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私の夫は今、病院で入院しています。退院するように言われますが、老人ホームを何件
か探してみてもみんな100人くらい待ちと言われます。近くのホームに入りたいのです
が、高額なところは空いていても年金では入れません。本当は家でみたいのですが、酒
を飲むため「家では無理」だと言われますので、本当に困っています。どうか議員の皆
さん、よろしくお願いします。こういう方がたくさんいると思います。
議会改革を推進しているようですが、何も見えてきておりません。格好つけの議会改革
は必要ないと思います。議会は行政のチェック機能かもしれませんが、行政に対する意
見が無責任にも多すぎると思います。見守りながら、町をよくするための活動をお願い
したいと思います。
形式的なアンケートのためのアンケートにならないように望む。
議員としての自覚が足りない。思い込みの強い議員が多いと思う。今一度、議員として
の立場を考えてください。
議員へのなり手がいない。無投票当選では駄目。定数削減必要！選挙で選ばれるようで
なくては！！生活費のため議員になっているようでは質が良くなるわけがない。いい議
員も少数だがいる。
アンケートは経費と手間の無駄遣い。
私は80歳です。町のためには何の役にも立っていない年です。これからが不安です。
行政としても年寄りの生き方を考えてほしいです。アドバイスなどを。
議会、議員の活動の説明などがまったくない。
地方創生や地方分権の言葉は久しいが、中央が権限を握ったままの地方をコントロール
しようとする行政の効率を優先した集約化は、今後ますます進むものと思われます。人
口の減少に加え老人化率のアップは避けて通れませんし、町は一層過疎化し、町として
の機能は悪化するものと思いますので、関係者が真剣になって検討・協議しなければな
らない時と思います。
議員に話をした時もありますが、年寄りのタクシーのことですが、農家の方々は基本料
金の他は町で負担をしていますが、町の方々は基本料金でタクシーのチケットを使用し
ない。同じ年寄りなのに、200円くらい負担してもらえれば少しでも利用したいとの声
を多く聞きます。これくらいの負担を町の年寄りにもしてほしいです。
町当局に対し、もう少し強い態度で臨んでほしい。饒舌（じょうぜつ）に押し流され
ず、意志を貫いてほしい。ただし、是々非々が原則です。頑張れ議員諸氏。
削 除
定員内であればどんな人でもなれてしまうのもどうかと思います。
頑張っている方もいれば、おそらくですが手を抜いている方もいるのではないでしょう
か。
どんな活動をしているかもよくわかりません。もっと誰でも、小学生でもわかるような
活動内容の報告があるとうれしいです。
町議の方は選ばれた方なのだから、生活態度や見られているということをもっと考えた
方が良いと思います。（人に迷惑をかけるようなこと など）
今回は定員ちょうどで選挙がなく、皆さん当選しましたが、定員ちょうどの場合は○×
で町民の声を反映させるべきだと強く思います。ぜひ検討をよろしくお願いします。今
回のこのアンケートはとても良いと思います。
早くから提言しているが、実現していない。議会が始まる前に広報されるが一般質問の
ことだけで他の議案が示されていない。全部とは言わないが、一般案件だけでも大切な
ものがあるだろう。今の広報の仕方では議会は一般質問しかないところだと思う。
傍聴の件だが、議員には支持した町民がいる。各自はこうした人に傍聴に来てもらうよ
うに呼びかけてはどうか。
傍聴しても一般町民には難しいことが多く、行っても分からないと思う人がいるのでは
ないか。（仕方ないことだが）
議会の活動があまり見えません。こちらの情報をキャッチする態度も良くないのかと反
省しますが、何を目標に議員になられ、この町をどうしようとしているのかが見えませ
ん。議員一人一人がこの町に意欲的に関わって少しでも良い方向になる活動をしようと
立ったのではと思うのですが？
議会でたまたまだったのか、眠っている人さえいてビックリ。議会のある日くらい十分
な睡眠をとって来てほしいものだと思いました。
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議員の質問も何かダラダラ同じことを繰り返したり、この問題って本当に必要なのかと
思うようなことを言ったり、結局なれ合い？なのかとさえ思ったりします。
研修旅行があるようですが、必要性があるから行くのでしょうが、その後の効果はどう
なのでしょう。参考になったくらいでは行く価値なしで、それをいかに町に反映するか
だと思います。もう少し目に見える形の活動を切に希望いたします。
政務調査費は出ていると思いますが、どのような使われ方なのか、全額使って活動して
いるのか全く分かりませんが、正当に使われていることを願っています。
町民のための優しい政治をしてほしい。型通りの議会運営では町民は満足しない。町議
はもっともっと真剣に町のため、町民のためを考えてください。
このアンケートはとりまとめて会報で公表してください。
議員の個人の便りはすごく楽しみで読みます。増えてくるといいですね。
法的に必要とされているからおいているだけの議会は必要か？これぐらいの町なら各自
治体の長がその役を代行するだけの方がよほど町民の声が町政に反映されるのでは。
今から数年前は生活・道路・教育といった問題があり、地域からの問題点が見れば誰で
も知った。現在では、問題点も多様化などし把握できないで潜在している。町民の声を
聞き、吸い上げ（議会）（町）協議するなどが必要。
議員の資質向上、首長と対等の議員も必要である。
議会（議員）は、町（町長）と緊張関係を持ってほしい。何でも賛成、何でも反対の人
はいないでしょうが、なれ合いも困ります。
当然ですが町民の目線で…何となく上から目線の感じがします。議員は偉い特別な存在
だと心の中では思っているのではないですか？
次回の選挙では女性議員がどのようになるのか心配。やはり議会だよりを読んでいて
も、他者が気づかない視点で質問していることもあるし。
３人くらいは独自で自分の議会だよりをわかりやすく書き、各家庭に配っているようで
すが…
インターネットを活用して気楽に意見を書き込めるようにしたら、若い人たちも興味を
持つのでは？
若い議員を是非増やしてほしい。
議員定数についての考え方～北見市議会議員は１２万人に対し３０人で、４千人に１
人。訓子府町は５千人に対し１０名で５００人に１人。議員の意見は町民の意見を多く
聞くため定数は適正である旨であるから、北見市は意見を聞いていないというのか。保
身的な勝手な考えといえる。改めるべき…（へりくつである）北見市と合併したとする
と訓子府から１名の議員となる。常任委員はそれぞれ兼務し、議員定数は５～６名で良
いのでは？
議員報酬については、少数精鋭主義で通年議会とし（定例のみでなく）この場合は、報
酬は引き上げることが必要と思う。しかし、職員ではないので、ボーナスや退職慰労金
は一考を要する。また、今問題となっている政務活動費の実態はどうか。個人ごとに議
会だよりで町民に報告公開するべき。現状では、議会に出席した日数に応じて日当制と
するべき。地方自治法などを盾に改めようとしない。この改革が先決…
地方創生と人口過疎の対応については、現状では限界集落となり、１２０年のお祭り騒
ぎも良いが、先に向けどうするのか訓子府に居住するのが不安。石北線も廃止になるか
もしれないし、国に対して強力な運動が必要。町議会も道議も議員は何をしているの
か。このまちの総合計画の原案ができたそうですが、少子高齢化の中でどうして安心で
きる町にするのか（マスターベーションでは困る）。議会として展望を明らかにするべ
き。町の財政から見て実現するには現状のままで良いのか。何ができるのかを知りた
い。年齢からみてあと何年生きるかこのままでは子供や孫のところに引っ越しすること
も考えられ、老後安心して住める交通・医療・老人施設・働き場等の充実が課題。
後期高齢者です。年金暮らしです。無駄な支出をしなければ後がない年です。健康で頑
張ります。
町民のためにご苦労様です。良いまちづくりに頑張ってください。
富山市議や中央の議員のようなことにはなってほしくない。自分だけの私腹になってい
るような気がいたします。本当に住んでいる町のために考えてください。子供だましは
いいかげんにしてほしいです。
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上から目線でものごとを決めないで。弱者の目線を忘れないで。（特に子ども・女性・
障がい者・高齢者）
議会についてわからないことが多く「わからない」という回答ばかりで申し訳ありませ
ん。
広報で回ってくるチラシで議会という言葉は拝見したことがありますが、やはり何をし
ているのかわからず興味がないため、深く読んだことがありません。
このアンケートを通じて少し議会とは何なのかを考えるものになりました。若い私たち
にも議会というものが何なのか周知いただける活動があるとうれしいです。
例えば、定例町議会とか臨時町議会とかの様子をビデオで録画して、町民がいつでも見
られるシステムを作っては？普段、傍聴できない人のために。
議会はどこで開かれているのですか。議会だより１９１号で議会を傍聴された方への
「ひとことインタビュー」においてその方はポスターなどで知ったと言われていました
が、私はポスターを見たこともありませんし、以前、議会に参加しませんかというチラ
シが広報に入っていましたが、開催場所の明記はなかったように思います。
全然関係のない意見ですが、エコを考えるならコピー用紙５枚以内ならハリナックスの
ように針のないものを使用しては。
何も特別なことはない
初めて訓子府町で冬を迎えるのですが、除雪対策がどうなっているか心配しています。
始まってみて不便を感じることがあれば、相談させていただきたいと思っています。
町議会は町政のチェック機能が本業と考えるが、チェックする場合の基準を当議員はお
持ちなのか。
町議には個人的に秘書（政策）を持つことは難しいと思うが、議員グループによる町の
振興政策提案ができるようになっていただきたい。
役場職員は、皆さん真面目で町内では高い能力集団といえますが、予算の金が税金であ
るため、革新的発想に乏しい。前例に従い、ルール通り、指示通りの業務態度に終始す
るのは立場上仕方がないともいえるので、その足りない部分を一般社会人である議員が
チェックして、対案していただきたいと望みます。
このアンケートで問１８「議員に自分の意見や要望を伝えているか」がありますが、
もっと議員は意見を聞いたらよいと思います。もっと引き出して「意見を」ほしいです
ね。そこが大事な仕事かなと思います。
議員定数、おかしいですよね！！人口も減っているのに。いろいろなことを普通に考え
てほしいです。
議員さんって何故なるのですか？何のためにやられているのでしょうか？就職活動？議
員さんたちで、議員の資質向上を議論してほしいです。
議員はどちらを向くべきなのでしょうか？町民？それとも町長？今の議会は町長寄りに
見えてなりません。良いことは良い、無理なことは無理、駄目なことは駄目って言える
議員の方が少ないのではないでしょうか。でなければ勘違いしたままなのではないので
しょうか。町費は町民のものであり、個人のものではないことや、自分が出すお金では
ないため、いくら使っても痛くないことも。
２年程前、ある研修先で「自分たちで積み立てしてきた」とある議員から聞きました。
それも、少し自慢げに。おかしいですよね、町の代表として出席しているはずなのに、
公費を使うべきところと、自費を使うべきところ、使い方を考えた方がいいと思いま
す。
訓子府町は住みやすくてとてもいい町だと思います。この町が将来ともに活気のある町
になるよう積極的に活動していただくようお願いします。
居武士小のことで毎回議会だよりに出ているが、■■議員に賛成です。子どもたちは幼
稚園のお友達と離れたくないみたいだし、人数も少ないのにお金がかかりすぎる。何人
かの自己満足のためじゃ町政はやっていけないと思う。訓子府小児童何名につき先生○
名。居武士小児童につき先生○名。教育的にも差がつきそう。票のことではなくて子ど
もたちのことを考えてほしい。
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スクールバスも子どもたちが少ないんだから実践会の子どもたちは乗せてほしい。いつ
もバスの中はスカスカなのに、距離がないために歩いてというのは可哀想。特に自転車
が使えない秋冬は使わせてほしい。そういうこと考えているのかなって思ってしまう。
箱物建てるだけが町政じゃないし、反対する人はいないのかなって思ってしまう。少な
くとも私の周りは、今の町政のあり方にうんざりしてます。箱物にはすごーくお金かけ
て、今年の台風で災害に遭った時には100万円上限の1/3。
他の町を見習ってほしいと思う、町長も議員も。もっともらしいことしているようで、
本当に困っているときには、一応…じゃどうにもならないです。畑を直すのに、家を直
すのに３０万円ちょっとで、どれくらいやれるか土建屋さんに聞いてみたらいいと思
う。町税払ってるんだから、きちんと仕事してほしい。今のままじゃ、議員報酬は高い
と言わざるを得ないです。訓子府町にも小池さんみたいな人がいればいいですね。
町民の代表、代弁者であり議員の多くもそう言っているようだが、そんな言動が見られ
ない。
上から目線で礼儀知らず、公人だぞ。
一般質問を何度か見たが、質問じゃない。自分の意見の言い放し、町長も議論じゃなく
対決だ。まるで町民を無視している。
広く町民の声を聞こうとする姿勢が見られない。議会の結果やその内容を町民に伝えて
いる議員の話を見たことも、聞いたこともない。
もっと議員個々が議会とは、議員とはを勉強し、資質を高めないと町民からは良く見え
ない議会として、さらに関心がなくなっていく。資質というよりも大人、社会人１年生
の気持ちをもって活動しないと、議員の肩書に胡坐をかいていては駄目だ。
議会傍聴のおり、居眠りしている議員がいて驚きました。他の議員の質疑応答も聞き、
皆で真剣に取り組んでほしいと思いました。町民も、もう少し議会を傍聴すべきと思い
ました。
高齢者なので町にお世話になっております。今後ともよろしくお願いします。
私は後期高齢者なので人生最後まで訓子府町で人生を終えたいと思っておりますが、施
設が少ないので心配もしております。息子たちが遠い所に住んでいますので、なるべく
町から離れたくありませんので、どうかどうかよろしくお願いいたします。私は町内に
恵まれまして、民生委員、議員さんがよく訪ねてくださいまして、感謝しております。
ありがとうございます。
議会で決定したことが、正しいとどうして言える。常に見直し、考える姿勢を求めま
す。
議会だよりの内容は、質疑が作文によりなりたっている。議場の様子がいまひとつ伝わ
らない。議案のうち１件でいい、発した言葉全てを（質問、答え）つまり議事録に忠実
なものの議事録を読みたい。できたら全件の議事録としてほしい。多分、町長・議員・
職員の資質がわかりやすくなると思う。それは、選挙にも反映すると考える。
こども園の外構に１億円はビックリした。子どもたちは自然に近い環境が良いのでは？
日ごろ生業を持ちながら町民の安全・安心のまちづくりにご尽力いただき、ありがとう
ございます。数多い難問が多々あるかと思いますが、お体を大切にご活躍を陰ながら応
援いたしております。
きめ細かいまちづくりのために、女性の意見を聞く場を増やしてほしい。
まちづくりで成功している所への積極的な視察を。
町議会・議員個々に町民の代表者であることを望みます。
決定したことに議員も責任をもつこと。（自分は反対していたとは聞きたくない）
選挙がないようでは駄目。若い議員が出てくるようにしなければならない。そのために
議員活動の再考が必要ではないかと思う。
議会が平日開催されるのは、役場職員の勤務に合わせてのことでしょうか。日曜日に行
われても傍聴者は増えないのでしょうね。家族で出かけて議会を聞いてみる日。
日曜日に議会はできないのですか？（年に１～２回くらい）休みが日曜しかないため、
傍聴に行けないです。
少数意見も尊重されるべきである。
町民の知らないところでことが進められているようである。
結果しか知らされない。
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議員定数をもう少し減らしてもいいと思う。
各議員の町政活動報告⇒広報に記載。
人口減の今日、３０年後の当町の人口（子ども数など）推定は？
予算１千万円以上の工事は町民アンケート・住民投票で決定を。（将来の維持管理費含
む）
政策、事業についての費用対効果の説明義務化。
緊縮財政で小さな町政を。（夕張化防止）
企業誘致や休業店舗の活用が望ましいが頑張ってほしい。
特養（特別養護老人ホーム）老健（介護老人保健施設）の設置で人口増を。
関心の薄い私ですが、若者を育成し、もう少し活気がほしい。動きが見えてこない。
訓子府よりも進んだ事業に取り組んでいる市町村をお手本に、今までにない事業も取り
込んでいけたら良いなと思います。以前、テレビでやっていたのですが、東京豊島区が
東京２３区で唯一「消滅可能都市」と（2040年までに20～39歳の女性が5割以下に
減少する）いわれ、社会保障を維持するのは難しくなるのではないかと緊急対策本部を
設置し、意識改革に取り組み、若者ファミリー、子育て世代移住・定住に成功させてい
るとやっていました。インターネットにも載っています。あんな大都市のようにはなら
ないと思いますが、参考にできることがあれば、ぜひ訓子府も議員さんたちに町に提案
していただければと思います。
無投票だったのだから、選ばれたのではなく、ただなりたい人がなっただけ。その自覚
がない。
役場のテレビで見たが、言いたいことだけ言って、町長との議論になっていない。質が
悪すぎ、どなる、ボソボソと何を言っているのかわからない、同じことを聞く。
偉ぶっている。（頭を下げるのは立候補の時だけ）
研修といっているが、ただの飲み食いの旅行ではないのか。
寝ている議員がいるのも驚いたが、年のせいか耳が聞こえない人がいるようだが、それ
で大事な話ができるのか。きちんと補聴器を買ったらいい、そのために報酬もらってる
んでしょ…
議員は、個人でそれぞれの考え、活動があるのだろうが、このアンケートの封筒に書い
てあったように議会改革に取り組んでいるというのであれば、全員一丸とならなければ
できないのではないか。誰が議会全体を一つにまとめるのか、議長なのか。議長の統率
力は発揮されているのか、一般質問や議員の態度や暴言を正せないのか。
期待しても無駄だと思う。誰がなっても同じなのかもしれないけれど、今の議員は特に
何の期待もできないと思う。そう町民に思われるような議会であることが一番の問題な
のではないですか？
一部の意見だけ聞いて、単純に質問するのではなく、深く分析して何が町民にとってよ
いか考えて質問すべき。
町と一体となってよい町政を。
もっと建設的な質問を。事務的な質問は不要。
担当課長によく聞いて、その上で必要な箇所、疑問箇所を一般質問することが良いと思
う。
議員間でダブル質問が多い。調整必要です。内容があるように。
削 除
視察など町民に報告会とか町民に発信してほしいし、するべきだと思う。
町の産業・福祉・教育・環境を良くするために提案することが第一です。
これからの訓子府町を担っていく世代として、未来へ期待の持てる政策を早めに見つけ
て実施してほしい。
若い世代の声をもっと聞いて、将来の不安材料を解消していかないと町離れが加速して
いくのではないか。
人口を増やす努力が必要である。子育て支援、転入しやすい魅力ある町。
雇用を増やす。農業はこれから１戸当たりの規模が拡大していく中で、人手不足が必ず
発生する。そこを補う雇用の拡充。
訓子府ならではの議会のメリットがもっとアピールできればと思います。
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削 除
選挙がないから駄目だ！選挙しろ！
議員って何してるの？全然わかんない！議会だよりの一般質問だけかい？あ、行事に出
て偉そうに座る仕事か？
議員にも親がいると思います。もう少し考えてください。今年は特に雪が早いですね。
議員は道路の様子を見てください。
訓子府町は農業をしている方が元気なら、町（商業・工業）も元気になると思います。
今年は大雨や台風などで農業の方が収穫で被害を受けて大変だったと思います。このよ
うな自然災害時、いろいろ議員の方も動いてくれていたとは思いますが、もっとスピー
ディーに物事を進めてほしいと考えます。秋まつり・ストリートフェスタに参加された
方も多くいたと思いますが、やはり農家の方の仕事がいつもより遅れていたので、農家
の参加が少なくてさみしい感じがしました。
選挙に立候補した時の自らの公約に照らして、議員本人として忠実に実行しているのか
改めて自問してください。
議会質問における行政側の答弁に対して、ただ黙認するのではなく議員本人の考え方が
町民に十分伝わっていない。（議員個人の会報・チラシ等でもっと町民に情報提供する
べきで、一度も出していない議員は必要ないと思います。）
経済的な理由で議員に立候補し当選したのか。動機が疑わしい議員が存在する。
町長（行政）に対する姿勢において、日頃無駄遣いを追及するも、一方では積極的に賛
成するなど理解に苦しむ議員が存在する。（特にレク公園に移設した彫刻品）（勿論案
件の内容によるが）
行政の提案の方法について、最近町民に対して受けの良くない議案に対して、他の案件
と一括提案するなど行政の横暴が目立つように感じます。（もう少し議運等で十分討議
してください）
私も年金暮らしです。４０年掛けてきた年金も生活できないようでは困ります。介護保
険・国保税も年金から強制的に引かれる国のやり方、何とか議員さん声を出して止めさ
せてください。
生活していくための議員はいりません。本当に訓子府のためになる人を。今大変（生
活）な時に無駄なことをしないで、本当にこれからの生活が少しでも楽しく訓子府の町
は良い町であると思えるようなところになってほしいです。
今回のようにアンケートなどがあると議会等を考える機会になるので良かったと思いま
す。
削 除
本年は120周年、何かとご苦労様でした。
高齢者社会・人口減と我が町も大変なことです。
いろいろと建設していますが心配です。
将来の若い人たちが負担にならないよう、町民の声をもっと広く聞いて進めてほしい。
議員は、もっと襟を正して町長にブレーキをかけながら進めよう。困るのは町民なのだ
から！
議員、町長共に初心に戻ろう！！
議員を信頼して投票しました。同じ立場に立ち、物事を進めていると信じています。大
きな問題もなく、あまり関心がないのが私の気持ちです。
議員は、結果的に役場職員の業務を無駄に増やしているだけだと思う。町の発展のため
に、職員と協力して活動するべき。
クレームばかり目立つ議員が多すぎる。建設的な意見を出せるレベルの議員がいない。
一般質問が年に４回ありますが、一般質問に出ない人もいますよね。町のことを何も考
えていない人、心配がないのか？
私は国民年金です。若い頃は食べていくことがやっとでした。年金額が少なく３～４万
円です。生活していけません。子どもたちが少しずつお金を送ってくれますので生活で
きています。病気が心配です。生活保護の方が楽に、そしてお金の心配もなく病院にも
すぐ行けますね…１か月７万円になると生活していけそうに思います。低額の人に３～
４万円上げてほしいです。（訓子府町独自で）
議員報酬は「月額」です。報酬ドロボウにならないよう仕事してください。
6

別紙 11

※個人名、個人への誹謗・中傷、また議会（議員）以外の特定の方が不快に感じる
恐れのあるものについては、一部掲載を省略させていただいています。

別紙 11

「議会への意見・要望」など自由記載欄
141
142
143

144

145

146
147
148
149
150
151
152
153
154

155

議員の仕事は、「首長・行政のチェック」です。行政の提案ノーチェックや何でも反
対、ミスを取り上げて鬼の首でも取ったようなことはしないで、町民の立場に立った政
策は応援し、そうでないものは追及してほしいです。
町民のニーズをくみ上げ、「条例」を提案することができるのも議員です。
難しい言葉や表現、乱暴な言葉を使わないで、聞いている人がわかりやすい言葉・表現
を使ってください。
町民の代表として議員に選ばれているので、事務局メインの「議会だより」だけではな
く「議員本人」からの情報発信をしてほしい。例えば「議員仲間」が集まって「編集委
員」になって新聞を作ってみてはどうでしょうか。「議員のナマの声」が載ると、町民
が関心を持つと思います。
議員視察は、先進地で自分のところにも取り入れたいから行っているものと思っていま
す。何か自分たちだけで話し合ったりしているのでしょうか？無駄にならないようお願
いします。
町民の声を行政に反映させるために、具体的にどのような仕事をしているのか。謎の仕
事、忙しいの？暇なの？仕事っぷりがあまり伝わってこない。
人数もそれほどいなくてもいいのではないかと日頃から感じている。
地方では財源が限られており、自治体の規模が小さくなるにつれ、議会で決めることも
少ないと感じている。
町内会長と議員が密接に連絡を取り合っていないと、地区の要請や陳情が届かないと思
う。
今回の議員の選挙は全員無投票で決まったので、議員としての資質もどうなのか？やは
り厳しい選挙が必要。
議員に話しかけづらい
議員さん、ご苦労様です。頑張ってください。
次世代に受け継ぐ活動をしてほしい。
町の発展、町民の幸せを常に念頭においていただきたいと思います。
農業関係にはお金を使いすぎではないか？農家の議員が多いからなのか？農家のために
とか、そういう考えだけでは良くない。全町民のことを考えてほしいし、農道の整備な
んてもうしなくて良い。台風被害の支援もいらない。自然災害は気の毒だとは思うが、
町からの支援は必要ないと思う。（農協がなんとかすればいい…農業協同組合というの
は農家同士が助け合う組織ではないのか？そうでないとしたら農家は農協自体を何とか
した方がいい。）サラリーマンは給料やボーナスカットやリストラなどある意味、自然
災害にでもあったようなことが起きても町や他の誰かが助けてくれるわけではない。そ
れに比べると農家は恵まれているのではないか？農家の議員が多いからなのか？
農業関係と訓子府に住む全サラリーマンの税金を比べると農業関係からの方が町には多
く税金が入ってきているのか？（農業関係からがほとんどを占めるなら、町が農家を支
援しても仕方がないのかもしれないが。）そうでなければ農家ではない議員がもっと
しっかりしてほしい。訓子府町が農業にお金をかけている理由が知りたい。
訓子府はサラリーマンが住む意味やメリットはないと考える。子育てのしやすさだけは
あるので、子育てが終われば訓子府には居たくない、職場の近く（北見）に出ていきた
い。将来は農業関係者と役場職員だけが住む町になってしまえば良いとさえ考える。農
家の保護者は「その時期は忙しいから日程をずらしてほしい」とか平気で言うけど（学
校行事とか会議とか集まり）、どんだけ訓子府は農家を中心にして回っているのか。
PTA会費の納入も農協口座なのはなぜだ。農業者の人口ってそんなに多いのか？この町
の人は農業者に気を使いすぎ。
農家とそれ以外の人とが、このような目に見えない壁ができないように議員は将来の訓
子府のことを真剣に考えてほしい。農家の議員は農家以外の人のこともしっかり考えて
ほしい。

居武士小学校はもう訓小と統合した方がいい。訓小との教育の差を考えるべき。（担任
教師１人に対する生徒数とか）居武士の子が訓小に来ると今の学級数が１学級から２学
156 級になるのにと考えている人はいると思う。 （一部削除） 地域の意見よりも子ども
のことを考えてあげるべき。学校と地域とのつながりが強いことは良いことだが、地域
の意見を聞いていては子どものためにはならない。議員の考えを知りたい。
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他人に迷惑をかけているような人が議員になってもいいものか。選挙がなかったから仕
方ないが、８０歳近い人が（←たぶん）まともな考えや判断ができるとは思えない。
157
今回は選挙がなかったんだから、今までのように投票してもらった何票かの知人や支援
者のためではなく、全町民の代表という気持ちで議員をしてほしい。

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167
168
169

議員に知り合いはいないし、もしどこかで会ったとしても知らない人には話しかけづら
いし、知らない人に電話することはできません。だから議員はもっともっと自分たちか
らPRして（偉そうにしろという意味ではない）町民とのコミュニケーションやこういう
アンケートや他の手段を使っていろいろな人の話や意見を聞くべき。
役場のたんぽぽのテレビで議会を見たことがあるが、議員が町長に「町民に意見を聞き
ましたか？」「もっと町民の声を聞くべき」「町民の声が届いているか」と言っている
ようでは、自分は議員の仕事をしていませんと言っているようなもの。選挙がなく投票
しないので、あなたたちに任せたという気持ちにはなれませんが、町民の代表、しっか
りしてください。
人のあげあし取りや批判、ただ反対だけするのは簡単、もっと建設的な意見や提案を議
員に望んでいます。
現在、そして将来に向け本当に（は）何が必要なのか。そして、そうではないのか。議
員個々の考えはそれぞれだと思いますが、強引気味できれいごとを並べがちな今の町政
に対し、真の大切さを見極めてもらえるよう、議員の皆さんの力は必須です。どうぞよ
ろしくお願いします。
議会のホームページをよく見るが、ホームページとは言えません。
町民にとって議会と議員は定例会でしか活動を知ることがありません。まず議員、さま
ざまな一般質問をしていますが、その前にまちのこと、町民がどのような活動をしてい
るか知っていますか？町のイベントに顔を出していますか？そのイベントが良いのか悪
いのか、何が課題で今後、どうすればよいのか話を聞いていますか？私たち町民が知る
限り、イベントに顔を出す議員は自ら出店している■■議員以外はわずか２～３人で
す。このようなことを書くと「だって…」「でも…」「そう言っても…」を口にする議
員いませんか？町の活性化…この言葉も議員からよく聞きますが、自分たちは、その活
性化に役立ってはいませんよね、残念です。
私たち町民が目の当たりにする議員活動は、定例会の一般質問が主です。各団体との意
見交換は行っているようですが、それがどのような内容だったのか周知されていませ
ん。町民との距離が離れていくのは当然です。できれば委員会を公開するなどの条例が
あるとより身近に議会を感じられます。
一般質問についてですが、２項目の質問はいいのですが、時間配分を考えてください。
そもそも尻切れトンボのような質問なら重要ではないということですよね。質問が以前
と違い重みのないどうでもいい質問が目立ちますが…もっと重要かつ建設的な質問を望
みます。
一般質問で、■■議員の「私はこのことについて知らなかった…」ということがありま
すが、それは勉強不足！！十分な情報があるにもかかわらず、それを知らなかったでは
議員として失格。質問する時も「何が聞きたいかというと…」「何々に対して私はこう
理解したが…」「何々だから、こういったことで質問した」ということが多い。例え
ば、すでにオープンしたこども園に対しての質問などもおかしく、同意を求めるような
言い回しなど、何をねらいに質問しているのかわかりません。全て残念です。
■■議員の一般質問で、いろいろなところの活動など議員の持っている知識を出して質
問するのはいいのですが、質問へいくまでの説明が長すぎます。的確な質問にしてくだ
さい。
一般質問での■■議員は、特に再質問は何をどのように聞きたいのか伝わってきませ
ん。質問対象の課題や問題点など、事前に調べ質問に幅を持たせるといいのではありま
せんか。
■■議員の一般質問では、時々町民の思いを代弁することは良いことですが、数人の見
解を鵜呑みにするのは、どうかと思います。感情的にならなければ良い人ですよ。
一般質問で、■■議員は、自分が役場職員だった頃を思い出してください。当時、自分
で答弁したであろうことに対する質問はいかがなものですか。
全ての議員さん、近頃は有意義な研修をされているようですが、その研修を少しでも一
般質問等に生かしてほしいと願っています。期待してもよろしいですか？
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議員の人数が多い。議員の報酬を見直してほしい。議員はみんな自分の老後だけを考え
て何期やれば議員年金が当たるだの…議員に当選すれば偉そうにして、家族までがその
ような態度。
皆さんも自分に思い当たるところはありませんか？もう少し議員の意見を述べてくださ
い。
特に意見などはないですが、機会を見つけて議会の傍聴をしたいと思っています。議員
の活動を期待しています。
訓子府町の借金減少
入所しやすい施設
一般質問の質を高める。もっと建設的な質問を少数の話に左右されず、いい町を町長と
つくるという考え方をもってほしい。
高齢者世帯です。除雪車による除雪後、家の出口に大量の雪が置かれその処理が大変で
す。除雪方法の改善をお願いしたい。
議会だよりはわからないことがある。①認定こども園はなぜあのような高額なものでな
ければならなかったのか。②ゆめゆめ館は訓子府小学校の空き教室を使用できなかった
のか。③スポセンの建て替えのこと。④図書館東側の土地を町で買ったようだが。
これらのことについては、議会だよりではよくわからない。
町民を代表して議員になっているので、町民のため、地域の住民の目線で行動してほし
い。特に雪が降り、歩道は通学の子どもたちのためにも（今年は例年にない早い雪で
あったため除雪車も入っいてなく、車道すら除雪されなく、車を気にしながら歩く
等）、やはりそんなときは役立つ議員であってほしいです。
ある議員のことです。他市町からのお客さんを招いての酒席の場で（公民館）挨拶の途
中で「いつまでくだらん話してるのよ」と聞きました。訓子府町民のみの会ならともか
く、訓子府の“ハジ”です。こんな人が議員になれるのかと思うとガッカリです。やは
り定数を減らすか、もちろん選挙は必要。いくら以上票を取るというような決め事をし
てほしいです。
学校行事等の件、発表会では一般は床で座布団持参し、自分の子、孫が終わると大移
動。そんな中、議員、教育委員関係者は椅子に座り涼しい顔。同じ思いをしてはどうで
すか。
広い視点と見識を持ち、議員活動を行ってください。
町職員を退職して議員になった方がいますが、現職時代に（過去に）担当していた仕事
の一般質問はしない（熟知していることから）ようにし、町民の中に足を運んでもっと
もっと町民にとって重要な懸案事項（農業・土木等）を勉強してはどうか。（その時は
町民と同じ目線で行うこと）
新聞で「反問権」という言葉がありましたが、「議員の資質の向上」を図る一つとし
て、ぜひ検討していただきたい。議員も常に勉強するでしょう。
議長を含めて全議員が個々に定期的に日常的な議会活動を町民にお知らせする機関紙的
なものを全戸配布することは絶対必要です。議員報酬の一部を印刷代に支出しても良い
のでは。（簡単でも結構です。そうすると議員報酬の引き下げ等の問題は出てきませ
ん）
議員は議決機関ということを念頭におき、議決機関と執行機関との間は、はっきり区分
してください。（執行機関寄りにならないように。不信感を持っている町民が多いで
す）
議員は、雪が降った後の道を歩いていますか？学校へ通う道がどんな状態か見ています
か？子どもの日常をよく見てあげてください。公園整備も大事ですが、通学路を必ず除
雪して、子どもの安全を確保してください。また、歩道に車を止め、子どもが車道を通
ることのないようにしてあげてください。
行政・町政に興味を持つ若い人が増えてほしい。
空気を読めない、意地悪な言い方をする、偉いのかもしれないけど、優しさも必要だと
思います。
新しい建物はいいけど、立派で大きな経費は後々大丈夫なのか心配。
給料が下がっても議員をして、訓子府町の将来を考えようと思いますか。
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選挙があった方が熱心になっていると思いました。選挙があるようになった方がいいか
ら人数減ってもいいです。選挙の時は「お願いします、お願いします」と優しい顔のと
きが多いのですが、選挙が終わると偉そうになっていて、余計話しづらくなっていま
す。
このアンケートの集計は議員たちで作成しているのですか。その後は、どのように生か
されますか。
本当に町民と話して町民の意見って言ってるのかと思うことがあります。上になる人ほ
ど、優しく平等に自ら話を聞くことをしてほしいです。誰かの悪口は聞きたくありませ
ん。
良くなることを期待しますので、よろしくお願いします。
議員への声を記入できるボックスをシティマートや図書館など普段、主婦や子育て中の
親が出入りしやすいところに設置してはどうでしょう？よく「店長さんへの手紙」みた
いなのがお店にありますよね。あんな感じで、議会や議員、町長さんと関われたら、
もっと身近に感じられると思います。
「○○について、皆さんはどう思いますか？」という提言もそこから発信すれば、広幅
の年齢や考えの人の意見を拾っていけるのではないでしょうか？
「議員」や「議会」は敷居が高くて、「役職のついた一部の偉い町民」しか関われない
イメージがあります。
議会も議員も頑張っていると思います。ありがとうございます。
訓子府機工前の信号機を感知式にしてほしい。
挨拶のできない役場職員の研修。
議員は町民と町の架け橋になるために選ばれた人たちです。一部の町民との懸け橋にし
かなっていないと思います。もっと広い目で見るべきだと思います。
１２０周年にお金を使い過ぎじゃないですか（町長の見栄っ張りでしょ）。こんなに町
にお金があるなら、老後をこの町で安心して暮らせるような「ケアハウス」のように
「まだまだ自分のことができるが、一人での暮らしに不安のある人」が長く住める施設
が町には不足している。ちょっとばかりですが、余計な事といわれると思いますが、
「わくわく園」にお金を「かけすぎ」たんじゃないですか。将来、この「わくわく園」
のお金を返せるように、しっかりと子どもたちに教育してください。町に残って、しっ
かり自分を育ててくれた「わくわく園」の借金を返してください。（老人の年金では無
理）
１０年後およびその先を見つめ、今の行政があってほしい。議員が町民の集まる場、ボ
ランティアの場に参加を。
すぐに感情的になり、大きな声を出す議員はいかがなものか？
質問が低調で何のために聞いているのかわからない。
反対ばかりで、建設的な意見がない。
資質の低すぎる議員は必要なし。（ルール改正）
トンチンカンな質問する老女は？
担当課に普段直接聞けば済むことをわざわざ議会で質問する必要はないのでは。
今回、選挙がないまま議員となった人材で構成された議会であるが、議会では定数削減
を検討したことがあるのだろうか。質の高い議員活動をお願いするには、選挙は必要だ
と思う。活発な議会があってこその町政運営につながることを期待します。
現議員は全て失格。 （一部削除） 町議は視察に行っているけど、何しに行っている
のでしょうか？行っているのなら町が活性化していると思います。ただお金をかけて行
くのなら誰でも行けます。少しは自分のことばかり考えていないで人を増やすことを考
えてください。
削 除
町民のために頑張ってください。
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■■議員の「産官学プロジェクト予算措置の一年延期」を支持します。無期限延期でも
構いません。
「議会だより」のＰ７の二段目の「『表現すること』『感じること』の大切さを学びな
がら～」とあるが、それは美術のできることではないと思う。美術についてわかる人間
が町内にどれだけいるか（外から人を呼んだとしても）私は疑問である。ピカソのよ
さ、ゴッホのよさは私には全くわからない。きっと世の中の人もそうだと思う。
私は音楽は嫌でよさもわからないが、音楽などの他のなじみ深い芸術の方が、町内に研
鑽する場があるので、表現すること、感じることの大切さを効果的に感じることができ
ると思う。
町政は最大公約数の利益を上げることが仕事だと思う。したがって他の芸術文化活動を
すべきだと思う。
■■議員が道路に雪を捨てているので、やめてほしい。１１月６日に見ました。
インフラ、施設、文化、サービス等いろいろ行政の役割りは多いと思います。でも行き
着くところ、政治は弱者救済、子育て支援に尽きると思います。町が未来に向かって安
定していけるため部分にとらわれず、全体を見て部分を決め、未来を見て今を決めてく
ださい。議会に大いに期待しています。応援します、頑張ってください！体には十分気
を付けて。
現職の議員は、選挙で選ばれたわけではないことを自覚してほしいと思います。これか
らの訓子府町をつくるために頑張ってください。
今の議員たちは、選挙で選ばれたわけではないので、次はぜひ、選挙をして選ばれて出
てきていただきたいです。
税金からお給料をもらっているのだから、資質の向上を期待します。
モニュメントの件はおかしいと思った。誰が持ち込んだ話なのか知らないが、こういう
パターンだとなくすのは惜しいので、無償で提供します、移設の費用はこっちで持ちま
すならわかるが、１千万円で買い取ったあげく、どこかの大学に寄付までして、計３千
万円。
こういう税金の使われ方をされると本当に腹が立つ。こんなのたてて、喜んでいるのは
一部の議員と町長くらいだろう。
ただでさえ、箱物造る予定があってお金がかかるし、あの台風の災害の前だったから余
計にむかついた。もっとマシな使い道があるだろう。
重箱の隅をつつくようではなく、建設的な論議をしてほしい。
もう少し議会に対して関心を持とうと思います。
国会のようにわかりにくい質疑はしない。明確に趣旨がわかるような質問や提議をして
いただきたい。
インフルエンザワクチンの助成、Ｂ型肝炎ウイルスワクチンの助成（乳児）等、助かり
ます。特にＢ型肝炎のワクチンで助成しているところは、まだ少ないのではないでしょ
うか。
結婚しても住むところを探すのが、訓子府は難しいと聞きました。市営住宅も共働きだ
と家賃が高く、だからといっても空き家はあるけど、賃貸はしていないからと。人が住
んでいないと家も老朽が早くなると聞きます。需要と供給の問題もありますが、何か案
があるといいのではないでしょうか。
もっと若い議員を増やした方が良いと思う。
いろいろな職種の町民たちから今の訓子府はどうしたら良い？とか、どんなものが必要
なのかなど、あらゆる視点から聞いて検討した方が良いと思う。
そうすることによって、もっと今よりも良い町になって、人口が増えて魅力的な町にな
ると思う。
議員全員がどういう活動をしているのかが分からないので、四半期に一度、議員全員が
どういうことをしているのかを報告してほしい。（議会だよりなど字が多いと若者は関
心ないと読まないので、写真付きなどで読みやすい、わかりやすいものを広報に挟み込
んでほしい）
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