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１　調査の目的

２　調査対象

◇ 全世帯

３　調査期間

◇ 令和２年１１月１６日(月)～令和２年１１月３０日(月)

４　回収結果

５　集計結果の概要

◇

◇

◇

議会の現状については、「あまり満足していない」「全く満足していない」を併せると全体の6割とな
り、現状の議会は対して、不満足な状況であると考えられる。

 議員は町民の意思を反映しているかについては、「反映していない」が4割、「わからない」が3割
となり、議会や議員の活動が町民に見えていない状況であると考えられる。

　令和２年１１月に実施しましたアンケート調査につきましては、町民の皆さんから議会に対する考え方や議
会のあり方に関する多くのご意見をいただくことができました。ご協力ありがとうございました。
　皆さんからお寄せいただきましたご意見等を参考に、議会では議論を重ねながら今後の議会のあり方に
反映させてまいります。
　また、多くのご意見をいただきまとめに時間をいただきましたが、このたび報告書として取りまとめましたの
で公表いたします。

議会の現状に満足していない、議員は町民の意思を反映していないという理由については、「住
民の声を行政に届けていない」「橋渡し役を果たしていない」を併せると全体の2割、「議会の活動
が町民に伝わらない」「チェック機能果たしていない」を併せると全体の2割、「議員の資質に関わ
るモラル」「立案能力が低い」を併せると全体の2割、「次世代の担い手対策が進んでいない」「議
員定数や報酬の見直しが進んでいない」を併せると全体の3割という結果であった。

町民の皆さんの議会に対する考え方や意見をお聞きし、今後の議会のあり方に反映させるととも
に、開かれた議会づくり、町民の福祉の向上と活力あるまちづくりへ向けた議会運営に資するた
め、アンケート調査を実施した。

回答者数
314

調査概要



  11月16日～30日実施　山北町議会アンケート調査集計結果

＜問１＞あなたの性別について伺います。

男性 178 57%
女性 129 41%
無回答 7 2%

314

＜問２＞あなたの年齢について伺います。

10～20代 8 3%
30～40代 34 11%
50～60代 105 33%
70才代以上 167 53%

314

＜問３＞あたなのお住いの地区について伺います。

三保地区 40 13%
清水地区 26 8%
共和地区 14 4%
山北地区 92 52%
岸地区 61 20%
向原地区 79 25%

312

＜問４＞山北町議会の現状に満足していますか。

大いに満足している 14 5%

ある程度満足している 110 35%

あまり満足していない 135 44%

全く満足していない 51 16%

310

居住地域は山北地区が30％で、次いで向原

地区が25％、岸地区が19％と続いていま

す。

※無回答あり

回答者の年齢は「70歳代以上」が最も多く

167人・53％、次に「50～60歳代」が105

人・33％で、50歳代以上で86％を占めて

います。答者答者

男性

178人

57%女性

129人

41%

無回答2%

回答者の性別は「男性」が178人57％、「女

性」が129人41％となっています。

町内314人から回答を頂きました。
アンケートの者答者町内
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＜問５＞山北町議会議員は町民の意思を反映していますか。

反映している 77 25%

反映していない 124 40%

わからない 111 35%

312

＜問６＞満足していない、また反映していない理由は何ですか。

1
住民の声を行政に届け
ていないから 70 9%

2
行政と町民の橋渡し役
を果たしていないから 87 11%

3
行政のチェック機能を
果たしていないから 51 7%

4
議員の資質、モラルが
低いから 80 10%

5
議員の政策立案能力
が低いから 101 13%

6
議会活動が町民に伝
わらないから 99 13%

7
議員定数や議員報酬
の見直しが進んでいな
いから

132 17%

8
次世代の担い手対策
が進んでいないから 85 11%

9
夜間、休日など、傍聴し
易い議会が開催されて
いないから

18 2%

10
その他（上記に該当し
ない理由　問７にご記
入下さい）

55 7%

反映して

いる

77人
25%

反映して

いない

124人
40%

分からな

い111人

35%

１・行政に届けて

いない。9%

２・橋渡し役をして

いない 11%

３・チェック機能を

果たしていない

7%

４・資質モラルが

低い10%

５・政策立案能力

が低い13%

６・議会活動が見

えない伝わらない

13%

７・定数報酬の

見直し17%

８・次世代の担い

手対策11%

９・傍聴しやすい

議会の開催 2%

１０・その他7%

反映・満足していない理由は 複数回答

７７８回答の分布

議員は町民の意見や考えを議会・町政に反映して

いるかに対しては、反映していないが124人・40％、

わからないが111人・35％、反映しているが77人・

25％となっています。

議会の活動や、議員の活動が町民に見えないこと

が、反映していない、わからない回答となっている。

議会や議員に対する町民が満足あるいは反映していない理由については

①住民の声を行政に届けていない、橋渡し役を果たしていない併せて20％。

②議会の活動が町民に伝わらない、チェック機能果たしていない併せて20％。

③議員の資質に関わるモラルや立案能力が低いが併せて23％。

④次世代を含めた定数問題の見直しについては28％となっています。

問６は複数回答方式としました。設問に対する割合は当該回答数を有効回

答者７７８件で除したもので、その回答を選んだ割合を示しています



１住民の声を行政に届けていないから　（7）
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２行政と町民の橋渡し役を果たしていないから　（3）

1

①アンケートで住民の要望や地域のニーズを探るのではなく、議員として住民や地域のニーズを把握していな
い。
   その活動をしないからである。
②もっと議員として町内を自分の足で歩き廻ることが基本である。
　大事なのは自分の耳、目、足による行動力である。
  議員の行動や姿を見た事ない。
③議員としての「志し」を思い起こし、小さな事から行動すべきである。何のために議員になったのか。！！
④行政（町）のチェックや立案力を高めて欲しい。（町の第５次基本計画の進行やチェックを）
 （向原　70代以上男性）

高齢者に優しく、住みやすい町づくりを切に希望します。
※足の不自由な高齢者の為に郵便局のATMを健康福祉センター入口付近に設置してほしい。
知人は直接山北町町長に訴えております。私も郵便局の職員に話しましたが潰されたのでしょうか。？
※小田原百貨店は遠すぎる。近くにスーパーが有ったらと思います。買い物難民になるのが怖い。
鉄道公園のSLを動かすのに３，０００万円も掛けてるのは本当でしょうか？
打ち上げ花火と同じでもったいないし空しい。使い方を考えてほしい。　８０歳代の老女より　（山北　70代以上
女性）

団塊の世代の一員として、私見を述べたい。
今日、明日に向けての取り組みだけで、その先に向けての取り組みが不足しているのでは。このままでは、町
の人口は
半減するだろう。（２５年先には）町は岸地区や向原地区の充実化や開発をはかるだけ。その他の地区は後回
し。
町が壊れていく、住民が減っていくのは弱い所からなのに。
スマートインターの設置や山梨県との道路接続という話はよく聞くが、その先が見えない。
町は、子ども達が住みにくい地域作りに一生懸命。（三保も清水も高松も）予算の問題で片付けていいのか。
そして辺地は衰退、動物王国になるのだろうな。
山北町の衰退に、何で歯止めを掛けようとしないのか。何で検討もしないのか。何で声を上げないのか。
なんで課題に挑戦しないのか。
課題をオープンにし、皆で対策を検討しないのか。「議会だより」を読んで、そう感じるのは自分だけか？
先ずは、課題や問題点を明確にして、住民に広く説明し、住民皆で考える土壌を作ること。
住民と一緒になって対応案や活性化案を検討し、町に提案していく、これが町議会の役目では。
危機意識が乏しいのか、それとも隠しているのか。見えない敵への挑戦が必要だと思う。　　　（不明　70代以
上男性）農地は地主が管理しなさいと言うが、最近の鳥獣被害は個人のレベルで対策を行うには限界があります。
鹿はヤマビルを運んできます。カラスはミカンを空襲します。イノシシは山畑をくずし、岩石落下の原因となりま
す。
これらの対策を地域集落単位に行政で行って欲しい。議員に言っても伝わらない。　　（山北　70代以上男性）

住民の声をもっと聞いて下さい。　　（岸　70代以上男性）

町民の声を行政に届ける。
議員定数や議員報酬を見直しする。
行政と町民の声を聞いてもらう。　　　　　　　　　（岸　50～60代男性）

・町民の意見を日常的に聞く機会がない。
・議員の議会での熱気を帯びた議論されている様子が感じられない。
・議員一人ひとりが町民の意見を受けていることの自覚が感じられないし、自らに不利益や面倒になることでも
その民意
　を受け止める自覚がない。  　　　　 （山北　50～60代男性）

議員はもっと密接に地域につながる(20数年議員が訪れたことがない）
高齢者が住みやすい町に（一人暮らしが多い）現状では若者も高齢者も転居する。
そのためには,交通の利便性を（通院、買い物等）・・・山北駅での循環バスと御殿場線との連携、タクシーの増
加、向原の商店への買い物ツアー等
議員は、町民の声（山北地域、山地、平地）をもっと吸い上げ議会で話し合い、より良い方法で実践するように
お願いしたい。空気も良し、住民も暖かいし、こんな良い町をもっと住みやすく。（山北　70代以上男性）
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３行政のチェック機能を果たしていないから　（3）
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４議員の資質、モラルが低いから　（17）
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議会は町民の代表として自信を持って町長と対峙して欲しい。
現町長の施策は町民にとって耳障りの良い対処的事業の積み重ねで有り町内の根本的な課題・・・学校跡
地、
町内遊休土地建物、人口減等々は全て先送り状況である。
議会として私たち町民を巻き込みながら、策を考えていくリーダーとなって欲しい。　（山北　70代以上男性）

　「町民と議員の目線の違い」
議会のおと№２０３　P１１の令和元年度一般会計決算における本会議での賛成討論の「職員の努力を評価」
の
内容は、中学生の優等生の作文かと思いました。議員の発言とは思いません。
町民間同士でのお茶のみ話しと思います。又、ワイドショーの評論家も忖度する発言も多いです。
又、後段では三役はじめ職員の努力を評価するとも発言しています。町民から選ばれた議員の立場での町民
の声が届いていません。
町民は不安、不満が一杯です。町の人口は一万人を下回りました。議会での活発な論議を。
最後に議員は誰に諂うのですか。　　　　　　　（岸　70代以上男性）

おしゃべりカフェや議会だよりモニター、今回のアンケート等、人頼りではなく議員が主体的に情報収集に動く
べき。
経費の無駄遣い。
山北町、広域・神奈川県内レベルの一般質問なら理解できるが、国政レベルの質問は町議員が行うべきか疑
問。
新聞やネットから安易に情報を得て質問するなら議員の資質を疑う。町民との感覚の相違を感じる。
政務活動費を持ち上げるなら、定数削減をして少数精鋭で（１０名以内）議員の資質を上げ、その分の報酬を
上げるべきではないか。勉強不足、威厳を感じられない。　　　（清水　50～60代男性）

町を良くするために議員になるより、生活のためになった人の方が多いようです。
山北駅にしてもJR東海に掛け合いエレベーターの設置、もう少しましなトイレの設置等、町民として情けないで
す。
町議員として、恥ずかしくないですか。　　（山北　７０代以上無回答）

もっと自分の足や手で人々の活動や暮らしを見て欲しい。そして、これからの老人の町をもっとエネルギッシュ
になるように、リーダーシップをとって欲しい。（共和　７０代以上女性）

このアンケート自体ナンセンス。日頃から町民と触れ合っていないから町民の気持ちが分からない。
だからアンケートを採ってみようと安易。
どこかの集会に出席してもでかい態度（そう見えるのでゴメン）でありきたりの挨拶をしてサッサと帰る。
なんで町民と触れ合わないのか不思議。　（岸　70代以上女性）

町民の意見を聞いてくれますが、直接伝える手段が少ない。
各自治会からの要望には出来るだけ早急に答えるようにして下さい。（岸　50～60代男性）

他の市町村で、市町村長の公用車購入で問題になっていますが、我が町の公用車購入の時には充分注意さ
れますようお願いいたします。　　　（向原　70代以上男性）

行政への監視機能が全く機能していない。質問くらい、自分で考えたらどうか（山北　30～40代男性）

将来の世代にできるだけ負の遺産を残さないようにして頂きたいと思います。
そのためには町の財務内容を議会議員には厳しくチェックして頂き、議員定数も含めて見直しをしてください。
　　　　（三保　50～60代男性）

嘗ての議員は自らの足で情報を取っていた。他力に頼らず努力していたものです。
遺ってやっている意識は皆無であった様に感ずる。
自然に滲み出て来る様な態度が共感を生んだのであろう。
粗放にならず、町民代表としての御活躍を御期待申し上げます。
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5議員の政策立案能力が低いから　（2）

1

議会だよりを毎回欠かさず読んでいますが、私たちが関心のある問題の質問を町長に求め、答弁であまり前
向きでない答弁にもかかわらず、この質問をした議員が二度とこの問題の質問をしていない。
「この問題はこの議員だ」と思えるような、町長を動かすような熱いものを感じさせる議員活動を望みます。
　（共和　70代以上男性）

議員として本当に関心を持ってなりたいのか？生活のための無投票で入れたから・・・そんな感じを受けます。
期待度は低いです。　　（岸　70代以上女性）

議員の役割を理解していない。自治法をもっと勉強して欲しい。
町の政策、予算に対して町民の目線でチェックすること。
町に課題がいっぱい有ることを知って欲しい。　　（向原　70代以上男性）

我々町民にも責任はありますが､いろいろな地域の現状を議員自身把握して､問題提起するなど自分から進ん
で勉強してもらいたい。
今回新人議員が多く期待していましたが意欲が伝わりません､当選してしまえばそれでいいのではなく､刺激し
あって議員の力を遠慮なく発揮してください。    （山北　50～60代男性）

態度が大きい。何かと優遇されている。　　　　（山北　50～60代女性）

「ふり」と「つもり」はダメ。町民の声を聞いてる「ふり」　町民の為にやってる「つもり」　　　　　（岸　50～60代女
性）

議員であるということで、優遇されなければいけないという考え方が伺える。その考え方が違うと感じる。
議員に言えば何とかしてくれるという考え方も違う。公平な立場を心掛けて頂きたい。　　　（岸　50～60代女
性）

町内を巡視して住民の諸意見を汲んだ活動が何も無い(無策)人に奉仕しようとする意志の欠如。
定数についてはＩＴ立案が可能な時代に見合う苦情・相談等の窓口がない、議員は5又は7名で充分である。
橋渡し役ー何だ？(日当制にすべし)住民の為働く者が一人でも居るのか？馬鹿々しい。
＊広報などお知らせは自ら事務局で充分作成が可能､仕事が出来ぬ議員・職員は即刻解雇すべし。
(補足)たまに役場に行っても議員・職員の対応能力は０ですよ。　（岸　70代以上男性）

地域住民との絆、繋がりを大切にしてほしい。
コロナの懸念もありますが、自ら住民のもとに足を運び、声を聞きに来てくれるような議員がいてもいいので
は？
　　　（三保　30～40代男性）

最近YouTubeなどに投稿されている記事を拝見すると、日本の政治を行っていない議員の名前や記事の内容
が散見されています。また、テレビ・新聞の報道も無難な内容ばかり報道していますが、町議会議員の皆様も
YouTube等を拝読し、日本の現状を比較し是々非々の判断をして、知識を蓄える様にお願いし、より良い国民
の為の政治感覚の足しになるようお願い致します。　　（向原　70代以上男性）

行政に質問をするのが議会の今の風景。議員が立案し強く行政に迫るような風景が見たい。
町も議会も町民に気を遣い過ぎ。もっと信じる所を押し通すべき。それが山北町を元気にすると信じる。
選挙もつまらない。立候補者が何をしたいのか？分からない。
これは町民が行政に関心がなく先のことはともかく、今の生活をやり抜くことで精一杯。
生活のビジョンなんてない。だからこそ議会は議員は町のビジョンを示し議論しなくてはならない。
頼まれ投票はやめたい、つまらない。山北町は町外からの糧で生活している。
町内での生産、サービスを元気にする必要あり。例えば、コロナで定着すると思われるテレワーク地域を建設
する。
山北の立地はとても良いと思う。
町内での経済活動が活性化しない限り町の未来はない。死にかかった自治会とおなじ。　　　（山北　70代以上
男性）
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6議会活動が町民に伝わらないから　（19）
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議員ひとり一人の顔が見えない。議会が終わればすぐに帰宅してしまう。
町内を巡回する気持ちが欲しい。（分散して巡回する等）　　　　　　　　（山北　70代以上男性）

一般質問を読む限り役場に問い合わせれば済むことばかり。
政策議論、次世代により良い山北をつなげる議論をしてほしい。
保育、小・中学生の成長戦略により子供教育環境を求めて山北町に引越しする家族を増やすなど。
　　（岸　50～60代男性）

仕事内容がわからず、町会議員は人数がいるだけか？仕事をガラス張りにして皆んながわかる内容が見たい
よ。
サラリーマン？？　（共和　７０代以上男性）

議会活動が町民にわかるように伝えられる工夫をお願いします。　　（山北　７０代以上女性）

以前は、議員の活動を個人的に報告してくれていたチラシ等が入っていたが、現在は見当たらないし、
何をしているのか良くわからない。　　　（山北　７０代以上女性）

一般質問は良いが、その他の本会議や委員会で誰が発言したのか全く不明。１つのバロメーターとなるのに
残念。
山間地域だから議員の活動が見られない。
全体的にサラリーマン化している。　　　（共和　７０代以上男性）

議会は行政と町民の橋渡しやチェックだけでなく、自ら積極的に行動して欲しい。例えば、町から費用支出の
ある団体・事業・イベントなど、見直し・査定し真に効果あるものに重点特化させるべきである。
町内循環バスの有効利用
（１）御殿場線の合間時間に松田迄走行
（２）病院やスーパー等、町民の利用度の高い場所への循環走行
（３）バスに生活必需品を積載しミニコンビニとして活用etc  .(山北　７０代以上男性)

何をしたくて議員になったのか。
町の発展に寄与しているのか。
議員同士のまとまりはあるか。
他の地区の議員と交流し、成果を上げているか。　　　（三保　50～60代男性）

議員の方々には日々目一杯仕事に力を入れがんばっている事と思いますが、町民からみるとその活動はあま
り一般への伝わり方が薄いと感じます。
議会だより等での活動状況を誰にもわかり易く親しみのある言葉等で広めた方が良いと思います。
今迄の様なQ＆A形式だけでなく、若者や小学生でも興味が沸くような記事になれば広く理解が得られるので
はないでしょうか？
何年も前から言われている議員定数や議員の資質、モラルの低さ等々の問題も、住民から選ばれた議員各々
がそう見られている事をしっかり心に留め精進してもらう事を希望します。
現人員でも大変な仕事とは思いますが、人口減少の昨今、数人減らして少数精鋭でやるのも一案ではないで
しょうか？
今後共、町の為町民の為に頑張って頂く事願っております。　　　　（山北　70代以上女性）
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議員の年齢について､現在議員の平均年齢が約61歳とホームページで出ていました。
もう少し若い人が活躍出来る様にして欲しい。
議員の公約に付いて､4年間の活動の中で､公約に対しての達成度がどのくらいであったのかが､あまり明確で
ない様な気がします。発表の機会の場を設けてはいかがでしょうか。　　（向原　50～60代男性）

議会のおと（議会だより）の発行（発刊）がもう少し早く発行されたら良いかなと前々から感じています。
町のホームページで拝見しても、議会が行われて議題が表示されてもその後どうなったのか議会だよりを見な
いと判らないことがあります。
気になる内容が時々有るので、概略でもかまわないのでホームページで記載できればありがたいです。
可能ならお願いいたします。　（山北　50～60代男性）

町議会としての活動や結果が町民に伝わりにくいと感じている。活動アピール報告活動に力を入れるべきと考
えます。
それは町民に対するのはもちろん､外部に対する広報アピールをすべきと思う。
人口が減少するばかりでは､町の運営が厳しくなるばかりである。やりすぎ位の広報活動をしなければ「人の
心」に入ってこない。力強いアピールで町の発展に努力してもらいたい。何もやっていないとは言わないが､
もっと積極的であっていいと思う。素晴らしい自然とか､新しい対策を期待します。　（岸　50～60代男性）

アンケート調査主旨は理解出来ます。このアンケートの結果に因ると思いますが、このあと住民に解るカタチ
で、議会は具体的なアクションを起こすのでしょうか。
問6を判断する情報が少ないので、回答につなげられません。Web等でもっと情報が得られるとありがたいで
す。
　（山北　50～60代男性）

議員の存在が感じられない。　　（山北　70才以上女性）

各議員の日頃の活動、意見提言、政治的主張などに関してWebサイト等を活用して広く積極的に発信して欲し
い。
山北町Webサイトの議会のページの議員名簿のページなどから各議員のWebサイト等へのリンクをはって簡単
にアクセスできるようにしてほしい。　（向原　30～40代女性）

自治会長が行政に依頼したことが、予算がないので来年度との答えが、議員が行くと直ぐできると言うこと
は？
我田引水？の議員ですか。山北町全体の議員ですよね。
山北を足まめに歩いていただき地区をよく知り、上から目線でなく下からじっくり見ていただいた体験行動が実
績として議会に活かして欲しい。
コロナでの今、自然を大切にする若い方々多く田舎での子育てでそして自給自足の生活を望む方々をまちを
あげての移住者を迎えてあげる議会を望む今でしょう。
コロナでの形を変えての小中学校の行事活動が広報で伝わり元気をいただきました．議員の活動が見えない
ことが残念です。
東名工事が終わった後、荒れた山・川・旧施設　住民のみんなで考え老いも若きも手を取り合って自然が美し
い住みよい町づくり、議員を中心に共に頑張りましょう。　　　（山北　70代以上女性）

出身地区の課題解決はもとより町全体の課題解決に一層取り組んでいただきたい。
例えば、人口減少、空きや対策等の問題について中・長期的視野に立った政策をより具体的に論じていただき
たい。
議会傍聴の積極的参加につながるようなＰＲ活動が必要です。
議員定数については削減論もありますが、定数に応じた議員活動、いやそれ以上の活動をしていただければ
良いとしなければなりません。　　（山北　70代以上男性）

議員は町全体を見ているか？　議員個人の周辺､自治会周辺に目がいきがちでは､又それを望んでいる町民
もいるのも確かだがこれは町民も反省すべき。
町民の声を吸い上げるため､おしゃべりカフェが開催されているが、どのよーにフィードバックされているので
しょうか。
　　　（向原　70代以上男性）
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7議員定数や議員報酬の見直しが進んでいないから　（48）
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活動状況が伝わらない。議会便りでは、表面的で伝わってこない。「おしゃべりカフェ」も良いが、時間が合わな
い。
町内に通り抜けの車が多くなっているが、何の対策もされて無い。
安戸隧道付近で、旧道から246号線の合流地点で、旧道から御殿場方面にＵターンしていく 車等危険な行為
が放置されている。
中川、世附地区の林道(犬越路及び明神峠)の整備と利用出来るようにしてほしい。　　　（山北　50～60代男
性）
①インターネットを使った議員の活動、考えがわかる仕組みが欲しい。
☆議員のホームページやブログなどを議会のホームページにリンクさせる。そこで議員への要望意見を述べら
れるようにする。　他の市町村でそうしてるところが多い。
②議事録を検索しやすくする。　ある事案について調べようとしてもできない。
③いつでもどこでも情報にアクセスできるようにインターネット機能を充実して欲しい。　　（山北　50～60代男
性）

議員定数削減し、そのかわり議員報酬を増額する。これからの山北町の事を考え議論している熱意が感じら
れない。
個人主義的、全員で協力し改革してほしい。（多方面）
小田百に回収ボックスがあるのはgood！　　（山北　５０～６０代女性）

先ず、議員定数の削減（一けたの定数でいい）
議会が何をやっているかわからない。（議会だよりだけでは伝わらない）    (山北　70代以上男性）

議員定数の削減は必至です。定数を１０名以内にして下さい。
議会は議員全員が一堂に会してすべきが原則ですが、２０人以上となると質疑だけでも膨大になるためなどの
理由で
委員会制度があり、設置も任意です。
定数削減できない理由として委員会の運営が困難とする意見がありますが本末転倒ではないでしょうか。
　　　　（山北　70代以上男性）

町人口の減少傾向の中、又他市町村とのバランスからも議員定数を１０名に削減すべきと思います。
　　　（山北　70代以上男性）

（1）町の人数1万人（成人何％？）に対し議員定数はどうなのか。
（2）議員としての役割を活動をしていない議員がいるのでは？
（3）議員としての手当は正当なのか？
（4）町の特徴として、山間部地域に点在する人が多いと思うが、このような人の意見が届いていないのでは。
※他に
（1）山北体育館跡地の利用方法は進んでいますか。～草だらけ～
（2）災害に対する町の対応は充分であると思っていますか？　いざ、災害があった時にどの様な対応が出来る
のか？
　　地域性からも充分にはいかないと思う。
※議員さんに質問します。
（1）議員報告にあった活動をされていますか。
（2）議員報酬は充分な金額だと思いますか。
（3）議員の中で活動されていないと思う議員はいますか。　　　　（山北　５０～６０代男性）

定数減　－３名位　　現在の総給与額維持し、１人当りの給与増。仕事に精を出せ。　　（山北　７０代以上男
性）

議員定数は１０～１２人が適当では？　人口も減だし、面積が広いからと言うが猿や猪や鹿と会合でもするの
ですか？
荒唐無稽な提案、職員の給与etc.言及しているが、自発的なら良いが自分だけ返金している被害感覚はいか
がなものか？
確か英国では、地方議員はボランティアの様な。一般職ではないので自覚を！！　　（向原　５０～６０代男性）

報酬が低いと思います。　　（三保　30～40代女性）
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問6に掲げているように、議会や議員に対して満足していない点が数多くあります。それでも永年に亘って町税
から多額の報酬が支払われてきました。
報酬とは言うまでもなく「他人の為になにか仕事をしたことの対価である」。にもかかわらず「何の仕事もせず、
自らの生活費のため議員になっている」の声が多くの町民の中から何年も聞かされてきました。
この度、こうした町民の声を漸く聞く耳を山北町議会が持ったことは、遅まきながらも一定の評価をしますが、
パフォーマンスに終わることなく、このアンケート結果を真摯に受け止め、どのようにまとめ、分析・反映させて
いくのか期待をしていますが、些かの疑問も呈したい。次に疑問点、要望を列挙しました。
➀アンケートの対象範囲
山北町の全世帯としているが、公職選挙法に基づく議員に関わることで有り、山北町内の総有権者を対象に
すべきでは
ないか。
世帯主と明記されてもなく、それぞれの家庭でマチマチとなり、アンケート用紙をコピ-して投函することもあり
得る。
統計学手法によるまとめでは、母数が確実なものとは言い難くまとめ方に工夫が必要ではないか。
➁議会のあり方検討委員会の委員の選出
議員定数削減の折りにも、当事者同士による議論に終始し結果的にはお手盛りの感は否めない、この度の委
員選出はどのように行われているのか。議員は委員資格を得ず、アンケートに基づく建白書を真摯に受け取る
立場でなければならない。公平な立場の有識者等、第3者委員会などが望ましい。
➂アンケートの公表
アンケートの公表は改ざんすることなく、ありのままに全世帯に公表すべき。
➃開かれた議会づくりの進め方
あるべき議会にしていくには、抜本的な改革が必要です。
この度のアンケートは現状認識の一部に過ぎずパフォーマンスに終わることなく、今後さらなる町民の声を吸
い上げるパブリックコメントが求められる。さらに現状把握調査の掘り下げが望まれる。その上で、改革計画の
立案・実行に移していかなければならない。
当然のことながら、しっかりした、いつ、どこで、だれが、どのように等、５Ｗ１Ｈの手法を盛りこんだ明確な実行
計画を作成して、公聴会を開催しながら取り進めてもらいたいものである。
　追伸　アンケート公表の折には、このような意見も掲載して頂きたい。　（山北　70代以上男性）

特に議員定数の問題については再三議論の的になっていますが何故できないのか。
議員の意見として①町民の意見反映ができない②地域が広い等の理由があったが、例えば地区別懇談会の
開催等で①②等は解消できるのではないか。財政厳しき折り、また、町の人口も1万人を切っている。
現状に於いては10人程度で十分ではないか（規定ではないが定数は1,000人に1人が目安と聞いている）身を
切る改革として議会の中で充分に議論していただきたい。　　　　（山北　70代以上男性）

議会議員の定数を現在の半数にし、議会事務員を増やし議員の活動を支援する。
報酬を増額し若い人でも生活できる健康保険、年金等も会社並みの仕組みを考えるべきです。
特に山北町は高齢化率が高く今後の自治会のあり方や自治会長の選出に苦労しています。
自治会もプロの役員化を考えたのが良いのではないか。　　　　（山北　70代以上男性）

昔の議員と違って議員の資質も向上していると思います。
近隣の自治体と比較して判断することではないが、定数の見直しは必要ではないかと考えます。
おしゃべりカフェは非常に良い活動だと思います。　　　（三保　50～60代男性）

何年か前に議員発議で定数の問題が検討された。
定数を減らすと民意を反映させづらいとか理由をつけ結局のところ議員のお手盛りにより削減案は否決され
た。
人口一万人弱の町で１４人は多すぎる。結果として無投票なり、一人が落選程度で終わる。
定数は１０人程度で充分。　　（清水　７０代以上男性）

議会だよりが以前より読みやすくなった分、議員さんがどんな活動をしているのか分かるようになりました。
見直しすべき点もあると思いますが、車座懇談会（報告会）やおしゃべりカフェなど町民に寄り添っていこうとす
る姿勢がみえていいことだと思います。今後もより一層親しみのある議会にしていただけるとありがたいです。
定数については減らした方がいいと思います。　　　（清水　７０代以上女性）
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議会には期待していませんが、議会だより等は見ています。
選挙が定数ぎりぎりのためか盛り上がらず、終わっても議員さんの顔が分かりません。
山北町も人口減少していますので、それに併せて議員定数も減らす方向で良いと思うのですが。
　　　（山北　70代以上女性）

山間地域からは最低一人は議員が必要だと思います。議会だよりが見やすくなりました。　　　　（三保　70代
以上女性）

昨年の12月議会を傍聴しましたが、第一号議案から第9号議案まで全て全員賛成でした。10号議案で漸く賛否
両論の意見が交わされたが、これでは議員、議会は単なる町の施策の追認機関化している状態ではないか。
定数について
　わたしは、次の町議会選挙の際には議員定数4名削減のお願いをするつもりです。是非とも議員の協力を得
て提案し、更に議員自らの手で定数削減を成立していただくことを切に願っております。
　今後の町議会について
今、山北町の人口は1万人を割り込んでいます。山北町の10年後、20年後を考えるとき、今後さらに人口が減
少し9,000人、8,000人、7,000人となったとき果たして町会議員制度というものが本当に必要なものどうか問わ
れてくると思います。
町を二分するような争点が人口が少なくなると起こりにくくなり、今の議員・議会の状態では、議会の存在理由
が感じられ
ません。そうなった際には町議会議員を無くし、替わって自治会長の権限を充実させ、従来の自治会制度を抜
本的に改め、俸給をもっと上げ、自治会の代表として自らの自治会の民意をすくい取るようにすれば良いので
はないか。
ただし、この制度に移行するには、もっと多くの議論、意見の集約が必要と考えますが、これも一案と考えま
す。
　　（山北　70代以上男性）議員の数が多い
山北町の人口9,974人（2.10．1現在）　議員数14名にたいして、開成町の人口18,232人　議員数12名
人口が少ない山北町が何故多いのか。山北町の面積が広いからか。山林が90％を占め、平地はあまり大差
はありません。
高齢者に優しい町づくり
町の人口（9,974）の内65才以上は40％となっている。町道に自転車道を設置してもらいたい。
詳細は議員に話しているが、何も行動していない。　　（山北　70代以上男性）

山北町の現状にあった議員数減の見直しを。
5～10年先を見た山北町のあるべき姿を創り、今何をすべきかを具体的に提言していただきたい。
　（山北　70代以上男性）

議員定数については何故議員に決を採るのか。町民に問うべきではないか。
報酬の件についてももっと町民と論じるべきである。社会情勢に合わせて良いのでは。　　（向原　50～60代無
回答）

近隣市町村と比べても人口が少なく､財政も厳しい山北町が議員定数見直しを否決したことは､理解しがたいこ
とでした。
再度削減案の提出と可決を望みます。
また、町長・教育長が給与減額の提案した際も否決され､他市町村や他県の知人達からも山北町の議会はど
うなっているのかと､言われました。議員の皆さんには広く社会情勢等も正しく把握してほしいと思います。
（山北　50～60代女性）
おしゃべりカフェは町民の声を届ける良い機会､続けてほしい。
財政厳しい折､報酬の引き下げを希望するが､自分達の事なので､否決されるのでしょうね。　　（向原　70代以
上男性）

町の人口に対して､議員の数が多いと思いませんか､又議員さんのボーナスが4ケ月も出ているのはびっくりし
ました。
　　　（岸　　70代以上女性）
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人口減少がつづく中､議員定数減が絶対必要である。われわれの税金で報酬を得､議員活動が見えない。
土地としては県3番目であるが何に行動(こまめに歩いてない)町民との会話もなし､会っても何もあいさつなし､
議員一人ひとり考え行動してください。期待していますよ。　　　（向原　70代以上男性）

議員定数が多すぎる､人口規模から多くても１０人､町の財政を考えると8人が適正だと思う。
議員自ら定数削減を真剣に考えた方が良い。
議員報酬は税金から支払われていることを自覚し､資質向上に勉学に努めてホシイ。
議員報酬は生活給ではない。　　（山北　50～60代男性）

議決などで挙手する場合､忖度などせずに本当にその事柄をしっかりと何が大切なのかを考えてほしい。
そうでなければ議員定数があのような結果にはならないと思う。
他町と比べても地域性を見ても、もう少し人数を減らしても充分やっていけると思う。　　（岸　70代以上女性）

町民の意思を反映していたら､議員の人数を減らすべき。議員報酬を減らすべき。
じいさんばあさんばかりなので､定年を決めるべき。人数半分でも多すぎ。
子供への図書カードありがとうございます。この件に関して､我々の報酬をカットしてと反対した議員すぐ辞めて
ください。
自分達の方が大変だと言った議員すぐ辞めてもらって下さい。
町民(子供たち)のためと思ってないようなので､そういう方へ税金をわたさないでください。
必要がない方たちだと感じました。
そんなにお金欲しいなら､普通に余所で働いて下さい。人の税金あてにしないで下さい。　　　（岸　30～40代女
性）

議員の数の削減､他の市町村ではすでに行っている。　山北だけだ。　　　　　（岸　70代以上男性）

議員定数について以前に議会で議論されたようですが､面積が広い等の理由で定数減にならなかったが､人
口に対して定数を決めるのがベターではないか。(例ーー人口1000人当たり議員1名)
議員定数を議会で決めるのは､理解出来ない。(町民投票したらどうか)
議員定数を減出来ないのであれば､議員報酬を減らすなど。　　　　　　　　　　　　　　（山北　　70代以上男性）

開成町18000人議員定数１２名　山北町9900人議員14名　①年間30日以下の出席　②年間400万円以上の報
酬
　③議員定数削減議案→議会で否決　④議会出席1日当たり報酬１５万円議員の皆さん考えて下さい。
議員をやるのは結構､民生委員のようなボランテアでやってもらいたい。議員の代行は町職員が行えます。
町民は感謝､尊敬致します。　以上良識ある町民の一人として提案致します。　　　　　　　（向原　50～60代男
性）

議員のなり手がないのでなく､山北の人口が減少しているのに議員定数が多すぎる。
やってる事が後へ後へと行っている。　　　（岸　70代以上男性）

山北町は議員数が多すぎると思います､現在14名を12名にすべきと思います。
上郡5町の人口と議員数を比較しても一目瞭然です町の面積の広いのは理由になりません。
12名にすれば議員各人が一層積極的に働き良い仕事が出来ると思います。
　　　＜参考まで＞　　　　　　　山北町　　　　　　　松田町　　　　　　開成町　　　　大井町　　　　中井町
　　　人口（Ｈ27年国勢調査）　　10,724人　　　　　　11,171人　　　　17,013人　　　17,033人　　　9,067人
　　　議員定数　　　　　　　　　　　　　14名　　　　　　　　12名　　　　　　　12名　　　　　　１４名　　　　　12名
　　（向原　70代以上男性）

議員定数10人～11人　議員報酬日当2万～3万円　　　　　　　　　　　　（向原　70代以上男性）
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議員報酬泥棒！　　（山北　50～60代男性）

議員の皆さんへ!
山北町の人口が１万人を割り今後もっと人口が減少することや新型コロナの影響で商店や企業の経営がこれ
まで経験した事のない非常事態だと思います。
そんな中何時までも議員定数削減をしない事や、町の財政立て直しは、企業誘致が一番だと思いますが、い
つまでもぬるま湯につかっていてはいけません、町会議員の皆様どうか真剣に検討してほしい。　　（山北　50
～60代男性）

1.町議会議員のなりても少ないのに、なぜ議員定数見直しを否決するのか？
2.交通網の整備が最大の課題。
高齢化で車を手放す世帯が増えてくる。考え方が山北駅中心部を基本としすぎている。
岸（宿）、向原地区をもっと考慮すべき。
バス：アサヒビール松田間が便利だったが、現在全面運休。町営バスは、山北役場に出るためには遠回り。自
転車の方が早いが雨の日は使えない。バス高齢者チケットも、松田まで使えないので、使いようがない。宿、
向原地区にスーパー等が誘致されたのはずいぶん便利になり、評価します。電子図書館などの新たな試みは
良いと思います。
　　　（岸　70代以上男性）

国道246の渋滞問題について､
県道に迂回する車が多く､県道も渋滞する為､生活道路まで他県ナンバーの車が通行している。
地域住民が交通事故に巻き込まれる可能性が予想される､町として渋滞対策をどう思っているのか。
農作物の獣害対策について､松田町が実施しているハンター養成や獣害対策の補助助成金の検討。
議員数二割減。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岸　50～60代男
性）

議会だより､おしゃべりカフェ等がありますが､カフェではどのような様子か、参加人数はどの位ですか？
議会だよりは議員一人ひとりを表にして質問と回答を分かりやすくしてほしい。
議員定数は多すぎます､議員全員の一年間の詳しい活動報告がほしいです。
一番の問題は次世代の山北町を担う人材が少ない事､人を育てて下さい､山北町の未来を託せる人を。
　　　（山北　　50～60代女性）

アンケート回収率と回収内容を町民に報告してもらいたい。
議員定数は町民人口が減少している中で多すぎると思う削減するべきだ。
議員の中には議員定数は山北町の土地面積が広い理由を言う議員がいるが人口比率で考えるべきだ。
　　（向原　70代以上男性）

町の財政や人口に対して議員の数が多すぎる（例えば出席した日数によって月の手当等を支払う）。
議員の方は、当選すると偉い人と勘違いをしている行動（態度が横柄）。
過疎化が進んでいるにもかかわらず、努力が感じられない。
コロナの時代、都会から若い人を呼び込むチャンスと思う。                                     (向原　70代以上女性)

問6の⑦について、町の人口規模に対して議員数が明らかに多いのではないか？→2018年の議員定数に関
する討論の
賛否意見を拝見しました。
反対意見の議員の多数が､「議員数を減らすことで町民の意見を広く取り入れられないのでは?定数削減以外
にも
議会予算の削減方法があるのではないか」といったものがありました。
本当に地域の意見を拾えている人が仰っているのでしょうか？
議会予算を削減する方法があるならすぐやるべきではないか。　　　　　　（共和　10～20代男性）

議員が多すぎる（議長を含め10名が妥当）・・・町人口。
立候補する議員が無能者ばかり・・・今迄も年回議会(日数)が少なすぎ・・・日当制にすべし。
やる気のない者多く､報酬稼ぎ場となっている。以上のことから町長を含め形式的な議会です。
人数合わせの選挙は必要ありません。　無駄な町費を削減・・・議会無用です。　　（山北　50～60代女性）

議員削減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岸　70代以上女
性）

議員定数二人削減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（向原　３０～40代
女性）
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8次世代の担い手対策が進んでいないから　（3）

1

2

3

9夜間、休日など、傍聴し易い議会が開催されていないから　（1）

1

昨年の議会議員選挙でも定数に対し立候補者が少ないと感じた。
定数削減を議員自身が出来ず立候補者が少ない事が議員の資質の低下になっていると思う。
人口減少に歯止めがかからない中、議員が自分の地位を守る為に議員定数削減に踏み切れないように、町
民としては
見えてしまう。
今の議員には町会議員としての資質を欠くと判断せざるを得ない方々がいられるように思う。
まずは町民が現在の議員定数に対してどう考えているかを調査し、町民の意見で議員定数を判断するべきで
はないか。
　　　（岸　30～40代男性）

人口減少が進む中、議員定数削減を否認する様な議会は対応努力をやろうとしない無気力集団なんじゃない
ですか。
　（山北　50～60代男性）

足柄平野の一員として今直面してる物事を他町の議員と考えることすら出来ていない。やっているなら発信力
もない。
１、人口の減少　　（いま開成町はリモート移住先に選ばれている。）
２、小山町に会社が来る　　（働く場所が東でなく西に選べる。そこで働く静岡の人に、住居地に足柄平野は首
都圏であり
　　その良さを訴え選んでもらう。）
３、その他　　（過去に言われて来たことの実行が必要。失敗を繰り返さなければ成功はありません。）
＊委員会を統合し議員定数をぎりぎりまで減らして、今現在の総額で報酬額をアップする。　　（岸　70代以上
男性）
同年代にして報酬が少ないのではないでしょうか？もう少し高くないとなり手不足解消にはつながらないと思い
ます。
仕事も兼務で大変だと思います。議会だよりがとても見やすくなりました。　　　（三保　30～40代女性）

パーク場の受付人員の入替､受付で働きたい人も多くいると思う。契約期限をもうけて採用したらいいと思うし、
するべきだと思う。
税金のムダ使い。役場での人員の削減各課において､手もちぶたさに本を読んでる人､眠そうにしてる人､仕事
をもてあましている人等目に付く(福祉センター､図書館含む)
健康ポイントノートの見直し､自己申告なのだが点数はどうにでも自由につけられる､まじめにとりくんで実行し
ている人もいればいいかげんな点数をつけてもOKこの方法は見直しした方が良いと思う。
議会を夜に開催する､月に何回開催するか､議員の報酬も時間×報酬手当等考える余地があるのでは､それ
によって立候補する人も若干増えるのではないか。　　　　　　（岸　70代以上女性）

今回のアンケートを企画実行していただいた､議会議員とそのスタッフに敬意を表します。
アンケートの回収率､回収者の年代別の割合を出して広報して下さい。町民の関心意識レベルを知りたいと思
います。
議員の若がえりを考えて下さい。ＩＴ時代に対応でき、これからの山北を担ってもらえる若手から中堅の選出が
急務です。
山北町が直面している少子高齢化が更に進みます。町の生き残りを考えた長期（～10年）の計画（具体的施
策）を立案して進めてください。
町議会・町役場の現行の仕事の中身（組織、運営のしかた、町の各種行事、自治会とのかかわりなど）を思い
切って見直す。
現状を良しとせず、ゼロベースで考え変えることをやって下さい。
究極の「コンパクト山北」の姿を町民に示して、町民の同意を得て実行してください。　（岸　70代以上男性）

次世代を担う若い世代が、議員に居ないのが問題である。
改善の為、家族手当の導入・活動実績に応じての追加報酬の導入が必要ではないでしょうか？
それに平行し、議会・委員会を欠席した分の報酬減額措置は必ず導入して頂きたい。　　（三保　30～40代男
性）

⑨について、オンラインで傍聴できるようにして欲しい。
このアンケートの結果を教えて下さい。それに対する取り組みについても御提示下さい。　（共和　５０～６０代
女性）
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他町の議員さんとの交流をして下さい。他に比べ町は遅れている様に思います。高齢者等の移動手段を考え
てもいいと思います。
※コロナへの対応（山北町の住民）
・感染の前と確認した時（熱が出た時）の幼児・高齢者等
・連絡先、近くの病院の名前など安心はできません。　　　　　（岸　70代以上女性）

今迄アンケートがありませんでした。年齢が高くなり役場は車、電車で行かなければならず、なかなか出掛けら
れず、関心が無かった。
町会議員達も大変ですが連絡して自宅に伺う位の意気ごみがほしいです。よろしく！　（岸　70代以上女性）

おしゃべりcafé…とてもイイと思います。現在コロナ禍で人数制限がありますが、続けてください。（他市町の方
からイイネ♡と言われました。）
今回の議会アンケート調査も、イイと思います。今後統計をとって改善されているか？参考になると思います。
自然災害が増えている中、山北町は川と山だらけ。安心できる町づくりをおねがいします。
町民１万人を切り、自治会役員も地域担い手の高齢化、川のそうじなど負担です。危険もあるので、町でお願
いしたい。
　　　　（向原　50～60代女性）

役場側との宴会はやめなさい。　（山北　５０～６０代無回答）

議員の選出は４年毎に行われ選挙に始まりますがその議員の言動の左右は議会事務局にあると思いますが
いかがでしょうか。議会及び議員に言いたいことを町民に求める前に議会事務局及び事務局員として議員諸
氏に現状を伝え議員の胸の内を探って見てはいかがでしょうか。
きっと良好な方向が見い出せると思います。   頑張って下さい。　　（清水　７０代以上男性）

議員として日々本当にお疲れ様です。よろしくお願い致します。何もしないよりアンケートやった方が良いです
ね。しかしこの方法では、まとめ作業が負担になるだけのように感じます。現在新しく山北に魅力を感じ移住さ
れている方々の活躍には目を見張るものがあります。議員というワクの中でなかなか思うように出来ない事も
多いと思いますが、報酬を頂いている分の「お仕事に」大いに期待します。町民、自治会組織を活用するのも
一案です。後悔する前に飛んでみるのも必要！やって下さい。一緒に走りたいです。これまでこうだからは、も
うやめませんか？　　　（山北　７０代以上女性）

山北町の今後の発展のため、議員議会がしっかり機能しているかを町民に問う姿勢は、大切なことである。山
北町は少子高齢化、人口減少とマイナスの要因が多い中、活性化を図るためには、町民の真摯な論議が最も
重要と考える。　　（向原　７０代以上男性）

日頃の御尽力に感謝申し上げます。山北町では年々高齢化が進み、人口も減少している為自治会役員の仕
事や仕組み等、見直しが必要と思われます。既にこの問題に取り組まれている事と思いますが、現在山北に
住まわれている若い世代の為にも早急に改善をして欲しい。　（山北　５０～６０代女性）

毎月「議会のおと」を拝読し関係の皆様に心から感謝しています。山村に住み様々な取り組みも努力していま
すが、今気になっている事は、先祖様が将来のことを考慮して広大な山に各自の面積を持ち杉や檜を植え世
話して来られた立派な木になりましたが、その思いも空しく現在では何の恩恵も有りません。僅かでも明るい途
が開ければ先人の思いも報われるのではないでしょうか。一住民の儚い望みです。　（山北　７０代以上女性）

日頃議員さんと顔合わせる人と全く合わない人との差だと思います。合わせている人は自然に話やすい議員
だと思います。　（山北　７０代以上男性）

人口流出、独身、一人暮らしが増加傾向が強い中でそれらの町においての生活が不自由なくできる抜本的安
定的対策をぜひ前向きに検討して頂きたい。
循環バス利用者を見ることが少ない。不安な方もいるだろうが、共和のやまゆり号レベルに見直しをすればよ
いと思う。　　（山北　50～60代女性）
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このアンケート１つとっても、新たな取り組みだと思います。
陰ながら応援しております。　　　　　　　（山北　７０代以上男性）

観光振興策などの政策立案に目新しさを感じない。
近隣市町との協力なども得ながら、D５２の御殿場線本線での観光運行事業など画期的なプランニングを望
む。
選挙が行なわれても、若返りのない。ここも目新しさに欠ける。現状も変わらないものだろうか。
　　　　（山北　５０～６０代女性）

都夫良野公園が出来て久しぶりに行ったところ、休園で中に入ることが出来ず、がっかりしました。自然公園な
ので、もっと自由に開放したらどうかと不信に思いました。遠方から遊びに来た人にも残念でした。
山北地域の人達も“共和”を知らないと言われます。お金をかけなくても知恵を出してわかものを迎えて欲しい
です。
　　　　　（共和　７０代以上女性）

施策や課題に対する行政対応は、検討している。考えている。引き続き取り組む。回答が多く曖昧さを感じる。
生き生きとした街づくりの加速化を感じない。
町民が望んでいる課題の優先度が何かぼんやりしているのではないか。
若い世代を引きつける街づくりを進めて欲しい。地域もバックアップできる環境をつくる。　　（共和　７０代以上
男性）

コロナで町長・副町長etc.の報酬減額を否決したのが、初めての否決だと新聞に載っていたが、今まで１度も
否決をしていないなら、行政のチェック機能を今まで全く果たしてこなかった証拠ではないか。
私は知らないが、今まで１度でも議員立法とかやったことがあるのか。
一般質問や議会報告会も要約されすぎている。
全文をネットで公開するとか、今は、新聞の見出しもＡＩで作っているので、ＡＩで1,000字～3,000字とかで要約を
作るとかが必要。
また、せっかく出てきた若者をおっさん達がその小っさいプライドによって潰そうとしていないか。
町民はちゃんと見ています。　　（不明　３０～４０代無回答）

大変ですが頑張ってください。     (三保　10～20代女性）

行政が台風１９号の土砂の撤去がものすごく遅い。
大岩の堰堤の砂をダム下にはこんでいますがその後がわからないです。
玄倉寺のうら側工事が終わっていますが、６ヶ月以上バリケードで半分道路が通れません。（三保　70代以上
男性）

兼業しながら様々な見識を広めて、町政に反映しようとしている事はとても良い事だと思います。多忙の中で
はありますが頑張ってください。　　　　（三保　30～40代男性）

三保からは若手議員が出ているが、消防団やPTAなど他の役も兼務しながら大変だと思う。
地域代表として頑張って欲しい。　　　　　（三保　30～40代男性）

私たちの選んだ議員さんです。信頼しておりますので自信を持って行動、発言して戴きたいと思います。
      （清水　７０代以上男性）

コロナで行政もむずかしい行政運営になっていると思います。議会も協力し住民のためにご尽力してください。
　　   （清水　７０代以上男性）

日頃の活動ご苦労様です。アンケート記入にあたり改めて議会のおとの（議会だより）を再読しました。町の様
子が少しわかり、これからはもっと熟読しなくてはと感じる機会になりました。　　（清水　50～60代女性）
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皆さん大変お世話になり感謝しております。
PCR検査を希望で、しかも無料で受けられたらと､図々しいでしょうか？常に思っています。　　（向原　70代以
上女性）

地元議員に声かけやすいので心強いです。今はコロナ禍の中なので活動が見えにくいと思いますが、議員達
ががんばっていただいている事はわかります。小さな町でも人情味あふれる町作りを願います。　　（清水 50
～60代女性）

議会アンケート調査は一世帯一枚の配布でした。役場の回収箱の横に用紙があると言うことは一人何枚も記
載ができてしまう。問４，５，６，に対して本来の調査が失われてしまう可能性がある。何の意味も持たない。検
討委員会の考えを聞きたい。単なるアンケートをしたというパフォーマンス？　　　（山北　50～60代女性）

町の動き、変化をしようとする意気込みが見られないように感じています。　　　（向原　70代以上男性）

山北の特色を生かした山をもっと活用した活動をして欲しい。例えば、トレッキングコースの整備（5コースぐら
い有ると思います）自然保護の徹底管理（動・植物・魚）法を含む。
登山者の優遇（交通会社への働きかけ、温泉施設）への対応　　　（山北　70代以上男性）

高齢者が免許を返納しても買い物ができる様に、共同タクシーなどが利用できるシステムを考えてもらいた
い。
山北スマートインターチェンジができることに対しいて現状の道の駅は小さすぎて商品も少なく内容が充実して
いない。
期待外れでがっかりする。　  （岸　50～60代男性）
私たち年寄りには分からないことが多いです。町の人が少なくなりこれからどうなるか心配です。
車のない年寄りには不便な町です。若い子どもの気持ちが良くわかります。住みたくないと言います。
　    （山北　70代以上女性）

議会だよりが見やすくなりました。　いろいろと議会改革が進んでいるんだと思います。
若い世代の議員が増えたので、町民の声を届けやすくなったのではないかと思います。　　（三保　30～40代
女性）

人の少ない三保地域から住民代表として頑張ってもらっています。
議会だよりが見やすくなりました。そのため昔よりも目を通すことが多くなりました。　　　（三保　30～40代女
性）

議会だよりが見やすくなりました。
これからも町民の声を議会へ届けて下さい。　　　（三保　70代以上女性）

地元から出ている議員がいないからあまり関心が無い。
関心があっても何を言っているのか分からない。 　　　　　 （山北 　70代以上男性）

人口が減っているので、何とかならないでしょうか。　（清水　70代以上女性）

問4、問5　質問内容もう少し考えて問いをしていただくと問6で答え易いと思う、問４問5は端的すぎ回答に窮し
ました。
審議賛否の中で反対された方、議会報告に若干表明された方もいられたが､何故反対されたか､町民に知らせ
ていただきたい。        　(向原　70代以上男性）

話を聞こうとすると､全部秘密ですと返事が返ってくる。　（向原　７０代以上男性）

このようなアンケートを実施したことに敬意を表します。大変厳しいアンケートを差し上げましたが､ひとつの例
を上げて意見を述べます。
向原保育園の移転が発表されたが､その後一体どうなっているのでしょうか？議会はどの様に対応してきたの
でしょうか？ただ町行政の出かたを伺っているだけなのでしょうか？幼児を持つ親､移転先の地主・・etcの役割
はどうなるのでしょうか。これこそ行政まかせにせず議会が動くべきです。
山北の将来の肝になるプロジェクトです。議会に「特別委員会」を設けてでも対応するべきではないでしょうか。
行政の追認ではいけません。大いなる活動を期待します。   　（向原　70代以上男性）
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おしゃべりカフェ(参加したことはありませんが)等で､町民の意見を聞く機会をもうけているようですが､今後も町
民によりそい更なる町の発展に尽力していただけることを期待します。   　（岸　70代以上女性）

TV報道でオンライン勤務できる山北町をあげていたけれど､都心ともアクセスや生活環境についてはメリットが
報じられた。具体的対策は､また町民人口の増加ない状態であるので解決できるのか。
路線バスでの移動手段がないので､松田合同自動車のタクシーを頼もうと､緊急を要しても山北地区は2台な
のでいつになるかわからないと返事がくる。夜間救急車を呼ぶことしかないのか。　　　　　　　　　（岸　　70代以
上男性）

議員の方といつでもお話が出来たら良いと思います。宜しくお願い致します。　　　　　　　　　　　（向原　　70代
以上女性）

商業施設誘致をしてほしい。買い物する場所が少ない。　　　　　（向原　50～60代女性）

引き続き､住民の声を聞いて議会の運営をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（向原　50～60代男性）

少子高齢化が進み､いまだ経験したことのない社会になりそうです。人口減少に地球温暖化が拍車を掛け､世
界が日本がどこに向かうのか先が見通せません。先行きの不安が多かった我々の生活に新型コロナが追い
打ちを掛けています。将来のために議会自らが大きく変貌し､時代の流れを先取して､種を蒔く､水をやることが
大切だと考えます。良き刈入れが出来る様に頑張って欲しいと思います。      　（向原　50～60代男性）

コロナ感染が拡大し深刻です。山北は現在感染者が0人ですが､今後の対応としていつでもPCR検査が実施で
きる体制を町として作って下さい。　　　　（岸　70代以上男性）

住民生活を守る為に頑張って下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岸　70代以上　女
性）

町の中心である駅周辺に活気が全く無く､人口減に拍車がかかる。子供､若い人が流出し魅力が無い。超高齢
化で衰退の一途である。大変難しいが､議員の力で光を//　頑張って頂きたい。  議員が協力しカワラバンが
必要と考える。
　　　　　　　(向原　70代以上男性)

コロナでどこの行政も大変だと思いますが、頑張ってください。（岸　50～60代女性）

町民目線で良くやっていただいていると感じています。（岸　70才以上男性）

定住プランについて、議会広報を見る限り箱物ありきの内容です。
まず、通学通勤について議員の方々は把握していますか？町議会で、松田駅について語る方はどうか？御殿
場線沿線協議会で語る内容です。いますぐ辞職してください。たしかに問題ですが、あれは停車位置を調整す
ればどうにかなるレベルです。よほど暇なのですね。箱物優先かもしれませんが、まずインフラでは？と。
定住については公共の交通手段の確保では？です。人口減少、住みやすい環境について”箱物優先”ではな
く、公共の移動手段確保で考えるべきでは？なにか町議会だよりを見ているとベクトルがずれて、やってます
アピールでしかない。。それでいいのですか？　　　（岸　30～40代男性）

廃れていく感が免れない、駅前商店街。休日を開店し平日休店にするなど積極的商いが出来るよう商店が団
結出来る環境を作るべきだ。古い町営住宅は住んでいる人の健康にも影響し、周辺環境の悪化につながって
いる｡
ハイキングコースの整備を積極的にする｡　　（山北　70才以上男性）

三保地区の住民を増やせるようにがんばりましょう。　　　（三保　30～40代男性）

人口減少については､自治体が定住者の奪い合いをしている様で辛い。
減少を逆手にとり活気ある町に出来ないか､議会主導の全員で考えて行けば良い。　（清水　70代以上男性）

定住対策に向原地区は高松を除き若干進行はしていると思われるが､イメージとして夕刊無し配達を解消しよ
うとする意向が議員に感じられない。
臨時議会を町民に開催の事前周知をしていない。　　　　　　（向原　　70代以上男性）
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コロナが無事終息し、町のイベントなどが戻り、議員をはじめ、町民全ての方々の笑顔が見れる日を心待ちに
しております。
議員も、お体に気をつけていただきたいです。　　(向原　30～40代女性）

若者頑張りしょう。　　　（三保　30～40代男性）

議会だよりが見やすくなりました。　　　（三保　10～20代女性）

山北町の魅力、好さを、もっと発信してもらいたい。　　　（向原　50～60代男性）

国会もそうですが、議員はいるのでしょうか？疑問です。行政間で、話し合いを持ち、町民の声を反映させられ
ないものでしょうか？税金も安くできますし、行政の横つながりがないことが気がかりです。年金生活になっ
て、税金の生活への負担が大きすぎます。税金対策をしてほしいものです。　（向原　50～60代女性）

いつも議会だよりを拝見しています。町民のためにいろいろな問題に取り組んで頂いていることが伝わってき
ます。こども議会など小中学生の意見を取り入れているのも良いと思います。ただ、まだまだ改善できるところ
は有るように思います。問題提起から、解決策、それを実行するプロセスまで、町民の意見を受け取れる体制
を作ることが必要だと思います。解決策を考えるうえでは、海外を含む他の自治体の取り組みなども参考にな
ると思います。
コロナ禍で大変な時期ですが、頑張って下さい。　　　　（岸　30～40代女性）

近所の人がどんどん引っ越し、居なくなっています。今後が心配です。　　（向原　50～60代女性）

目先の問題解決も大事ですが、広い視野を持ち、将来の生活に希望が持てる様な町づくりをして欲しい。
　　　　　　（三保　30～40代女性）


