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国見町議会に関する町民アンケート調査【国見町議会に対する意見】

番号
問36

（国見町議会対する意見）
1 今後とも、より一層、国見町を良くして下さい。
2 勘違いの方々ばかりなので（威張る）、仕事をして下さい。
3 議会に関心が薄かったが、町政に対し、良くみていきたい。
4 道のえきはどうなったのか。
5 派閥争いになるので強い人に加勢してしまう可能性があるのでは。個人の意見が尊重されない。

6
町民の付託を得て代表として町政を推進すべきで、現状の批判や新規事業に対するだけの議員さんは要らない！そういうことをするのであれ
ば、反対や批判はすべきではない！！そして結果に責任をもてない議員ならば初めから出るべきではない！町内会長で済むレベルも多い気
7 短期で取り組む項目、長期で取り組む項目に分け、計画的な取り組みで目標を実現してほしい。
8 議員を選んだのは町民ですが、あまりにも町民も議員も勉強をしなくてはならない。もっと住みよい国見町、しがらみのない国見町を作って下さ

9

矢祭村の良い例が県内にあります。町村合併をしなかった国見町は、見習う事があるのではと、ずーっと思っていました。人口の減少、高齢
化、働く場所が無い、商店街の衰退、道の駅の一時棚上げ、何回視察に行きましたか。コンサルタントの方の意見を聞きながら、これらにいくら
のお金を払いましたか。公費をいくら使いましたか。議員さんの皆から、徴収すべきです。また、責任を取ってもらうべきだと思います。それらを
決めるのが当事者議員の方々だと思うと腹立たしさを感じます。

10 人、店が増えるよう、いろいろやってほしい。
11 議員の方々、一人ひとりに認められた人達。町のために頑張って、皆々様の話を聞いて、町をもっと良くして下さい。お願い致します。

12
とにかく、どの様な仕事をしているのかわからないし、地震の時、だれ一人として避難所には来てくれませんでした。国で、この様な制度がある
から心配しない様にぐらいは言ってほしかったです。結果、選挙に当選すれば良いのだと思いました。また、議員の人達があまりにも年をとりす
ぎていて、もっと若い人が議員になれば良いと思います。

13 議員はボランティアで行う仕事だと思う。報酬はなくすべき。
14 他町にできて我が町にできない事はないと思うから、町民全員の体内被曝検査に力添え願いたいと思います。50歳位までは…。

15

昔は議員さんは子供心にえらい、すばらしい人達なのかなぁと思っていたが、この年（60歳過ぎ）になってくると、一般の人とあまり変わりないと
思った。現在、国見町は各地域の方々の役付き（推進・民生員、交通安全、婦人会その他各種団体）の動き動作行動ががすばらしいと思った。
町長のオール国見と言っている意味が少しずつ理解できそうな気がした。なぜなら、広報国見をみていると、今まで見た事がない人もどんどん
写真にのっている。同じ人間ばかりでなく国見にはもっともっとすばらしい各個人の持っている特性がいっぱいあると思った。

16
交通便のよい所なのに、年々人口が減っていき残念だ。工場や大型スーパーを誘致し、活力ある国見町をつくって欲しい。国見ショッピングタ
ウンをつくって欲しい。

17
仕事人間だったので、これから少しずつ町の事を考える事ができると思います。議員さんたちは町のために一生懸命な感じがして感謝していま
す。あつかし山の頂上は、とても気持ち良いのですがトイレとか、車で行くと駐車場の問題もあるのではないでしょうか。国道から歩いて頂上ま
で行く道もあるとよいなと考えて、いつも帰って来ます。

18
アンケート調査自体がたいへんな進歩かなと思います。聞かれた議会へと更なる発展を期待します。常に町民の意向を察知して行動してほし
いと思います。

19 毎日働いても年収300万円にも満たない方々がいます。その現状を見て調整してみてはどうでしょうか。
20 人は見えても自分が見えない議員さんもいる様ですね。注意して下さい。
21 町民のため最善の施策を願います。

22
日本全体の同じような国体に比べて給料が高すぎます。福島県職員より多いのはどうですか？初任給等、国見町は福島市より平均収入が多
いとは思えません。また、役場職員の不親切な対応にも不満。以前ですが、役場に行くと、自分の所要の課など初めてでわからないのに、職
員は何しにきた？みたいな対応でした。以前の役場の2階は何のためにあったのでしょうか？役場を立派にする前にやることがあると思いま

23 ①議員定数の削減。②議員報酬の値上げ。③議会開催の夜間、休日の開催。④議員一人当たりの質問時間の拡大。

24
議員で決める事案は各議員が真剣に考え、議員同士の好き嫌い派閥？などを抜いて何が町の為になるのか、町民の為になるか議論してほし
い。任期の四年間の働きが議員の質を問われ町民の期待がある。

25 ここ1～2年傍聴していないので、議員達のお話が聞いていないのでは？今後また行ってみたいと思います。
26 この様なアンケートを出来るなら良く年齢を思えて若い人の意見を良く聴いて頑張って下さい。

27
議員さんたちの町会に立候補したときの公約はどんなことだったのでしょうか？もう一度、振り返ってはいかがですか。議会だよりをみると同じ
ような質問が多く感じられる。

28
選挙の時は力を入れるけど、もう少し普通の人達にも分かるように説明してほしい。議員さんの中には口だけの人がいる。あまり事項していな
いように見える？

29 除染土の始末、ボランティアカウンターの地区外にいる大学生が地元に戻らずに、カード等で他県で受けられるシステム構築。

30
仮設に住んでいる飯舘等の年配の方々で農業をやりたいと希望する人に町の耕作していない田畑を貸して、機械・道具等を貸して、農業を
やってもらってはどうか。避難生活に少しでも楽しみを持って生活できる様、体を動かして農作業に取り組み、収穫を得るというのは、どうでしょ

31
他市町村と比べると、福祉関係の補助が足りないと思う。以前、伊達市では補助が出るけど、国見町は出ないと言われた事があり、合併してい
ればと思う時がある。伊達市と比較した、すべての項目の一覧表を作成して優劣が理解できるようにしてほしい。

32
よその町より除染が進んでいないように思える。伊達市、桑折町では内部被曝検査は、ほぼ全員対象なのに、国見町は希望者で人数限定な
のはなぜなのでしょうか？伊達市民は2回目の人もいます。

33 町をあかるくしてください。

34
・議員を副業としている感じがあり、22万円の報酬はどうかと思います。・長い期間、議員をされると態度が大きかったり、権力をもったりしてい
るのではないでしょうか。固い頭をくずし、若い方につとめていただいた方が、いろいろなアイデアが出るのでは？・広報をみても同じような質問
ばかり。・とにかく、町長・議員が一体となり、町を活性化してほしい。立派な病院・インターもあるのに、もったいないです。

35 各議員の方それぞれ努力され大変ご苦労様です。町民に選ばれた議員の皆さま期待に応える活躍をお願いします。
36 町の文化センターに役場が入っているため、大変せまく、早く役場ができて、元の文化センターの様に町民が利用できる様、議会よりも伝えて
37 将来の若者の農業に希望を与えられる様、太陽光発電をお願いします。
38 年配の議員さんが多く、若い議員さんがいないので、マンネリ化している様に思います。町に活気が感じられないし残念です。
39 報酬は日当制にすべき。

40
議会だよりを見ると役場でこのような発表をしているということはわかりますが、実際の活動がわかりません。除染の時などの話のときにはお
話をしていただけるのでしょうが、私たちの年代のものは出席する場がなく、聞く機会がありません。上記の問33の議会報告会を開催していた
だけるのであれば、ぜひ出席したいと思っております。

41 言葉ばかりでなく実行してもらいたい。人数は減らしてもよいと思います。

42

行政の方々にお願いするのが筋かも知れませんが、議会でも働きかけてくださるようお願い致します。①老人同士の二人暮らしの家庭が増え
ているように思われます。安心して暮らせる施設を増やしてほしいと思われます（旧校舎の利用など）。②両親がいなくなって、子供達は都会で
働いているため、空き家もあっちこっちに見られます。安心、安全のため、夜まわりなどもしていただければと思います。③人数（戸数）の多い町
内には、民生委員の方も+1名～2名おられれば安心して暮らせるように思います。④小坂に新しい老人ホームが出来るようですが、入居前に
公開はあるのでしょうか。ぜひ見学したいと思います。

43
問21、22で書いた通りです。はっきり働いている姿を見せてほしい。結果をはっきり知らせて下さい。各議員さんの質問、町の回答は議会だより
でわかりますが、その後どうなったのか？がわからない。

44
月報酬が22万円は高いと思う。私も60歳まで勤めて来たが、月22万円もらったことはない。もらって14～15万円です。町職員のように朝から夕
方まで勤めるようにしてほしい。一般社会人で働き始めて最初から22万円もらえる人はいない。

45
住宅除染に積極的に活動するような条例や予算編成をお願いしたい。他町より遅れているので、もどかしく思っています。また道の駅の建設を
加速させるなど、国見町をもっと活気ある町にするための大胆な施策が必要です。独立する道を選んだ今、国見町をもっとアピールすべきで

46 国見町独自のホールや多目的施設をつくり、集客に努めてほしい。本当に何もない町で「国見町」と言っても県内の人達でさえ知らない人が多

47
議員は町民の代弁者であるとは言え、町民個々の意見や要望等に耳を傾けるとは考えにくい。なので、その地区の事情に詳しい町内会長が
地区民の意見をまとめて、議員に要望する方法等、如何なものでしょうか。

48 議会の発展を願います。

別紙２ 
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番号
問36

（国見町議会対する意見）
49 議員も適当なので、適当にやって下さい。

50
・町の提案、説明に対して事前にレクチャーを受けているように見える。町の言うとおりで終わっているようだ。1人1人が専門的に質問してほし
い。・議員歴の長い順でポストを分けているようだ。実力のある議員にポストを与えることで活性化する。

51
・町議会議員が人の為にやっている方が少ない。・副業、農業、自営業をやっている議員の人がいるにも関わらず、報酬月額約22万円は多す
ぎ！10万円ぐらいか10万円以下ぐらいが妥当な金額だと思われる。・セクハラ町長を何故辞めさせないのか、いる意味ない。

52
新町長になり街が活気づいてきたような気がします。国見町の課題が新聞に掲載される回数も多くなり、今後のご活躍を期待しています。要望
としては、年金の範囲内で入所できる設備が完備された有料老人ホームが出来ないかと思っています。

53 この様なアンケートを出しても何の意味があるのかわからない。
54 ・若手議員の育成及び本気で取り組む人材の確保に努めてほしい。・議員3期までの上限制度。・目に見える活動する議会運営を望む。
55 活気ある町政を。店を増やしてほしい。

56
議会で質問する項目、事項はある程度理解しているが、具体的にどんな結果になったか、どう対応するかが全く知りません。報告して説明機会
を希望します。

57 議員の方々へ…日常の活動を望みます。

58
国民のために年よりばかりの町で、若い人がいないのでは何回議会ばかりしたり会合したりしても何にもならない。第一に町に若い人達が安
心して働く工場をもってくること。立派な国道があり、国道のある場所の遊んでいる所がある。先を見て町にお金が入る事を考えること。立派な
病院があっても、先生が少ない。医者を多くする。

59
インターネットで議会の様子を見られる事をはじめて知りました。そういった情報をもっとＰＲすれば若い年代の人達にも、もっと関心を持っても
らえると思います。

60
・こんなアンケートを取って実際は何を目的にするんですか？意味がないでしょう。アンケートの結果をまとめて発表をするのですか？住民に
報告をしなければ、書いた意味はないでしょう。・資材代の方が高くつくのではないでしょうか？・改革をした事はあるんですか？全然、進歩が
見られないんじゃないですか？議員の方々、一生懸命、住民の為に働いているのでしょうか？選挙の時だけ調子のいいことばり言って！

61 今まで出た問題策について、解決しているのか、どうなのか。町民は、どれだけ知っているのか。町民に報告した方が、いいのではないでしょう

62
欲や名誉だけで議員をやっているのが議員だよりを読んでいてとても知解できます。毎回質問内容はほとんど同じで、申し訳ないが、こんな人
達にお金を使われていると思うとがっかりします。矢祭町のように日当制にしたらよいと思います。いろいろ大変なのはわかりますし、小さい町
は余計にいろいろ面倒なのもあると思いまが、議会の根っこから改革して住んでいてよかったと思える町にしてもらいたいです。頑張って下さ

63 旧森江野小の校庭を壊されて、魅力のない所にいたくないと若者が言っている。若者のいない所に発展はない。

64

私は一日おきに石母田地区の方に散歩をしております。清々しい気持ちのよい朝、散歩をしておりますと家の塀から草・木が伸び、道路の雑草
は20㎝ほど伸び放題。また、道路上につるが伸びきっている。道路の掃除は誰がするのですか？草木の伸びる6月から8月の間だけでも、ご近
所の方々が進んで掃除するように議会なので話し合ってほしいです。また、犬のフンのポイ捨てが多いことに驚いております。飼い主のマナー
などは国見だよりでも連絡されておりますが、一向に守られていない現状です。いい方法はないものか。議会でも取り上げてほしいです。

65 今後の活躍を期待しています。
66 議員報酬は多い、時給制で良い。

67
議会に対して関心はあるが、我々町民の立場から見れば、まだまだ誠意ある行動に出てほしいと思う。不意なる時、場所には必ず姿が見られ
ること。また適切な行動指導を率先して行う様にしてほしい。それが我々が選んだ議員であると思います。

68
①複数の議員が同じようなテーマ（議題）で質問していること。よく見るのですが、議員同志で1人に調整できないのか検討いただきたい。②1人
の議員が、議会開催の都度、しつこく繰り返し同じテーマで質問している場合があるが、品位を疑ってしまう。

69 ・休耕地の具体的な使用方法を考えて欲しい。・休日、売り上げゼロの土地をガソリン代をかけて除草しなくてはならないため。
70 町の発展する将来像、議会でのビジョンが見えてきません。

71
今までも特に町に対してプラス用件が見当たらなかったように思います。震災後、周りはすでに目に見えての活動が見られます。町内の店舗も
かなり減っています。それを踏まえて、現在町に残られている人達が少しでも安全、安心の日々の生活ができるよう望みます。

72 今後時間をつくり、よく理解していきたい。報告（議会だより）をよく見ていきたいと思っている。

73
議員さんへ心より、その立場になって、いろいろと力になって頂ける所は協力して助けてほしいです。言葉に出して話すと言うけれど、それはも
う大変と、エネルギーを出して言う事ですから。とにかく、手放しされると悲しい限りです。

74
事務局の方がお疲れ様です。町議会だよりは、情報を得るために読んでいます。日常会話から得た内容と異なる場合もあります。再確認の意
味でも役立っております。

75 名前だけの議員様にならないで下さい。
76 町民にわかりやすく開かれた議会を目指すアンケートならば、まず、議員の方々も考えがあって当然だと思うので、その意見を紙面に載せてほ

77
・農家なので、もう少し高価で買っていただく様に協力していただければ幸いです。・年よりも2人おり介護をしながら自分の体もほんとうでない
ので、何とかならないでしょうか。

78 町長さんがかわっても何もかわらないようです。

79
議会を見に行った人が言っていました。行政（役場職員）と議員の議論があると思って行ったら、書面になっているものを読んで賛否をしている
だけで、つまらないとのことでした。その様なものは、議会とはいわないと思うので、しなくても充分広報でわかる。議会報告会を開く費用（電気
代その他）が無駄遣いになる。

80 道の駅よりも復興を優先してもらいたい。

81

震災後の道路の復旧など、隣接の桑折町と比べると、諸事情があったにせよ、だいぶ遅れていた。これは主に行政の責任であると思うが、当
時の議員は何をしていたのか。もっと行政のバックアップをしても良かったのではないか。新庁舎のコンペが開かれ、新庁舎の外観を新聞で見
たが、前面がガラス張りのような建物が、現在の経済状況、税収等を考えれば必要か疑問である。見栄・見映えで選んでいないとは思うが？
町議会には、行政との馴れ合いのない様、また時にはバックアップをして、住みやすい国見町となるよう活動をお願いしたい。

82
今回のアンケート調査は若い世代を対象に行われたのですか。それとも障がい者を対象に行ったのでしょうか。娘の名前できてましたので、娘
からの目線からのアンケート調査に記入してはみたものの、どうしても納得いかず、最後に書かせていただきました。このようなアンケート調査
には、なかなかわが家の娘は脳機能障害があるため理解できず、むずかしい問題だと思います。

83 除染を早くやってほしい。
84 生まれて死ぬまで安心して暮らせる町づくり。
85 報酬をなくしてほしい。入学式や卒業式などで議員の人が眠そうにしているのはよくないと思う。見ている人は見ているので。
86 議員の数が多すぎます。力のない人が多いので、町の発展がまるでナシ。
87 場当たり的な議論が多く、非常に残念である。町議員の限界ですかね？

88
他のところから転居してきた者からすると、世界が狭い。古いと思います。改革したいのであれば、批判やしがらみをおそれずに行うべきだと思
います。そういう姿勢が見られないので町民の関心が低いと考えます。議員の方々の熱意が伝わってくれば町民も応えると思います。頑張って

89
震災後、日常の仕事に加え、復興への仕事が新たに加わり、日々お忙しいことと思いますが…、これからの時代は子ども達が支えていきます
ので、子ども達が学び育つための環境、教育・健康・福祉の充実と連携の組織化が必要になると思います。これまでにない新たな体制をつくっ

90
①上記にも記入したが、人口1万人弱の町で役場職員の人数が人口に対し1割であるのは多いのではないか？②正職員を減らし民間人よりそ
の職にあった人をパートで採用してはどうか？③役場の公用車が多いと聞く。もっと減車してはどうか？1台に1人乗車が見受けられる。④町で
委託している業者（例えばごみ収集車）の月委託料等、くにみ便りで公表してほしい。

91 商店街の活性化をなんとかしてほしい。Ａコープがなくなり不便。生協だけでは遠いので、なんとかしてほしい。
92 商店街の活性化をすべき。震災をピンチはチャンスとして、町のイメージを統一したり、他県へのＰＲなど、もっと国見町を注目されるような町に

93
①「3月議会定例会で議会改革特別委員会を設置した」とありますが、どんな目的で設置したのですか？何を改革するのですか？②特別委員
会の委員の皆様の具体的な改革案を提示して下さい。アンケートの結果で改革する、しないではないでしょう。要望①②をＨＰに載せて下さい。

94
要望提言事項を書かせても、その後なんにもない事が多い。実行しないのは書く必要なくなるので、あきらめて書かなくなります。それには何
年頃に予定していますと書いてもらいたい。

95 国見町はどこか違うと思うような改革をやって欲しい。
96 議員とは何かを勘違いをしている一部の議員がいる。
97 国見町がこれからどんどん発展し、活力のある町になるような町議会にしてほしい。
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98
月額が多いのだから、もっと活躍して頂きたいと思います。国見町のためにしっかりと働いて下さい。よろしくお願い致します。冬になったら雪は
きの事ですが、役場では20㎝以上積もらなければ雪はきをしないと言うのですが、予算があってもやらないと言った役場職員は、今の若者は
何を考えているのか議長さんからしっかりと言って下さい。よろしくお願い致します。

99
議員にはぜなりたいのですかもし、無報酬でも議員になりますか？国見町は議員が一丸となっていない気がします。個々でやりたい様にやっ
ているから、どんな活動が行われているのか、全くわからない。

100
議員一人ひとりが問題解決できない様な質疑をしているのではなく、自分の考えている解決策はこうだよと言える様な質疑の仕方を町長はじ
め全議員で解決していく。議会に1回出席すればサラリーいくらなど考えている議員はダメ。

101 年寄りは早く引退しろ。いつまでも居すわっているな。
102 町のために本気になって活動してもらいたい。
103 春休みや夏休みに子供達が橋の上から鯉を見に来ているので、もう少し橋のまわり（池の中など）をきれいにしていただきたいと思っています。

104
いつもご苦労様です。人口が減り高齢者の割合がますます多くなり、問題が山積の中、「国見町」の方向性をどうするのか、「国見町」が生き残
るには何が必要なのか、共に考えたいと思います。別件ですが、公立藤田総合病院とは、名ばかり…。建物ばかりが立派。一番の改善点では

105

町民から「議員様」と呼ばれている意味に気づいてほしい。町を変えてほしい、町を良くしてほしいという想いの町民からの一票をもらって、議
員という役をいただいたという気持ちが感じられない方が多い。町内でお会いしても、自分の知らない町民にはあいさつもせず、マナーや交通
ルールのだらしなさには、がっかりすることが多い。一部の方でも、そのようなことがあれば、議員全体として悪く見られてしまう。特に酒の席で
は注意してほしい。また、子育て世代の声を聴いてほしい。

106 人数を減らし、報酬を削減すれば町の税金も潤います。

107
・町の税収アップが見込まれる計画を考えてもらいたい。町の発展のために、会社の誘致、大規模な小売店の出店の誘致など（雇用も考え
て）。・町の地方公務員の給料が高すぎる。・商工会は内容が無いため、無視し小売店の誘致を募集し人を集める。

108 立候補する人がいつも同じ人なので参院選の様に半数ずつ選挙してみても良いのではないかと思う。
109 より良い町づくりのため、議員の皆様方にがんばっていただきたい。
110 子ども達が通る道の下水の側溝には全てフタをして欲しい。・安定して安全な生活ができるようにして欲しい。

111
少子化や人口減少に対する国見町議会の町政に対する責任はどう考えているのか。いずれか福島市との合併なども考えていく時がきている
と思います。国見町も人口1万人を切ってしまうと、町ではなく村になってしまうと思います。

112
原発に対しての風評被害が、すごくあるのに、対策をもっとやってほしいです。それが落ち着いてから道の駅を考えれば良いと思います。でも、
赤字になるなら、やらない方が良いと思います。町の税金を使うのだから考えてほしいです。道の駅の中に、町会議員のお店を入れるとかも反
対です。ないと思いますが…。

113
町議会の方々の活動は、くにみ議会だよりで理解しています。今回、地震、原発と災害があって、常時より身近には感じております。何かと相
談したかった場面はありました。でも自分自身も周りも忙しかったですね。突発の時のみでなく、普段より意見・要望を伝えるネットワークをつ

114 もっと見える町議会をしてほしいと思います。もっと町民の事を考え、いま以上に住みやすく、仕事のしやすい町になっていくような話し合いをし

115
・行動力のある町長とともに、各地域関連する人達と連携して、前進していってほしい。若い人達の参加も必要。・ネット（ホームページ）、広報
紙を見やすくして、理解できるようにしてほしい。

116
老後が安心して住める国見町にして下さい。高齢化が進むので、介護施設をもっと増やして下さい。螢が飛び交う地域をつくって下さい。数年
前までは、少しはおりました。今はおりません。子どもの頃は螢刈りをしたものです。

117 傍聴したいと思いますが足がないので行けない。
118 病院議員の活動がわからない。どのような活動をしているのか、町民み伝えるべきである。もっと良い病院にしてほしい。

119
・自由意見である筈のアンケートであれば、辛口も好意的に受け止めて、個人を詮索することなどないように。・役場町長・議会、そして町民が
全ての力を結集して良い町づくりをしたいものです。

120
未来の子供達のため、元気で活力ある町になるよう願います。震災復興まだまだ先は長いですが、前向きに取り組んで、安心で安全な町づく
りのため、力を発揮して下さい。

121
・議会だよりを見ると、いつも同じ質問と答えでつまらない、進展がない。・公民館活動を利用して、いろいろな行事に参加します。バスの復活を
期待しています（役場のバス）。貧しい年金生活者には貴重です。使用料金を少額払っても公民館活動に幅が出る。

122
言動に注意して下さい。議員らしい生活をして下さい。レベルが低すぎる。この様な人が国見町の議員かと思うとなさけなくなる。あいさつも満
足に出来ないのはどうしようもない。

123 議会の内容がもっと集会等の席で議員の方々から情報として話されてもよいのではないか。

124

・町道では道路監視員を配置されているようですが、震災による亀裂や陥没の影響は県道も同様です。防止のため県へ働きかけていくことも
大切な仕事だと思います。例えば、国見町の象徴ともなっているインターチェンジですが、その入り口までの県道がその一つです。県内外の利
用者も多く、町のイメージにもつながる場所の一つとして気にかかるところです。・除染以外に放射能を対策として出来ること、やるべきことはた
くさんなると思います。未だ家庭でごみ焼却を行っているところも多く、煙害もあり、放射能の影響も懸念されるため広報、回覧等での呼びかけ
を徹底することや、草木が茂り歩道がかくれている道路の整備など、放置しておけば交通・放射能の双方で支障をきたすおそれがあることか
ら、「安全安心の町づくり」を「オール国見」で成し遂げることを揚げる上で、このような小さな声も反映していただける議会であることを望みま

125 企業、ショッピングモール、学校などの誘致をし、住民を増やす努力をしてほしい。
126 どうせ若い人が何を言っても、ちゃんと聞く人がいないと思う。頭から、若者をバカにしている姿勢が見えかくれする。もっと働く母親の声を聞い
127 国見町町民の生活が少しでもよくなるよう、議員の方々よろしくお願い致します。
128 県や国とうまく連携して、いい議会にして下さい。
129 子供達が安心して住める国見町にしてほしいです。

130
今回のアンケート選択がｙｅｓかNoの二者択一が多い。度合いでの選択にすべきでは？例えば「関心がある」「関心がない」だけでなく、「ある」
「ややある」「どちらでもない」「ややない」「ない」という回答イメージの方が回答しやすいと思う。このような意見を記入しても、今までの感じとし
て取り上げられるとは思っていませんが。

131 町の活性化が足りない。
132 仕事の都合で時間がとれないのが残念です。

133
町への要望や指摘等だけではなく、議員個人の行動や言動を細かく町民は見ているので、先頭を切って道徳的に動いた上で、信頼できる議会
を作り上げ、町民の代表として活力ある国見町づくりを目指して頂きたいと思います。

134 藤田病院の医師不足を何とかして欲しい。
135 説明や話し方によって人格、人物がある程度わかる。

136
・意見や要望は議員さんより、各部落長さんにお願いした方が速いので、そうした方がいいです。・議員さんは選挙の時だけでなく、普通の日で
も、かわりなく接してほしい。・議員の方の中で、農業をしている方がいると思います。みんなの手本となる様な農業の仕方をお願いします。

137
困った時は相談にのってくれない議員などいりません。絶対行きません。そんな人格のない人の話など聞く必要はありません。議会報告会など
いりません。作らないで下さい。この議員がいる限り、絶対に部落の行事にも参加しません。内容を書いたら刑事事件になりかねないことが、
一つや二つではないのです。だから町内全体が沈んでいくのです。

138 私達、町民がもっと町政や議会に関心が持てるように、やはり報告会や説明会等が必要なのかなと思います。

139

豊かな町づくりは、町民一人ひとりが豊かにならなければならない。心だけでは駄目だ。財も豊かにならなければならない。その為には、町
（財）、行政（心）が豊かにならなければならない。町税、企業税の公平で精度の高い徴収とその拡大を図る。不公平差が至る所で見受けられ
る。サラリーマン以外の精度を上げる。町民税は望めない現状、企業の誘致しかり、町に人集めも一策である。道の駅のように提案されて、何
年になりますか（何度も）。今さら将算の事を持ち出す議員もいる。今だからこそ人集め活性化を図る場として早い立ち上げが必要かと思う。採
算を度外視した行政も必要です。幼稚な議員が多い。

140 議員の若返りが必要。

141
国見町は高速のインターもあり、公立藤田病院もあるので、高齢者用施設（現在もあつかり荘とか建設中の国見の里とかありますが）を充実さ
せ、東京などからも受け入れる事が出来れば、人口も雇用も増やせるのではないでしょうか？

142
忙しいとは思いますが、議員の方も小・中学校の総会へ参加し、保護者からの意見を聞いてもらいたい。国見小のプールも完成しましたが、予
算の都合上、屋外や屋根付きでなかったのが、とても残念です。まだ、保護者の中には、放射線量を気にする方がいるので、充分な配慮をお

143 除染が進んでいないので、早くやって下さい。
144 議会開催時だけの議員になっていないか。日頃から町民の声を聞いたり、逆に町の行政執行状況を町民に説明したり、もっと身近に活動して
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145
家族全員自分で作った野菜、くだものを町で放射能をしっかり調べて、地区ごとにどの位だから安心ですよという様に月ごとの野菜など個人が
持って行かなくとも町で調べ、皆さんに分かる様にしてもらいたい、知らせて下さい。年を取った老人が作った野菜を嫁や孫に食べてもらえない
悲しみ。同じテーブルで老人と若者が別の釜の飯。本当に毎日残念な思いをして生活し食べていますので、よろしくお願い致します。

146
議員さんの報酬が高いのでびっくりした。自分は1ヶ月一生懸命働いて手取り15～16万円位なのに。働き始めて9年位経つのに、手取りがまっ
たく上がらない。住民税が高すぎる。議員アンケート調査に43万5千円もかけて税金のむだだ。

147
東京電力福島第一原発事故後、今日まで他市町村が除染作業を実施しているが、議員全員が仮置き場を決めるのに町内会長等（各方部事）
話し合っていたが、議員一人ひとりが町民との話し合いの場をもち、決める努力がなかったのではないか？やっと各方部で数ヶ所決まり、除染
作業が始まるようだが？町民の代表であるので、議員の今後の態度を見ていきたい。国見5方部の会合に積極的に参加して、今後の国見町

148 意見しても届かない。
149 ①除染の土を高い場所にきめた事に納得がいかない。②役場の職員の給料は高いと思う。③議員は報酬に合った仕事をしているのか疑問に
150 議員一人ひとりの活動が見える様、お願い致します。
151 高齢で毎日の生活でも世話になっています。町が少しでも良くなるとうに、よろしくお願いします。

152
子ども議会を提案します。小学生、中学生、高校生のレベルごとに、町に対して質問し、町長や議員、各部署が、子どもたちが分かりやすいよ
うに説明することにより、将来を担う子どもたちに町の愛着心をもたせる。

153
役場の建て替えの件ですが、二度の大地震で被害のあった場所にもう一度、作りなおすのはいかがなものかと思う。小坂小、大木戸小の再利
用など、いろいろ対策があると思います。震災復興が進んでいない中、議会の改革の話は早いと思います。

154 議員の高齢化による議会の内容の偏り。先行不安感。

155
除染に関する質問です。田んぼの方はゼオライト、加里、散布としておりますが、畑の方は桃、柿、生産者だけの除染ばかりで、野菜を作って
いる農家には食べる前にシーベルトを計って下さい！農家で3品から5品まで検査は大丈夫ですと言っておりますが、農家では沢山の品目を
作っています。田んぼみたいに、ゼオライトの配布は出来ないものでしょうか？作っている野菜畑には何袋配布、そうする事によって不安がいく

156 地元に議員がいなくても、意見・要望が話せる場所がほしいです。議員報酬は矢祭町の方式が望ましいと思います。

157
議会だよりを見ていると、回答が検討中とか調査します、調査中などが多く、その返事もいつまでと言うことがない。議員の人達もその後の質
問が無い。会議では、誰がいつまで行うかの回答は当たり前なのではないでしょうか。今までの様な質疑応答では進みづらいように思われま

158

森江野地区に子どものための屋内遊び場がオープンになることで、子どもたちの健やかな成長の場が近くにあるのは大変嬉しいことだと思う。
森江野地区だけでなく、各地区にもそういった場所があれば親御さんも近くで安心して子どもたちを遊ばせることが出来ると思う。今後遊び場
のオープン予定があるかは分からないが、国見町に遊び場が無いことで、他県や別の施設に人が流れていっているのは確かである。町民の
声をもちろん届けて議題に挙げているのは解るが、時折議員個人の要望なのでは…という議題も見受けられる気がする。今後ますますの議会
の発展と国見町に期待を寄せるからこそ、一町民として意見を書かせていただきました。

159 活気ある町にするため全町民のアイデア…等など出し合い、行政、商工会、町民が一丸となった町運営を望む。
160 質問する議員の顔ぶれが、いつも同じなのにうんざり。なんとかなりませんか。

161
①議会という独自性を持つ事。②町政のチェックを確行し、良い点は協力して実行の後押し、改善する点は速やかに修正する等の二面性を明
確にする事。③基本・基礎的事項の追求と確行。④町民の代表という事を原点にした活動をする事。

162
・国見町では議員が三期以上やれば議員年金を貰う事が出来るとの事ですが、他町村では現在は貰えないと言う事を聞いております。町、議
会でも検討してはどうかと思う。・3.11地震前まで仙台に住んでいた人が現在国見町に来て仮設住宅に住んでいます。夫婦で何でそれが許さ
れるのかが分かりません。町、議員も分かっている事なので町民は理解が出来ません。

163 除染した土等の仮置き場が近くに出来るそうですが、絶対に止めて欲しい。
164 国の出先機関、県の意向も留意する必要があると思われるが、町民の利益の方が大事では…。
165 今さら言っても変わらないから。私利私欲の町会議員が多い。
166 いま国見町として新しい町づくりに取り組んでください。交通機関がすぐれている。利用しないでいいのですかぁ。新しい町都市計画を進めてく

167
町職員の給料（年収）が高すぎる。大した仕事もできないのに、サービス単価が高い。このような非効率な仕事しかできない職員のサービス単
価（給与）も下げられない議員は同罪である。町の財政支出グラフを見ても、まず給与を確保し、残りを事業のために当てている感じである。町
職員に公僕であることを自覚させよ。

168
①事前に質問事項を提出しているのは分かるが、もう少し勉強し、自分の言葉で質問してもらいたい。②このような議会をインターネットで配信
する必要はないと思う。③傍聴に行っても、傍聴している人がうるさい。議会中に話をしている人、時には菓子を食べている人もいる。入口に注
意書きをしてもらいたい。

169 高齢化社会になる現実をしっかりと受けとめて、ゆきずまることない町政をお願いします。
170 くにみ議会だよりに、議会でのすべて決議で賛成か反対か、どちらかはっきり決めたか、議員ひとりひとりの名前を明確にしてほしい。
171 一日も早い復興を目指して欲しい。
172 人口減少に対する「対策が必要」という認識が感じられない。となりの桑折は小学校統合の話もない様だが、この違いは何なのか。

173
信頼できる議員はいません。年寄りばっかりで話にならない。その他として、商工会は解散すべき。企業を誘致して町の財政を豊かにし、雇用
確保すべき。また、スーパーなど建設すべき。町と商工会は役立たず。町長、議員しっかりしろ！！地震の時は役に立たなかった。除染が遅
い。若い人たちや子供の健康を本当に考えていますか？

174
合併をしなった町の存在意義を考えた場合、子育てしやすいなど、いくつかメリットを感じる部分もある。一方で将来を考える場合、この特色の
ないテンポラリーな施策ばかりでは、人口減の流れを止めようもなく、いつか吸収される道は避けられない。小さくてもキラリと光る斬新な運営
を捨て身でやる。冒険心に満ちた若いパワーが欲しい。

175
決して興味関心がないわけではなく現在自分の置かれている環境（職場が福島市内である事等）で、議会に関わる機会がないため、状況が変
われば議会への関心も出てくると思います。

176
毎年方部ごとに地区住民の意見要望のアンケートを出させているが地区の人々が」言っているが、書いても発表もせずに何の為の意見アン
ケートなのか。書いた人々の意見要望は発表もしないで、なぜ町議会と言えるんでしょうか。町議会は単なる住民意見のガス抜きと地元の

177 いま放射能汚染に関わる問題を早急に対処していただきたい。
178 小坂地区では議員がいない為、ほりの水が流れにくい所があっても、誰に言って良いのかわからないので困っている。
179 子供達が住んでいてよかったと思えるような町づくりをして下さい。
180 議員は40歳代の若い世代が理想である。議員年金は廃止すべきです。
181 女性議員の誕生を願っている。
182 駅前に無料駐車場を設けてほしいです。

183
①町の議案審議のみならず、議会側も提案、審議できる様、必要であらば関係法条令等整備されては。②議員定数は少子高齢化の時代、人
口に見合った、また即応できる定数が望ましいと思考しています。③国見も合併しかないと名言されてますが、マクロの自立までの取り組み、
経済の活性等、指針を示して下さい。

184 町議会の使命と働きが、わからない。
185 議員さんだけではなく、一人ひとりの一般に方の意見やご要望を大切にしてほしい。良い町づくり、環境づくりになることを期待しております。
186 前町長が能力がなさすぎた。議員も同調してしまっている。議員は知識見識をもっと高めてほしい。
187 勉強不足で言うのも何なんだが、議員定数が12人は多いと思う。
188 議員不必要（借金を無くす）。
189 年寄りにはむずかしいので、できればこういった調査は送らないでほしいと思う。
190 身体が弱い人のために、もっと親切にしてほしい。
191 元気な高齢者の運動場が欲しい。
192 議会報告会の開催を希望する。その際は、ぜひ質疑応答の時間を。議員には、逃げるなと。

193
20年前の町議会議員さんは、自分の町内会を1件1件廻って町になにかありませんかと廻って歩きながら要望を聞いて、町に陳情してくれまし
た。今の町は町内会長さんが代役しているようです。町民のための議員さんですよね？町のため町民のため、がんばってほしいです。

194 地震の後なので大変でしょうが頑張って頂きたい。もう少し若い方にも、どんどん出ていってほしい。
195 国見町を住みよくするため、なお一層の活動をお願いします。
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番号
問36

（国見町議会対する意見）

196

①今までの議会だよりを読んでいると、執行部の反対意見、揚げ足とりに思えそうな意見が多かったように思える。共に町政を担っているのだ
から、協力的建設的な意見があって欲しい。むろん、お目付役は大事だが。②従来の質疑を聞いていると、町として、大きな案件に対する質疑
が多く、執行部の答えも鋭意検討中、上部機関と協議中と言うような答えが多いように思える。大きな案件の質疑応答も大事だが、町中の、日
常の町民の生活に関わることを取り上げ議論し、即断即決実行を考えて欲しい。今まで議会で議論議決されたことで、よかった、ほんとうにい
いことを決めてくれたと言う実感がわいたことは少ない。③前に、ある議員さんに聞きました。議員さんの紹介状を添えて出すのが請願書、個
人が出すのが陳情書ということだが、請願書は議員さんの紹介がないと出せないのか。請願書と陳情書は同義語か教えて欲しい。④西大枝
地区の除染外気物の仮置き場となる場所の桜の木が支障となるので伐採するそうだが、原発被災地では路肩に植樹しているところをテレビで
みました。仮置き場は、たかだか期間は3年、整合性に疑問が感じられるが議員の方々はどう考えますか。利用面積が減っても大勢に大きな
影響はないと思うが。⑤問30について、多い、少ないは一口では言えない。一人ひとりが自信をもって報酬以上の仕事をしていると胸をはって

197 とにかく決議した事は実行して下さい。
198 水の問題など、前例が無い事なども、何か別の長い目で見た解決策など。
199 町議会員の皆さんに報酬分の働きを望みます。もしくわ日当で支払ってもらいたい。
200 よりよい国見町になるように、各議員のがんばりに応援を送ります。
201 ない、うそつき。
202 若い人にも興味を持ってもらうために、もっとアピールしたほうがいい。国見だよりも大切なところをカラーとかにしたほうが、見栄えがする。
203 議員報酬は月額制ではなく、議員出席回数に応じて支払うようにした方が良い。矢祭町のように。
204 町民の事を本気で考えてほしい。

205
・日々の活動に感謝を申し上げます。町長方針に対し、議員皆様、町職員全員のベクトルを合わせての目的、目標の必達を宜しくお願い致しま
す。※ある議員の方が、町職員方に対し、除染遅延の問い詰めをされていたが、なぜ解決策を出さず、責任の押しつけをするのかが残念であ
りませんでした。当時、全くアール国見になっていなかったと思いました。今後、頑張って下さい。

206 公約はりっぱなことは言えますが、実行に移している人が果たしてどのくらいいるのでしょうか？
207 山手の地区では、いま動物による被害が多発しています。イノシシ、サル、クマなど、良い方法がないのでしょうか？
208 年額報酬が高いのにはおどろきました。もっと仕事をしてもらいたい。
209 町代表の議員なのだから、それなりの仕事をしてほしい。
210 具体的に何をやったか分かり易く見えるようにして欲しい。
211 防災無線を利用し、夜間に議会で行われている一般質問などを放送してほしい。
212 下水道の設備を町内ばかりやっていないで、他の地区でも全地域行うべきだ。
213 収入相当の働きをしてほしいです。それと、働く目的と達成度を報告してほしいです。
214 原発事故に対して国見町議会は東電に対し大いに怒り、責任を取るよう努力して欲しいと思います。

215
本当に今必要なことを頑張って実現してほしいです。毎年、思うのですが、年寄りの予防接種の助成ばかりでなく、インフルエンザの若い人達
への助成など考えてみてはどうでしょうか？是非とり上げてみて下さい。

216
議会の最終決定権は町長にあるのでしょうか？除染の遅れを感じるのですが、前町長の方針を議会で変えることは不可能だったのでしょう
か。町民の意見を本当の意味で反映するのはむずかしいですが、何か方法はなかったですか。

217 議員報酬多い、何日出ているのか？

218
幼稚園に預かりがあることはとても助かっています。また、入園式など町長があいさつの際、子ども達にも話しかけながらあいさつをされ、子ど
も達を「国見の宝」と言っていただけることは私たち親にとってもうれしいことです。これからも「国見の宝」を大切にして、のびのびと育てる環境
を維持・拡大していっていただきたいと思います。

219 夜でしたら参加します。

220
・国見町の20年後、30年後のための施策についてビジョンが何もない。・国見町の新しい産業、工場の誘致、雇用の確保、人口流出の歯止め
を考える。・住んでみたいと思われる魅力的な町づくり。（移住者、Ｕターン人口を増す）

221
①議員定数は10名ぐらいにしてほしい。②現在、年間4千百万の議員報酬は現在の町の発展進行をみると、とても高すぎる。他町は他町で、
わが国見町の現状を了見考え本当の価値ある仕事に賃金を払うべきと私は思います。

222 いま以上に町長ばかりに頼らず、原発問題にたずさわってほしい。

223
議会に対する意見とは少しずれるかもしれませんが、国見町に対しての要望ですが、町の環境はいろいろ整備されてきていると思いますが、
若い人たちが将来住んでみたい所となる不安です。子育てが終わって思うことは、もっと教育に力を入れてほしかったと思います。特に学力で
すが、国見に住むことで学力がアップ出来れば、とても魅力的ではないかと思います。仕事自体が国見に少ないが、子供は国見で育ちます。

224
原発問題について、住宅除染を早く進めてほしい。「仮置き場」が整備されるまで待っていたら、除染はいつになるかわからない。自宅付近に
汚染物を「仮置き」できる家からすぐに除染を始めるべき。国見町民の健康調査を行い、原発事故前と健康状態はどう変わったかを公表してほ

225 これからの国見町を背負っていく若い世代の方々も積極的に参加し、交流できるような議会、国見町になって欲しい。

226
道の駅について提出された件について、議員は賛否が半数に分かれて実現しなかったと思う。町長も変わったし、議員は全員で賛成し、英知
を出してぜひ実現させたいもの。つまり議員一丸となることを願う。（町長が大きい行事等を発案した場合）

227 議員の人数は7～8人位で十分と考える。

228
町収入のがないのに議員の数とか研修とかの費用等より身近な生活者のことを考えられるような議会運営する人を希望する。あまり年寄りの
議員は動かないのではないか。顔役でにらみをきかす人はいらない。定年を設けてはどうか。

229

国見町議会に対する意見。今も良くやっていることと思いますが、国見町としては人口の減少、病院の医師不足、道の駅、などがこれからの課
題かと思いますが、議会の方々は町の職員の方々の先頭役となって行動していただきたいと思います。医師不足については、福島医大だけに
頼らず、もっと広く人材を求めるべく努力をして頂きたい。道の駅については、町のコミュニティはもとより、町外の人もふくめたコミュニティの場
としてほしいと思います。県外からも多くの方がきて頂ける施設を作ってください。町の発展の核となるようなものがあってほしいと思います。

230 報告会もあれば良いとは思いますが、議員さんが、いろいろな場に出向いて、自ら皆の持っている問題点を吸い上げる努力があっても良いの
231 議員の方々何時も御苦労様です何もわからない年よりですのでよろしくお願い申しあげます

232
・一生懸命、やってもらえれば、それで良い。・議員になったからには、もっともっと勉強して欲しい。・議員報酬で生活しなければならないような
人は議員としてどうなのか？（報酬は、半額か日当程度で良いのではないか？）・「志」を高く持って欲しい。

233 １．町民を想い、心のこもった議会にしていただきたい。２．アンケートについて議会だよりで必ず出すこと。

234
議員の方が町内会長を兼務している人が何人か居ると聞いておりますが、町内会長こそ議員に意見や叱咤出来易いが、それではその部落が
ワンマンになる恐れがあると思う。

235 議会はいらない
236 議会報告会の計画は大賛成です。
237 関心がない、で実行が共なわない、議員が多すぎ。

238
・時間に遅れる方がいらっしゃるそうですが、もっと自覚を持ってもらいたい。・（頭）の身辺でかたまっているそうですが、それでは、何の為に話
し合いしているわからない。反対するのが恐いのではないでしょうか。自分だけの事考えないで…毎回その様ですけど残念で仕方ないです。

239 議員の皆さん、いっしょうけんめい仕事をして下さい。議員報酬がバカ高いのには驚いた。
240 国見町を良くするためしっかりして下さい。
241 ・議会改革に当たって町民の声を反映（このアンケートでは不十分。何か問題になっているのか、なぜ改革が必要なのかがよくわからない。）

242
毎回アンケートをとっていますが、アンケートを参考に何か行動に起こしたことはあるのでしょうか？国見町は、これと言って何も特徴が無いし、
商店街も短く商工会の人達も色々と施行を変えてやっていてくれていますか…何か３０代、４０代の人達がもっと元気で色々なことを挑戦して欲

243
出来ない事かも知れませんが町民のため、ボランティア精神で活動するのが本当の議員じゃないのかなと思います。選挙の時だけ、頭を下げ
る議員が多いような気がします。もっと国見町を住みたい町、住んで良かったと思う町にしてほしい。

244
何か商売をやっているような方で３０～４０代くらいの議員さんが中心で。手広く農業をやっていない限りムリ。社会のシステムや法律、等に関
わる書類や手続きに精通しているような方が適任。まともにあいさつのスピーチ出来ないような方がいるようなら、人数は１０人で良い。～何期
続けてではなく、続けてなら２期くらいでいいのでは？（若い人は別）・今の議員さんに、頭のきれるスマートな方はいらしゃいますか？

245
議会での審議の経過や結果を説明し、質疑応答や意見交換を行う議会報告会も大事と思いますが、議会を開く前に町民が今、何を望み、どう
して欲しいのかより具体的に意見交換をし、議員がとりあげ、どの様にしていくのか、町民本位の議会であって欲しい。互えば町民にアンケート
をとるとか、意見の場を設定するとか、町民の考えがしんとうされていないのでは？何を求めているのか、私自身も意見をのべる場がない

246 ・自分の主義、主張を通すだけでなく、他の人々の声にもっと耳を傾けて欲しい。・開かれた議会を作って欲しい。
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番号
問36

（国見町議会対する意見）
247 質問はまわりくどく無く…特記事項無し

248
・以前のような議員振りをしない（選挙の時だけ下に）・地方自治のあり方を互いに学習してほしい。（都市とはちがう）・地元の産業を伸ばし、若
者の定住、入口の増加に努力してほしい。・国道４号、東北道、東北本線、新幹線の通道町である良さを全国に広めてほしい。（国見は国内で

249
議員さんの中で、農地の違反転用等、苦情が寄せられている方もいるそうですが、指導なり、何かしないのですか？問題なのでは？町のこと
を議論する前に、自分の整理をしてほしい。又、他にもかけもちで色々手広くやっている方もいますが、実際、仕事してるのでしょうか？給料ド
ロボーになってほしくないので、審議等したらいいのでは？将来も、ずっと先も、誇りと希望を自信を持って、持てるような町にしたいですね。自

250
前回の議会選挙は無競争当選で町内有権者の判定が下っていない。議員の中には資質に欠けている人材もいた時も有った。もう少し国見
町、民の代表である事を目覚してもらいたい。

251
７０才女性です。おまかせですみません。よりよい、議会にして下さいませ。それより介護料金はあがるし、そっちの方が心ぼそくなっておりま
す。我が身共々に

252 ・議員の定数を少なくしてもよいと思う。・報酬も多いと思う。
253 これからも町民さんの意見に耳を傾けて、より良い町づくりに取り組んでいただきたい。

254
・とにかく、国見町が発展するために頑張ってほしいと思う。国見町は４号線やＪＲや高速など交通便が良いのに、とてもさびしい町になってい
ると思う。具体的に集客や観光などにもっと力を入れてほしい。→道の駅や温泉建設など、早く進めてほしい。・藤田駅前の駐車場を考えてほ
しい。ＪＲで出かける時に大変こまっている。・町道の整備をきちんとしてほしい。

255 議員１人ひとりが活動した成果を町にぶつけていただきたい。もっと町の活性化が進むようにしていただきたい。（廃校になった小学校など）

256
現在の議員の中には、まだまだ、地元の事をわかってない方が多数いると思う。従って、２ヶ月に１回は、集会所で、報告会及び、質疑応答出
来るシステム作りを御願いしたい。

257 町議会の活動内容や、勤務時間など知りたいです。

258
町議会を傍聴したことがないので、よくわかりません。病気もあるので、通院など忙しく、ただ、医療ヒ、国保などの負担、話し合ってもらいたい
ものです。藤田病院は、ある様な、ない様で病院ですね、態度が悪いし先生がいない、だから遠い病院や医院へいくことなるので、医師の確保

259
どうせ議員は、高齢！？の人たちだろうと思う…大人なだけで決め？若い人の意見は、とり入れない！？しかも、いつも同じ顔ぶれだろうし。し
かも、議員がでかい顔して町内を歩るくのも気に入らない。議員ってえらいの？今までやったことのある議員全員最低。もうひとつ意見。―――
―はダメ、国見商店街を考えるよりも、国見町全体を考えて、新しい他から参入しようとする企業を受け入れて発展させるべき

260
国見議会に対する意見でわないのですが、議員さん達はエラすぎます。選挙の時や知り合いの人達にはあいそが良のですが藤田駅で議員さ
ん達が視察に行のか？あつまっていて、誰れ１人挨拶するのでなくじろりと見ておわりです。こちらも挨拶が出来なくなります。国見町議員さん

261 住み良い国見町であります様

262
・政治、行政の事は分からないが、道の駅より人口を増やす事が一番だと思う。町でも手だてはしていると思うが全国に非難している人達に働
きかけ国見に移住して頂けるよう、（遊休農地、宅地を利用し、農業をしたい人、商売をしたい人等）・議員としてのモラル、品性を正してほし

263
なかなか下がらない放射能の値をどう考えているのか、スピード感をもって、対応してもらいたい。・また、ベットタウンではなく、近くの市町村か
らも人がきてくれるような、町にしてほしい。

264 ・日当制にすべき・議会に関してではありませんが、議員活動は地域の意見や要望をとり入れるべく個々人を訪問するなり、細やかな活動が望

265
高齢化が進み農地に雑木、雑草が生え、周辺に耕地している者は大変めいわくをしております。こま様な荒地は今後どのような方法をとり、荒
地をなくすことを考えているのでしょうか…。町会議員の方々にお願いします。検討課題としてとり上げて下さい。やるべきことは早く出来ない物

266
一個人に対して不信感がある為、イメージが悪い。――――の方が、勤務時間中に犬の散歩に家に帰っていた事。親子行事中、子ども達の前
で堂々と横になって居眠りしていた事。いくら偉い事を言っても、口先だけにしか思えない。子供達もみんな見てました。そんな人が議員になる
こと自体許せない。その子ども達も選挙権を持つようになりました。

267 とりあえず、実感できる。効果がでるように、がんばってほしい。急な変化より、地道にコツコツ進めてほしいです。

268
・議員報酬が約２２万円（月額）、年間で約３４２万円もの報酬を得ているにしては、自覚と責任が不足している感を拭えない。・町民の奉任者、
世話人という意識を持って活動する議員、議会になってもらいたい。

269 大木戸小学校施設の活用、管理の方法を速やかに検討してほしい。
270 町会議員の酒のみ事故などもっての外である。議員たる者もっとえりを正して職務にあたってほしい。
271 報告会をぜひ実現してください。

272
・議員さんは自分のためだけに、活動せずもっと町をよくするように必ず働いてほしいと思う。・自分達が質問したものに対しては、実行できるよ
うに努力してほしい。

273 町のために活動してくださることに感謝します。活動の様子が町民にわかるように（見えるように）なればよいと思う。
274 議会議員の事ばかりでなく、役場で働く人達の事は改革しないのかな？

275
高齢者になっても農業をやってます。農業のことを考えてもらいたい。買物に行くにも不便でＡーコープがなくなって大変です。藤田にも大きい
スーパーが有るといいと思います。毎日の買物だから。

276 われわれえらんだ方なので町政のことをおまかせします。

277
７月９日阿津賀志学級、成人学級女性教室の三学級、合同学習がありました。町長様の話です。国見の町作りについての学習会でした。勉強
になりました。

278
平成２３年３月１１日東日本大震災で全壊した被災者宅に議員は一人とも顔出しをしなかった。それで町の復興を本気で考えているのか口さき
だけでは困る。

279

・まず、アンケートを実施することになったことに感謝します。ありがとうございます。改革の大きな一歩だと思います。・次に、議会こそ民主主議
において、町民の声を町に訴える、礎です。老寄りだけでなく、若者が、気軽に国見の未来を語り合えるような場を設定してはどうでしょう。選ば
れた任期にみなさん一生懸命にやっていただいているとは思います。が、暮らしが、良くなっている実感がないのが、正直なところではないで
しょうか、例えば、町の未来を任う子どもが夢をもてるよう町への質問だけでなく、議員さん自らが汗を流す。・会話が生まれる、そのような議会
であってほしいと思います。国会のように選挙で勝つことが第１では、町は良くなりません。

280 町をもう少し活気よくして下さい。税金をもうちょっと安くして欲しい。
281 議員数多すぎる。企業誘致。町会議員様何お仕事おするんですか？
282 問３０に書いたが議会日数に応じた報酬がいいと思います。
283 議員は町のためになって仕事をして下さい。

284
議員の方々は、本当に国見町の為に骨身を削っての仕事をしているのでしょうか、１ヵ月の内、何日位の働きをしているのでしょうか？仕事の
内容の決まり等はあるのでしょうか？個人の仕事を持っている人が多いように思われますが…。少なくとも給料（報酬？）が目的の議員さんは

285 議員定数を８人に減らす。バカな議員を除外するため、名誉欲と金欲ばかり強い議員はいらぬ。
286 指名してのアンケート調査は可笑しいのではないか？指名では大凡の人名が分かるではないでしょうか？

287
問３３の議会報告会を行っても、町政や議会の話がどこまでちゃんと話が出来るかわからない。ここがかわるということが言えるのだろうか。一
般の人が皆の前で意見がいえるかは、無理だと思う、ちがう方法が必要だと思う。

288

・議員報酬を２０％～３０％減額（１０年間）・各役付議員の特別手当５０％減額（役付任期中）・地べたをはうような議員活動に専念すること。
（町民があって議員ができることを頭におく）以上の内容は町議会だけでなく県議、国政にもつながる。国民、町民に痛みをおしつけ、自分達は
何も痛むようなことはしない。国会議員は年収６４００万（１人当）Ｘ７２７名＝４６５億円（一般無役議員）大臣等の役付になると手当が増加する。
いねむりしても、まじめな人も同じである。一般サラリーマン等の税金のむだづかい、消費税を上げるより自達の歳費をもっと削減してほしい。

289 町民目線で、より一層の努力をお願い、又、期待致します。
290 町民の身になって考えてもらいたい

291
議員の皆様本当にご苦労様です。これからも国見町の為ご活躍の程よろしくお願いします。私自身は議会にほとんど関心がありませんが、国
見町はとても良いところで、住みやすいです。これからもより良い町づくりの為、尽力されるようお祈りします。

292 町民の意見や要望を伝える手段をお知らせしてほしい。
293 国見町に工場を誘致してほしい、どんな人でも働く所があれば活気が出て来ると思います。特に女性の職場がないと思います。

294
町会議員の役目は何んです。わからない議員がいますので、だから給料どろぼうと言いたくなります。アルバイト職員が言っています。一般会
社がら見ると遊んでいるくらいです。
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295

大震災後、私事と高齢等で議会への関心が薄れていたことをこの度のアンケートで反省させられました。婦人会では議会傍聴の行事がありま
すが、生涯学習センターの各サークルに広報して拝聴する機会を多くできたらと考えます。個人では勇気がいりますが、皆さんと一緒ならとの
方が多いと思います。町民のの方々によく知っていただく議会をと考えました。それから、除染の徹底と、先の見えない不安材料を払拭し、若い
人これから成長される国見の子供さんが安心し明かるい気持ちでこの国見町に定着できるよう、企業誘致、新産業の開発も必要かと考えま

296 除せんの実行
297 議員は３期～４期位で新しい議員と変えて行くべきと思う。
298 国見職員の給与が高すぎると陳情してほしい。
299 現在は生活に追われ余裕がありませんが、議会を開放的にする事は大切だと思います。そして私達も他人事だと思わず参加すべきですね。

300
これからの若い人達、子供達の為に、本気になって働いてもらいたいです。新聞等の情報を見ると国見町は、他の町からくらべると、遅れてい
るのではないかとも思われます。

301 ３期以上は、やらない方がよいと思う。実るほど、頭をたれるべきでは…町民から信頼される人がなるべきです。

302
議員諸氏は身の廻りだけでなくもっと町全体について勉強して議会報告？をなされてはどうでしょうか。議会にあまり感情を持ち込まない姿勢
がほしい。議員としての考へは大へん立派なのですが檀に上るとその真情が話せない。

303
町会議員の務めは、休みは（土日祝日）と一般の務人として、町民のために働いてもらいたい。できるなら仕事の方も忙しいでしようが町民と
会ってもらい（ドウシタイ、カワリナイカイ）とか話しかけてもらいたい。

304 国見町のために、住民のために一生懸命にやってもらいたい
305 国見町予定の「道の駅」の早期実現
306 議会政治を全然わかっていない人間の単なるつぶやきと思ってほしい。町単独でそう変わるとは思えないし、特に期待もしていないので
307 税金お安くしてほしい

308
国見町は自立のみちをがんばっているですから、役場の中のふんいきをもっとしっかりして親切にさっしてほしい、仕事をテキパキと行ってほし
いと思います。町議員のみなさんによろしくお願いします。

309
議員をへらす。他の市町村の良い所を勉強してほしい。町民の意見をこの様なアンケートで、もっと言える様にしてほしい。他の市町村から人
が集まる町にしてほしい、福島市と合併！！

310 小子化にともない旧学校の今後の考えについて私達の町内には子供は２人しかおりません町内の削減しかありません（５５戸）。早急な事だと

311
公立藤田総合病院の診療科の件なのですが昨年度から眼科の医者が不在になり通院できなくて他町の眼科に行って診察を受けなければな
らなくて不便です。医者を派遣していただくのは大変だとは思いますが近くの病院に通院できるようになれば便利です。

312 身近な議員さんでいてほしい

313
少しでも町のこれからが発展し、若者が一人でも多く残れることに努力できる様な一人、一人のしっかりした人間性を望みます。町民の代表で
あると言う責任のある考えをいつも持っていてほしいです。

314 町民の声を聞いてよりよい国見町にしてもらいたい。まだまだ問題があります。議員の皆様に期待しております。
315 国見町議会その他として、生活保護費のことについて（支給）よく実態を調べてからにしてほしい。

316
自立を選んだ国見町が今後、維待、発展して行く為、大田町長が言う「オール国見」に協力して行く事が必要。ただし、今後の町政に関して、変
だと思われる事があれば、どしどし意見を言って行く事は必要。次の選挙の点取を考えて行動していると町民には理解されません。「国見町の
為に」と考え行動していると、結果がついてくると思います。

317 県北パーキングの活用！！（トイレ、自販機の設置！！）
318 地元議員は仮置場に全く感心がないような気がする

319

国見町議会は、国見町の今そしてこれからを決めていくための重要な機関です。東日本大震災という危機に直面し、より一層の期待が町民か
らもかかっていると思います。我々一町民も議会の皆さまや行政におんぶにだっこしてもらっているだけでは、この苦難は乗り越えていくことが
難しいでしょう。今こそ国見町の町民、議会、行政、民間の活力が一体となって“チーム国見”を結成し、未来に向かって歩みを進めるべき時だ
と思います。そのためにも、まずは議会を構成する議員の方々と町民との距離を身近なものとすること、議会で何が行われどのように町政に反
映されているのかについて、従来のメディアに接点のなかった町民に対していかにアプローチしていくことができるかということなどの課題に取
り組むことで町民を少しずつ巻き込んだ形との国見町議会となっていくよう、活動していっていただきたいと思っています。

320 話しだけでは、なっとくいかないので、自行あるのみ、やらなければならない
321 原発事故により、不安を感じることが多いです。町議会の方からも国にこの状況をわかっていただけるようはたらきかけていって欲しいです。
322 議員の仕事中で旅行とか、お金を使う事とわいけないと思います。町のためにはならない。――――君しっかりなさい。
323 議会で決めた事に大しては良づしも実行になっていないので残念である。
324 これからも国見町のために、がんばってもらいたいと思います。
325 自分の頭だけで考えなくて、町民の意見をよく聞くこと。
326 あこのアンケートは、よいと思います。
327 町民の意見に対して、納得する仕事していないのに給料が多すぎる

328

町内の要望は議員ではなく町内会長と言う話を聞いています。議員は議会を開くための議員ではないですか。藤田の駅に直売所と電車を待っ
ている人の休める処、コーヒーの飲める所を考えて下さい。３ヶ～４ヶ月の藤田駅におりる人の調査をしてみて下さい。遠く、東京方面から毎月
の様に来るお客様が多いのを知ってますか、地元の果物野菜を買ってもらう、毎日通勤している人が豆つとか、納豆とか、ちょこと買い物が出
来る店を駅の事ム所を借りて開いたらパート１時間５００円位と建物の改修費の町のお金で人の集まれる場所を

329 議員報酬は日額にしてはいかがですか。
330 議員が多すぎる。
331 近くの河川が泥や草で幅が半分以下になっている。
332 ゆとり有る生活
333 お年寄りをもっと大切に大事に、７０才以上の医療保険２割はやめて下され

334
人数を減らすべきだと思う。『色々と問題がでて（ニュースｅｔｃ）、出身は？と聞かれ、くにみというと、あ～と、あまり良い印象がなさすぎる。多す
ぎるからそう問題が多いのでは？と思います。

335 議会と言っても町長のチェック機能をやっているだけだと思う。議会独自での発案は感じられない。町職員の言う通りになっているように思う。

336
前町長の時より、議員と町長の関係は良いと思う。前より議員同志議員と町長とかの対立がないと思うが中はわからない。あまり仲良しでも困
るが、町民が不快になる様な対立は良くないと思う。

337 インターネットによる議会中継を夜の時間帯に見れるように録画放送して欲しい。（白昼は仕事などで家にいないので見れないため）
338 新役場を早く復活していただきたい。

339
この件は、議会には直接的な事でないが今、街を歩くと、目に入るのが活況の無い街並を感じます。町財政に大きく影響があるのではと心配さ
れます。唯だ歩くのでは目を開い情況認識を画って頂きたい。この点を含めての３４２万円だと思います。

340
・議員に若い方がいると、新しい発想、違った観点からの見方ができるのではないか、同じような年齢（年配）の方ばかりでは、同じような考えし
か出ないと思う。・除染（住宅＆下水処理場の汚染物の処理について）について、話し合いを進め早急に対応してほしい。

341 町議会では何を決定しているのですか？何を議論しているのですか？何をするために存在しているのですか？伊達市になる予定はないです
342 議員はもう少し町民のため動いて下さい

343
町民が主役の議会にしてほしい。町のビジョンが見えない→見える様にしてほしい。一度思いきって手当を日当性にしてみてはいかがですか、
どれだけの人が本当に町民のために活動してくれるかみてみたい。

344 自分の事しか考えてない。もっと地元を大切に地元の代表なんだからしっかりやれ
345 大変なお仕事だと思いますが、国見町のために頑張って下さい。

346
議員一人一人が町を良くするのだという。気構えを持って、積極的に活動し、議員のお互いの協力によって、議決し、活気のある町づくりに活
動していただきたい。

347 町民の小さな問題、要望を受け入れるポストを各町内会ごとに設けると、要望を集めやすいと考えます。（現実の問題等）

348
町に対してですが、ホールボディカウンターは全員対象にはならないのでしょうか。（伊達市などは全員対象で２回程行っていると聞いていま
す。）そのような対応が遅いと思います。

349
ニュータウン住みだって町税はしっかりとられているのでニュータウンに少しかえしてほしい。ニュータウンに住んだ時は子供も小さかったが一
人前になったので。町で駐車場あればいい、車でくる時があるので

350 地震に強い役場を作ってほしい。仕事場が少ない。
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351 アンケート結果を町民の皆さんにきちんと公表して下さい。

352
商店街の活気がない。スーパーが少ない（コープマートしかない）下水処理場の汚泥処理（保管の建物）が増加しているが、何年で限界になる
のか？悪臭や、近隣住民への身体影響は？（特に子供）

353
３．１１震災の時、いち早く１人暮しの方に顔出した議員もいた様でしたが、心配して回ってくれた議員は少なかった様な気がしました。町議員だ
とゆう事、その時は忘れたなと思いました。

354 ・人口を増す事をもみんなで考えたい。
355 悪いイメージしかない
356 国見町が活性化し、若者が住みやすい町にしてほしい

357
本当に町民や町のことを考えて議員をしているのかが不透明である。議員報告会を計画しているのは、大変良いことだと思うので、早急に始
めて頂きたい。

358
年間の報酬が約３４２万円とは知らなかったです。議会が毎日ある訳でもないのに、かなり多いと思います。日割りにした方がいいのでは？も
しくは、報酬を減らした方がいいのでは。減額した分で、国見町をもっと良く出来るのではないですか？逮捕者が出て、全県民に悪いイメージ
が付いてしまった国見町。変えるのは、今なのではないでしょうか。

359 徳江親御から徳江神明様間道路を広げて下さい、期待して居ます。

360
町議会議員の報酬について、報酬は実績に応じたポイント制にして下さい。何もしなくても４年間で１，０５６万円になります。それに見合った仕
事をしてほしいです。処理場の汚泥をはやく撤去して下さい。夏場の臭いが酷すぎます。国見町の除染が遅れている。速かにお願いします。

361

震災の翌年に行こなわれた花火大会などは、町を活気づけるための大きなチャンスだったと思う。あの花火大会を町が協力して毎年行い大曲
の花火大会までとはいかなくても有名して年に１回でも大勢の人間を動かすイベント等は町を活性化するきっかけになると思う。そういった人を
よびこむ施策を議会に期待したいが、今の議員にはできないと思う。このまま義経祭り、止まりでは、町内の人間だけが盛り上がるだけで、一
部の人間にはあきられているのは明白であるので、もっと他の町、市、県から人が集まる施策を考えてもらいたい。

362 町発展のため頑張って下さい。
363 質疑応答を読むと意見や要望が通るとは思えない
364 以前あまり良い返答がなかった為、今ではあまり感心がない
365 名前だけの議員であると思われる。真剣さがない？まじめでない。とくに――――。この人はいいかげん私生活において女好きで…セクハラ。
366 「議会報告会」の開催など、一般町民と直に接触できる機会を持つことはとても良い。
367 かいとうの設置状況と是正案について、ない予算に対する処置要領の考察について
368 皆がなかない町にしてほしい。

369
震災について。生徒会等…。震災さえなければ、幸だった。将来性、我々は、今、幸せか否か。人の心の恐しさ、私達は今、自分を見つめ、ど
んな自分でいれるか。人の不幸の土台の上に成りたっている。そうした時、我等は、自分を見つめるのである。

370 選挙時だけでなく、町民目線に立った目に見える日常的な活動をして貰いたい。

371
議会の対する意見ではありませんが、このアンケート自体、意味がある物なのかと思うくらい町議会には、興味ありません。なので特に要望な
どもありません。そちらサイドで何でも決めて頂いてもかまわないと思っております。決まった事に対して、不満を言おうとも思っていません。つ
まらない街だと感じたら、引越すつもりです。

372
期待はしておりませんが、失望させられるのも、お断りです。一個人の意見など、聞く耳持たずの町議会だと思っていますので、アンケートなど
する必要性があるのか？と思うし、実施する意味もわかりません。無駄な予算を使ってほしくないです。

373
町議のアンケートを取る前に、町役場のアンケートを取るのが急では？。役場は、町民がお客様と同じ、町議も同じ。もっと町民のことを大切に
考えて欲しい。

374 御苦労様です。今後共、お世話になります。皆々のご活躍を祈ります。
375 今までアンケートを見て改革されてないと思います。あまり調査の有効性を感じていません。

376
・議員報酬に見合った仕事をしているのか。会期は１年中という事ではないのではないか。一人一人の活動状況を知らせるべきだと思う。パソ
コンを使える年令は限られているだろうから。税金を払っている身としては、１０年前に比べ、年々市町村民税があがっている様な気がする。こ
れから役場庁舎も作られるだろうけれど、箱物にかかるお金は大変な物で、２～３００万（年間）位しか収入がない割に、税金が高すぎてびっく

377 ・国見町をもっと、活性化する様に、色々考えて行動してほしい。
378 色々問題が山積するなか、町長や役場の職員にまかせっきりにしないで、スピード感を持って事にあたって欲しい。
379 ・議員の定数の多い。－－報酬が多い。・災害時に議員さん方は何をしていた。
380 （１）町民増加になる様に町政作りして欲しい。
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