課題について 

  ・傍聴者には、受付段階で発言等はできないことを周知する。 

  ・改選後の議会報告会において、コロナ禍でも情報を発信できるよう、動画配信による

報告会なども検討するよう申し送りする。 

 

（３）その他 

  ・町長に報告書を提出すこととする。 
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令和４年度七飯町議会報告会 

 

日 時 令和４年８月１日（月） 

午後１時３０分 

場 所 七飯町文化センター  

スターホール 

 

会 議 次 第 

 

１．開    会   七飯町議会報告会運営委員長 青 山  金 助 

 

２．挨    拶   七飯町議会議長 木 下   敏 

 

３．出席者ご紹介 

 

４．各委員会活動状況報告 

①議会運営委員会 

②総務財政常任委員会 

③民生文教常任委員会 

④経済産業常任委員会 

 

   ５．令和４年度政策予算の概要について（予算審査特別委員会報告） 

 

   ６．議員定数及び議員報酬について（議会運営委員会報告） 

 

   ７．YouTube 動画配信と議会だよりについて（議会広報広聴特別委員会報告） 

 

８．意 見 交 換 

 

９．閉    会 



団　体　名 役　職 氏　名

七飯町町内会連合会 会　　長 堀　田　　市　雄

七飯町町内会連合会 副 会 長 澤　田　　孝　平

七飯町町内会連合会 副 会 長 櫻　井　　宏　三

七飯町町内会連合会 副 会 長 三　箇　　俊　昭

七飯町町内会連合会 理　　事 石　黒　　昌　仁

七飯町町内会連合会 理　　事 対　馬　　道　則

七飯町町内会連合会 理　　事 松　田　　勇　一

七飯町町内会連合会 理　　事 清　野　　雅　之

七飯町町内会連合会 理　　事 三　澤　　東洋勝

七飯町町内会連合会 幹　　事 佐々木　　岩　男

七飯町商工会 会　　長 川　又　　修　治

七飯町商工会 青年部部長 松　本　　健太郎

七飯町商工会 女性部副部長 柴　田　　良　子

新函館農業協同組合七飯基幹支店 支店長 菊　谷　　文　則

七飯大沼国際観光コンベンション協会 会 長 川　村　　晃　也

七飯大沼国際観光コンベンション協会 事務理事 今　川　　　　透 欠席

七飯町文化団体協議会 会　　長 近　藤　　洋　子

七飯町ＰＴＡ連合会
大沼岳陽学校
ＰＴＡ会長

堀　　　　　　純

七飯町ＰＴＡ連合会 七飯中学校校長 加　賀　　重　仁

七飯町ＰＴＡ連合会
大中山中学校
ＰＴＡ会長

對　馬　　正　紀

七飯町地域包括支援センター運営協議会 事務局長 小　杉　　重　宣

七飯町地域包括支援センター運営協議会 村　瀬　　佳代子

職　　　名 氏　名

七飯町議会議長 七飯町議会議長 木　下　　　　敏
七飯町議会報告会運営委員会委員長 七飯町議会副議長 青　山　　金　助
七飯町議会報告会運営委員会副委員長 議会運営委員会委員長 川　上　　弘　一

七飯町議会報告会運営委員
議会運営委員会副委員長
広報広聴特別委員会委員長

長谷川　　生　人

七飯町議会報告会運営委員
総務財政常任委員会委員長
予算審査特別委員会委員長

池　田　　誠　悦

七飯町議会報告会運営委員 総務財政常任委員会副委員長 横　田　　有　一
七飯町議会報告会運営委員 民生文教常任委員会委員長 坂　本　　　　繁
七飯町議会報告会運営委員 民生文教常任委員会副委員長 澤　出　　明　宏
七飯町議会報告会運営委員 経済産業常任委員会委員長 畑　中　　静　一
七飯町議会報告会運営委員 経済産業常任委員会副委員長 稲　垣　　明　美

〇令和４年度七飯町議会報告会出席者名簿（２２名中　２１名出席）

〇議会出席者名簿（１０名）
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◆各委員会活動報告 

 

１． 議会運営委員会 

川上弘一委員長より、七飯町議会の概要に基づき、議会の構成等の説明をしました。 

また、令和３年度中に議会運営委員会で提出した条例改正等について説明をしました。 

 

２． 総務財政常任委員会 

池田誠悦委員長より、令和３年度に行なわれた所管事務調査の２件についての報告書を

説明しました。 

① 固定資産税に係る課税の現状について 

② 防災行政無線整備等事業について 

 

３． 民生文教常任委員会 

坂本繁委員長より、令和３年度に行なわれた所管事務調査の４件についての報告書を説

明しました。 

① 町内小中学校における登下校時の安全確保について 

② 新型コロナウイルスワクチン接種事業について 

③ 各学校における新型コロナウイルス感染症対策について 

④ 一般廃棄物処理の現状について 

 

４． 経済産業常任委員会 

畑中静一委員長より、令和３年度に行なわれた所管事務調査の２件についての報告書を

説明しました。 

① ふるさと納税について 

② 令和３年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業による経済対

策の進捗状況について 

 

５． 令和４年度予算審査特別委員会 

池田誠悦委員長より、令和４年度政策編成後予算の概要について説明しました。 

また、令和４年度予算審査特別委員会報告書を説明しました。 

 

６． 議会運営委員会 

川上弘一委員長より、議員定数・議員報酬についての説明をしました。 

① 議会活性化特別委員会中間報告書 

② 七飯町特別職等報酬審議会資料 

③ 七飯町特別職等報酬審議会からの答申 

 

７． 広報広聴特別委員会 

  長谷川委員長より、YouTube動画配信と議会だよりについての説明をしました。 
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◆意見交換における出席者のご意見(回答した場合は記載しています。) 

 

〇七飯町町内会連合会 － ① 

 今回の出席で３回目になります。一番最初は視察などの報告で、今回はコロナの関係など、大

変、各常任委員会や各委員会のまとめがされて、良く分かりました。大変有意義な報告会に進ん

でいらっしゃるなと思います。本当にありがとうございます。 

 この議会の常任委員会の報告の中に、情報防災課の、せっかく七飯町が防災行政無線を設置し

て、町民がいざという時に備えて毎日流れることをテストすると。あまり耳障りだと苦情も来る

から長くできないとか。広報に七飯町出身の自衛官が演奏していると出ていましたよね。関心を

持って欲しいんです。益々、七飯町にふさわしい放送となっていくんではないかと。もちろん七

飯町独自の新井満さんの歌もいいと、委員会に提案したんです。情報防災課も考えていますので、

良かったなと。議会も議員さん方も、多分、町民の方もいい方向になるんではないかなと大変感

謝しています。これからもこの防災行政無線を実際に災害がおこった時に周知体制に町内会に少

しでも役に立つようにお力添え頂ければというのが、大きな一点です。 

 後は細かいことですが、せっかくの機会なので、町民の一人として意見を述べさせていただけ

ればと思って。８月の２５日に、皆さんご承知だと思いますけど、ここの文化センターのパイオ

ニアホールにＮＨＫのＢＳ日本の歌が、実際は９月か１０月に放送するんでしょうけど、これが

パイオニアホールで行われます。出演者は真狩村出身の方ですとか、新沼謙治さんですとか、総

勢９名くらいが出演するようです。過去にも色々な催し物がありますが、トイレの問題がありま

す。少しずつ変わってきているんですけども、出演者の方が利用する、出演者用のトイレがまだ

男子も女子もウォシュレットが付いていないところが何カ所かあるんです。せっかく七飯に来て、

何百万もかかるわけではないので、最低２台位ウォシュレットに変えていただければ。今回もこ

れからも気持ちよく出演してくれるんじゃないかなと思います。コロナの関係で補助金も出てお

りますけども、それに該当するかはわかりませんけど、出来れば早めに、出来なければ来年には、

ちょっとそこに目を向けて頂ければ大変ありがたい。一町民として、せっかくのところ申し訳あ

りませんけども、お話させていただきました。 

 

〇七飯町町内会連合会－ ② 

大沼は非常に全町に比べますと、老人化率が非常に急速に増しておりまして、外灯ですね、要

するに人口密度が高い所は防犯灯代も安いというか、七飯町では６割なんですけども、大沼であ

ろうと、大中山であろうと同じく６割。ところが、大沼は非常に人口密度が無いので、１人の住

民が高騰しております。その辺を考えて頂けないかなと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

〇七飯町町内会連合会－ ③ 

本日、こういう報告会に参加させて頂きました。大変な議会の内容について今までは直接お聞

きする機会が無かったんですけども、このような機会を頂いて、大変ありがたく思っております。

七飯町で様々な問題がある中で、ゴミの問題が大きい部分のひとつじゃないかなと思います。先
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程、外灯のこともありましたけども、私は大中山連合町内会の外灯部の方の部長として、外灯に

携わっております。今、大沼の方から言われたように大中山地区としては、町内会によって大き

な戸数の開きがあります。そういう中を連合町内会でそれを多少、少なくても、多いところが負

担するという考えでやっております。色々なご意見がありますけれど、外灯に関しては町として、

どのような取り組みをするかということが大きな課題になっていると思っております。町内会費

を払わないという方も中にはいます。そういう方もやはり、皆さんが払ってる外灯の維持費のお

かげで恩恵を受けてると思っていますけど、そういう意識はほとんど持っていないんじゃないか

な。今後、ゴミや外灯のことについても、いろんなご意見のもとに、少しでも解決されることを

願っております。どうもありがとうございました。 

 

〇七飯町町内会連合会－ ④ 

発言の機会があると思っていませんでした。今日の議会報告会の開催について、事前に資料を

頂きまして、それで各委員長さんが、簡潔に説明して頂き大変良かったなと率直に思っておりま

す。 

 

〇七飯町町内会連合会－ ⑤ 

このような場に出席する機会を与えて頂き、大変満足しております。 

 

〇七飯町町内会連合会－ ⑥ 

２点ほど、話したいことがあります。ひとつは、トイレの水洗化に係ることで、トイレの水洗

化については本町地区を中心にもうすでに出来上がっていて、役場の方とお話した時に本町より

低い、藤城・峠下・大沼方面もそうなんでしょうけど、一切、水洗化の動きはありません。役場の

方とお話した時に、出来ないわけじゃないんだと。ただ、莫大なお金がかかるんだと聞きました。

年度的に水洗について地域の方に進めて行く。それに伴って、せめて今の段階で、この前の大雨

が降った時もそうですし、春の段階でもそうなんですが、排水溝のＵ字溝あるんですけど、壊れ

て土手の方から土が入ってきて水が溢れてるんです。なんとかならないかなということで掛け合

ったところ、道路もそうなんですけど年次計画でやってるもんだから順番にと伺いました。水洗

についてはなんとか出来ないかということです。 

２点目です。ゴミステーションの関係です。実は先月、社会福祉協議会でお話が出ました。ゴ

ミステーション、コロナの関係で国の補助が出て２０台ということで、先着順で各町内会で欲し

いところは欲しいんじゃないかと思ったんですが、初め６月に、２週間位でという話が出ました。

その中で団体も出たんですが、それは町内会の中で議論しなくてはいけないし、土地の持ち主に

も了解を得なくちゃいけないし、もう少し期限を延ばしてということで、６月末になったんです

が、その結果については、まだ来てないわけですが、どの町内会も、先程人口密度の関係ありま

したけど、私の住んでいる町内会では夫婦で、旦那さんが８０代であたって、車椅子を使った生

活で、デイサービスに行ってるんですけども、結局奥さんがゴミ出しをしていると。その奥さん

も身体が弱くなってて、なんとかならないかねと言われたところ、ちょっとこちらのところに個

別に、ゴミステーションじゃなくて、事情のある方については、もちろん、トラックだと時間か
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かると思いつつも、そうしていただけたらなとお願いしたいということで、以上２点です。よろ

しくお願いいたします。 

 

回答：民生文教常任委員会委員長 

今のお話ですが、私たちの委員会でも十分議論した。最終的には、おっしゃった通り、かなり

高齢化も進んでるんで、戸別にある程度収集することを考えなければということで、委員会でも

意見が出まして、七飯町で理事者も色々これから検討して行くとの回答でございますので、今日

の質問を踏まえて、私たちの委員会でも議論してまいりたいと思います。 

 

回答：七飯町議会議長 

水洗化の問題ですけど、都市計画区域内の都市計画が桜町から大川まで。それに鶴野も入って

るんですけど、上藤城・藤城・峠下・仁山、あと大沼全体は無指定になってるんです。都市計画区

域内でないと下水道引っ張れないという国の法律に基づいてて、例えばそれに上藤城地区だけを

水洗化するっていうと、昔から農村地区だとかやったところもあったんだけど、それは始めに設

置する時は補助金出るんだけど、その後の更新の時に困るので、それで合併浄化槽の補助の事業

を町の方でやるので、そっちを利用して、合併浄化槽で対応して欲しいというのが町の見解でも

あるし、議会でもずっと今まで、委員会で調査した中でそういうことになってるんで、今の状況

の中で事を進めるというのは中々厳しい。道の駅もそうですし、ラッキーピエロも全部浄化槽で

処理しているというのが現実なので、そこのところはご理解願います。 

 

〇七飯町町内会連合会－ ⑦ 

事前に資料を頂きましたので、大変勉強になりました。ありがとうございます。最後に本会議

のインターネット、これ是非町民にＰＲして、若い人は勿論、高齢者にも是非、見て頂いて町政

に関心を持って頂ければなと、私も勉強したいと思います。今日はどうもありがとうございまし

た。 

 

〇七飯町商工会－ ① 

人口減少、高齢化ということで、商工会の組織も町内の商工業者の５０％を維持しなければ、

七飯町の職員が削られるという状況で、５０％を維持するのに苦戦しています。最近は高齢化と

いうことで、５人減れば５人入れて維持してまして、今後は６０％維持できなければと変わりま

した。全国的にそのような状況なもので、今後も議員の皆さん方と共に考えて、見直しをお願い

したいです。それと、ユーチューブで議会を拝見させて頂くというのは、我々が議場を見てとい

うのは中々出来なかったんですが、このユーチューブを見て配信されると。本当に良いと思いま

す。また、いつでも、中継をしている時だけでなくて、後から見れるというのが我々は町民に是

非知って頂きたいなと思います。 

 

〇七飯町商工会－ ② 

私はこの議会報告会に２度目の参加させて頂きまして、資料を頂いてすごく分かり易くて、た
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めになるなと思いました。今、会長の方からありましたけども、商工会のメンバーも出たり入っ

たりです。特に我々の世代、青年部と言いながら、一番若いのが３５歳。２０代はいない状況で

す。ですから、町も子育て世代の支援等を充実させなければ若い世代、我々も一緒になって、七

飯町で起業してもらわなければと思っております。 

あと、青年部の活動としまして、冬に雪まつり、あかまつ公園でやらさせて頂いておりますけ

ども、コロナの影響で２年ほど出来ておりませんけども、コロナが落ち着きましたら町の活性化

のためにやっていきたいと思いますので、その際はご協力お願いいたします。ありがとうござい

ました。 

 

〇七飯町商工会－ ③ 

今日の報告会で色々な話が聞けて良かったです。これからも色々と活動報告の場を持てると良

いと思っています。これからもよろしくお願いします。 

 

〇新函館農業協同組合七飯基幹支店 

今回、私は４月に着任しまして、議会報告会は初めての参加で、どういう場なのかなと緊張し

ながら来ましたけども、我々も町の方から協力等頂きまして、心強い気持ちでおりまして、まず

はお礼を申し上げたいと思っております。 

私の方から１点だけお願いと言いますか、ゴミの話なんですけども、自分で農業やっておられ

る方が、最終的にマルチの処分をどうしたらいいかという問い合わせが年に数件来ます。処分す

る所は１カ所しかないので、広報に載せてもらえれば我々はありがたいなと思います。地域の方

も楽しんで農業をやられていますので、ゴミ処理の仕方を広報していただければなと思っていま

すので、要望としてお願いいたします。以上です。 

 

〇七飯大沼国際観光コンベンション協会 

議員さんの色々なお話を初めて聞きましたけども、色々と町内のことを考えてくれているんだ

と思いました。ありがとうございます。１点だけお話しますけども、先日の土日に大沼湖水まつ

り、３年間やってなかったんですけど、今回出来たということで、天候にも恵まれて、町内の方々、

近郊からも沢山みえて無事終わりました。１点だけあります。大沼公園、軍川では火山の駒ケ岳

をかかえております。今はレベル１と聞いておりますけども、５０年位前に各家庭に防災無線の

器具が設置されました。今はポロトポントとかにスピーカーありますけれど、年配の方々が家の

中で、無線のスピーカーが聞こえないのが多々あると思います。今後、戸別に入るのかどうか、

教えてもらいたいと思います。 

 

回答：総務財政常任委員会委員長 

防災のキューブですね、役場で設置してくれました。ユーチューブや、これからスマホの機械

で防災無線も流れます。若い人は携帯電話でいいと思いますけど、高齢者はどうしても触りずら

いですが、今はそういう時代ですので、町内会活動でもユーチューブを見るように機械の操作を

覚えてもらいたいなと。たとえ良い機械でも使わなければ意味がないので、今回予算をつけて防
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災無線つけましたけれど、キューブもそうですけども、携帯を使ってもらいたいっていうのが心

情です。町内会の方でも推進してもらえれば、やったかいがありますので、よろしくお願いいた

します。 

 

〇七飯町文化団体協議会 

今日はありがとうございました。今日、色々お聞きしまして以前の会と比べて、とっても分か

り易くて良かったです。 

皆さんゴミの問題、けっこう皆さんおっしゃってましたので、私も言いたかったので、それは

いいです。コロナウイルスのワクチンの問題なんですけど、予約票来ますよね、そして予約セン

ターの方に予約する時の電話の回線が随分増えたそうですけど、まったく繋がらないんで、とっ

ても皆さんから言われます。北斗とかもそうですけども、１回受けたんだから次の日程もわかる

ので、その辺なんとか考えて、都合が悪かったら連絡するようにして自動的に受けられるように

して頂けたらなと皆さんから沢山聞いていました。よろしくお願いいたします。 

 

〇七飯町ＰＴＡ連合会－ ① 

私、前回の平成３０年も３１年の時も参加させてもらいましたけども、本当に初回の頃って、

失礼ですけどもバタバタ感があったんですけど、今日はスムーズに進めていましたので、良かっ

たなと思っております。ＧＩＧＡスクールに関して報告がありましたけど、先日、うちの一番末

っ子は小学校４年生なんですけども、端末を使って自宅学習としてホームルームを全員、オンラ

インでやっていました。そういう時代なんだなと、凄いなと感じました。そういうふうに子ども

たちはパソコンとか自在に扱い、先程おっしゃってましたけど、ユーチューブとかいいなと思い

ますが、是非、ご注意いただきたいのがこれだけＳＮＳが発達している社会ですので、一部の発

言を切り取られて拡散っていうのが、これ地方議会だからと言って無いとは限りません。僕もツ

イッターとかで発言を切り取られてしまって拡散されたのを見たことがありますので、ユーチュ

ーブでの発言は全世界に発言されているなってことで、発言されるのがいいと思います。 

 

〇七飯町ＰＴＡ連合会－ ② 

議員の皆様にはＩＣＴ機器の整備を始め教育関係の整備にご尽力いただき、本当にありがたい

なと思っております。資料の中にもありますけれども、町の教育行政方針の中で與田教育長が「夢」

という言葉をとても大事に使っているんですね。私も子供たちが夢を持てる学校づくりを頑張ら

なきゃなと思っています。実際には毎年、小学校６年生と中学校３年生が全国的に調査あるんで

すけど、七飯の子どもたちに夢を持っていますかという調査あるんですけど、実はあんまり持っ

てないんですよね。全道平均から比べると、ちょっと下回っているんです。ここにいらっしゃる

皆様の力、そして地域に皆様の力を借りながら子供達が夢を育むことができる学校づくりに尽力

したいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇七飯町ＰＴＡ連合会－ ③ 

２点ほど聞きたいことがあります。今年、特別支援学級が８人ほどになりまして、学校の先生
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の他に２人、町から要請してもらっているんですけど、やはり、子供達に農業やらせたいとか、

経験させたいとか思っても、お金がないんだよねとかになって、なるべく私の方で枝豆とか必要

なものをそろえていろいろやっているんですけど、先生方がお願いされた時には、快く支援して

頂ければ先生方も、より良い教育がやれるのかなと。あと、クラブ活動で町の助成とか出ている

んですけど、夢のある子供達のために惜しまないでいただければなと思います。 

 

〇七飯町地域包括支援センター運営協議会－ ① 

この報告会の開催にあたって、皆様には大変ご苦労様です。敬意と感謝をいたします。ユーチ

ューブにしても、続けて情報発信しなければ、私どもに関わる事業も情報発信というのはこれか

ら重要になっていく。スマホの時代で高齢者も持っています。情報発信は大事だなと感じました。 

 

〇七飯町地域包括支援センター運営協議会－ ② 

こういう場は初めての出席だったんですけども、大変、皆さんご意見が出てすばらしいなと思

います。私もひとつだけ気になる事がありまして、せっかく七飯町の道の駅、すばらしい道の駅

なんですけども、トイレの匂いがとても気になるんです。何回行ってもトイレの匂いがして、こ

の匂いがどうにかならないかなと思います。 
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議会報告会に関するアンケート結果 

出席者 ２１名中、アンケート回収 ２１名、回収率 100％    

Ｑ１．本日の報告会の感想について。 ２１ 

１- 非常に良かった ３ 

２- 良かった １６ 

３- 普通 ２ 

４- 改善すべきである ０ 

Q２．報告会を開催する曜日及び時間帯は、いつが良いと思いますか。 ２１ 

１- 午前 ２ 

２- 午後 １３ 

３- 夜間 ０ 

４- いつでもよい ５ 

５- その他（１or２） １ 

Ｑ３．現在は年に１度開催しておりますが、回数を増やすことについて。 ２１ 

１- 1 回でよい ２１ 

２- 2 回以上 ０ 

３- その他（地区毎に分散） ０ 

Ｑ４．報告会の開催方法について。 ２０ 

１- 今までどおりで良い １９ 

２- 各地区単位（例：大中山地区、本町地区、大沼地区など） １ 

３- その他（            ） 0 

Ｑ５．動画（ユーチューブ）配信について。 ２１ 

１- いい試みだと思う ２１ 

２- 見る予定はない ０ 

３- その他（         ） ０ 

Ｑ６．広報（議会だより）の簡素化について。 ２１ 

１- 簡素化に賛成 １８ 

２- 簡素化に反対 ２ 

３- その他（         ） １ 

Ｑ７．議員定数削減・議員報酬増額について。 ２１ 

１- 理解できる ２０ 

２- 理解できない ０ 

３- その他（         ） １ 
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Ｑ８．今後の議会運営に対して、ご意見等がありましたらご記載願います。 

・一人一人意見をきいてくださりありがとうございます。 

 

・防災無線について 

 町民各家に配備していたが、子機、数年間の配布がないので交換、子機を配布して頂

きたい。 

 

・多くの町民、とりわけ若い人たちにも議会への関心を高めてもらうためには、言葉と

活字だけではなく、プレゼンの工夫が重要と思います。今後とも町民が夢を持てる議会

運営・町政運営に期待しています。 

 

・議会の動画配信は大変よい試みです。願わくは議員一人一人がアーカイブされた動画

を見返し、自身の発言の様子から、それに伴う場の空気の変化や所作、立ち振る舞いな

どを客観的に捉えていただきたく思います。 

 

・よく努力して、町民への理解を図ろうとしている。 


