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■調査実施の背景と目的 

  

熊取町議会においては、平成２０年４月、全国の町村に先駆けて「議会基本条例」を

制定し、議会報告会をはじめ独自に議会広報を発行するなど、町民に開かれ、そして町

民とともに歩む議会を目指して先進的な活動をしています。 

また、一方で、これまでの議決機関としてのチェック機能を果たしながら、議論を尽

くしてより良いまちづくりにもまい進してきました。 

しかしながら、社会経済情勢は大きく変動し、少子高齢化の進展による人口減少社会

となった今日、地方自治体の行財政運営は困難に直面し、議会に求められる役割もます

ます重要なものとなっています。 

このような状況のもと、議会機能の強化、効率的な議事運営等議会改革の推進に努め、

より一層「開かれた議会」をめざすための調査、検討を行うことを目的に、令和元年９

月議会定例会において、「議会改革検討特別委員会」を設置しました。 

議会改革検討特別委員会では、①議員定数②議員報酬③タブレット端末の導入（令和

２年１２月議会定例会より運用）④通年議会などの項目について調査、検討を進めるこ

ととしています。 

 また、調査検討の手法として、研修会や先進地視察の実施により議会改革の現状と課

題について見識を深めるとともに、住民の皆様の意見を改革に反映するためにアンケー

ト調査を活用することとしました。 

 本アンケートの趣旨をご理解のうえ、ご協力賜りますようお願いいたします。 

 

            令和３年１０月  熊取町議会 議会改革検討特別委員会 

 

 

◎ご回答にあたって 

 １．このアンケートは熊取町在住の方で１８歳以上の方を対象としています。 

２．アンケートにはお名前、住所を書いていただく必要はありません。 

３．質問の回答は、直接アンケート用紙にご記入ください。 

４．ご記入いただいたアンケート用紙は、次の方法により回答してください。 

 ・町議会ホームページからダウンロードしたアンケート用紙に回答を入力して、

議会事務局宛のメールに添付して送信 

  メールアドレス gikai-jimukyoku@town.kumatori.lg.jp 

５．回答は令和３年１０月３１日（日）必着でお願いします。 

６．集計結果は、熊取町及び熊取町議会のホームページ内に１２月下旬頃公表する

予定です。 

 

◎アンケートの問い合わせ先 

熊取町議会事務局 議会総務課 

電話：０７２－４５２－９０２３（直通） 
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１．あなた自身について 
（１）性別を教えてください 

   ☐①男性  ☐②女性  ☐③回答しない 

 

（２）年代を教えてください 

   ☐①２０代未満 ☐②２０代 ☐③３０代 ☐④４０代 ☐⑤５０代 

 ☐⑥６０代  ☐⑦７０代以上 

 

（３）町議会議員の選挙に行きますか 

   ☐①毎回選挙に行く ☐②選挙に行かない時もある ☐③全く選挙に行かない 

（３）－１ ①と回答された理由【複数回答可】 

  ☐①町政を良くするためには投票することが大切だから 

  ☐②投票することは国民の権利だから 

  ☐③支持する候補者を当選させたかったから 

  ☐④町政や選挙に興味があるから 

  ☐⑤団体・組織・知人などに頼まれたから 

  ☐⑥特に理由はない 

  ☐⑦その他（自由意見） 

   〔                               〕 
（３）－２ ②又は③と回答された理由【複数回答可】 

    ☐①仕事や病気などで行けなかったから 

    ☐②投票所の場所や施設が不便だったから 

    ☐③町議会に興味がないから 

    ☐④選挙の争点や人柄、政策の情報がよく分からなかったから 

    ☐⑤自分が投票しても結果が変わらず同じだから 

    ☐⑥どの候補者もたいして違いがないから 

    ☐⑦投票に行くのが面倒だから 

    ☐⑧その他（自由意見） 

     〔                               〕 
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２．議会の活動について 
（１）全国の町村に先駆けて、議会基本条例を平成２０年に制定していますが知ってい

ますか 

  ☐①よく知っている ☐②知っている ☐③あまり知らない ☐④全く知らない 

 

（２）町議会に関心がありますか 

   ☐①ある ☐②少しある ☐③あまりない ☐④全くない 

  （２）－１ ①又は②と回答された理由【複数回答可】 

    ☐①自分に関係があると思うから 

    ☐②知っている議員がいるから 

    ☐③生活に密接な関係があるから 

    ☐④自分が住むまちに愛着があるから 

    ☐⑤税金を払っているから 

    ☐⑥町政に興味があるから 

    ☐⑦その他（自由意見） 

     〔                               〕 
  （２）－２ ③又は④と回答された理由【複数回答可】 

    ☐①自分に関係がないと思うから 

    ☐②知っている議員がいないから 

    ☐③生活にあまり関係ないから 

    ☐④自分が住むまちに愛着がないから 

    ☐⑤議員が何をしているかわからないから 

    ☐⑥忙しいから 

    ☐⑦その他（自由意見） 

     〔                               〕 
 

（３）現在の町議会をどのように評価しますか 

   ☐①大いに評価する ☐②ある程度評価する ☐③あまり評価しない 

 ☐④全く評価しない ☐⑤わからない 

  （３）－１ 回答された理由 

     〔                               〕 
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（４）町議会は住民に開かれていると思いますか 

   ☐①開かれている ☐②開かれていない ☐③どちらともいえない 

 ☐④わからない 

  （４）－１ ②又は③に回答された理由【複数回答可】 

☐①意見が反映されない ☐②活動がわからない ☐③住民との接点がない 

☐④情報が少ない 

☐⑤その他（自由意見） 

     〔                              〕 
 

（５）町議会の本会議を見たことがありますか【複数回答可】 

   ☐①議場で傍聴 ☐②議会インターネット録画配信 

 ☐③本庁舎（１階ロビー）のテレビ ☐④見たことがない 

  （５）－１ ①②③と回答された方で傍聴しようと思った理由【複数回答可】 

    ☐①議会に関心があった ☐②提出されている議案に関心があった 

 ☐③請願・意見書の審査に関心があった ☐④議員から声掛けされた 

 ☐⑤その他（自由意見） 

  〔                              〕 
（５）－２ ④と回答された理由【複数回答可】 

    ☐①議会に関心がない ☐②仕事や家事、育児で忙しい 

 ☐③いつ議会が行われているかわからない ☐④見方がわからない 

 ☐⑤その他（自由意見） 

   〔                              〕 
 

（６）町議会の情報をどのようにして得ていますか【複数回答可】 

   ☐①議場で傍聴  ☐②議会インターネット録画配信  ☐③議会だより 

 ☐④議会ホームページ  ☐⑤議会報告会  ☐⑥議員から直接 

 ☐⑦議員個人の広報紙  ☐⑧議員個人のホームページ・ＳＮＳ等 

 ☐⑨特に情報を得ていない 

 ☐⑩その他（自由意見） 

     〔                              〕 
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（７）あなたの意見や住民の声が町議会に反映されていると思いますか 

   ☐①反映されている ☐②概ね反映されている ☐③あまり反映されていない 

 ☐④全く反映されていない ☐⑤わからない 

  （７）－１ ③又は④と回答された理由【複数回答可】 

    ☐①住民との対話がない ☐②地元の要望が実現されてない 

 ☐③請願・陳情等の要望事項への対応が不十分 

 ☐④その他（自由意見） 

      〔                              〕 
（８）町議会は行政を監視し、チェックする役割がありますが、この監視機能を果たし

ていると思いますか 

   ☐①大いに果たしている ☐②概ね果たしている ☐③あまり果たしていない 

 ☐④全く果たしていない ☐⑤わからない 

 （８）－１ 回答された理由（自由意見） 

      〔                              〕 
（９）町議会に対し、期待や信頼をしていますか 

   ☐①期待し信頼している ☐②どちらかと言えば期待し信頼している 

 ☐③どちらかと言えば期待し信頼していない ☐④全く信頼し期待していない 

  （９）－１ 回答された理由（自由意見） 

      〔                              〕 
（１０）町議会は議会改革を進めようとしています。特に改革を進めてほしいと思うこ

とはなんですか【複数回答可】 

☐①議会や議員の活動情報の積極的な提供・公開（ホームページ、議会だよりの

充実） 

☐②議員による説明責任の徹底（議会報告会の充実） 

☐③住民が議会や議員に意見等を述べられる機会の提供 

☐④議会の審査機能の向上、政策提言機能の強化 

☐⑤議員の資質向上（知識や情報の収集能力、議員力の向上） 

☐⑥議員定数の見直し 

☐⑦議員報酬などの見直し 

☐⑧その他（自由意見） 

       〔                              〕 
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３．議員の職務について 
（１）議員の活動内容をご存知ですか 

   ☐①よく知っている  ☐②少し知っている  ☐③あまり知らない 

 ☐④全く知らない 

（２）議員に意見や要望を伝えたことがありますか 

   ☐①伝えたことがある  ☐②伝えたことがない 

（２）－１ ②と回答された理由【複数回答可】 

  ☐①意見や要望が特にない 

  ☐②議員と面識がなく伝えにくい 

☐③議員に意見・要望しても実現が期待できない 

☐④伝える手段がわからない 

☐⑤意見や要望は直接役場に伝える 

☐⑥区長・自治会長に伝える 

☐⑦その他（自由意見） 

    〔                              〕 
（３）議員の仕事や権限であなたが重要と思われる項目をお答えください【複数回答可】 

   ☐①執行部へのチェック機能を果たすこと 

   ☐②政策案等の提言や提案すること 

   ☐③将来ビジョン等を議論すること 

   ☐④議会情報・行政情報をもっと住民に知らせること 

   ☐⑤住民との意見交換等を積極的に行うこと 

   ☐⑥地域をこまめに回り、行政への苦情や要望等を聞くこと 

   ☐⑦地元地域の行事やボランティア活動へ参画すること 

   ☐⑧その他（自由意見） 

      〔                              〕 
（４）議員には、議会での意思決定結果や議会運営等について、住民への説明責任が課

せられていますが、どのように感じていますか 

   ☐①責任を果たしていると思う ☐②十分とは言えないが努力していると思う 

   ☐③責任を果たしているとは思えない ☐④わからない 

   ☐⑤その他（自由意見） 

      〔                              〕 
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４．議会報告会について 
      

 

 

 

（１）議会報告会に出席されますか 

   ☐①必ず出席する ☐②たまに出席する ☐③ほとんど出席しない 

 ☐④全く出席しない ☐⑤議会報告会を行っていることを知らなかった 

  （１）－１ ③又は④と回答された理由【複数回答可】 

    ☐①興味がない 

    ☐②内容が難しい 

    ☐③内容がつまらない 

    ☐④知りたい情報がない 

    ☐⑤忙しくて都合がつかない 

    ☐⑥その他（自由意見） 

      〔                              〕 
 

（２）開催回数や方法、場所など改善すべき点があればお聞かせください（自由意見） 

   〔                                 〕 
 

 

 

 

 

 

（参考） 

  実施概要 

   ・全議員を３班に分けて各班毎で報告会を実施 

・毎定例会（年４回）後、各自治会を訪問（年間約１９～２０自治会） 

・全体会を年２回実施（５月・１１月） 

 
 

※コロナ禍の為、令和２年５月から議会報告会は開催していません。 

議会報告会の実施概要については、下記の（参考）をご覧ください。 
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５．議会だよりについて 
（１）議会だよりを年４回発行しています。議会だよりを読まれていますか 

  ☐①毎回読んでいる  ☐②時々読んでいる 

 ☐③見たことがあるがほとんど読まない  ☐④全く読まない 

 ☐⑤知らない、見たことがない 

 （１）－１ ①又は②と回答された理由 

どのような内容をご覧になりますか【複数回答可】 

☐①定例会の結果報告 ☐②主な議案の説明 ☐③請願・意見書 

☐④決算・予算の状況 ☐⑤一般・会派代表質問 ☐⑥政務活動費の収支報告 

☐⑦議会日程 ☐⑧議会報告会の日程 

☐⑨その他（自由記載） 

   〔                               〕 
（１）－２ ③又は④と回答された理由【複数回答可】 

 ☐①興味がない  ☐②内容が難しい  ☐③内容がつまらない 

  ☐④知りたい情報がない 

    ☐⑤その他（自由意見） 

     〔                               〕 
 

（２）内容についてどう思いますか 

   ☐①わかりやすい  ☐②どちらかといえばわかりやすい 

 ☐③どちらかといえばわかりにくい  ☐④わかりにくい 

   ☐⑤その他（自由意見） 

     〔                               〕 
 

（３）今後、議会だよりを改善してほしいことは何ですか【複数回答可】 

   ☐①もっと文字を大きくしてほしい  ☐②写真や図をたくさん使ってほしい 

 ☐③もっと説明を簡単にしてほしい  ☐④もっと説明を詳しくしてほしい 

 ☐⑤新しいコーナーを設けてほしい  ☐⑥表紙を工夫してほしい 

☐⑦改善する必要はない  

☐⑧その他（自由意見） 

     〔                               〕 



 

- 9 - 
 

６．議会ホームページについて 
（１）町議会のホームページを利用したことがありますか 

   ☐①よく利用する  ☐②時々利用する  ☐③あまり利用しない 

 ☐④全く利用しない  ☐⑤あることを知らなかった 

 ☐⑥インターネットを見ることができない 

 （１）－１ ①又は②と回答された理由 

どのような内容をご覧になりますか【複数回答可】 

☐①議会日程 ☐②定例会等の議案 ☐③議会録画配信 ☐④会議録の検索 

☐⑤議員名簿 ☐⑥一般・会派代表質問 ☐⑦政務活動費 ☐⑧議会だより 

☐⑨その他（自由記載） 

      〔                              〕 
  （１）－２ ③又は④と回答された理由【複数回答可】 

   ☐①興味がない  ☐②内容が難しい  ☐③内容がつまらない 

    ☐④知りたい情報がない 

    ☐⑤その他（自由意見） 

      〔                              〕 
 

（２）ホームページに掲載又は改善してほしい点はありますか（自由意見） 

      〔                              〕 
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７．議会インターネット録画配信について 
（１）現在インターネット（You Tube）で議員の一般質問や委員会の模様を録画配信し

ていますが見たことはありますか 

☐①毎回見ている  ☐②時々見ている  ☐③ほとんど見たことない 

☐④全く見たことがない  ☐⑤録画配信されていることを知らなかった 

  （１）－１ ①又は②と回答された理由 

視聴された感想はいかがですか【複数回答可】 

    ☐①きちんと議論や審議がされている 

    ☐②あまり議論や審議がされていない 

    ☐③よくわからない 

    ☐④知りたい情報の議論が行われていない 

    ☐⑤その他（自由意見） 

      〔                              〕 
  （１）－２ ③又は④と回答された理由【複数回答可】 

    ☐①パソコンやスマートフォンを持っていない 

    ☐②インターネットをやったことがない 

    ☐③どうやって見るのかよくわからない 

    ☐④時間がない 

☐⑤町議会に関心がない 

☐⑥その他（自由意見） 

      〔                              〕 
 

（２）今後、改善してほしい点はありますか（自由意見） 

      〔                              〕 
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８．議員定数について 
   ※他団体の状況については、別途添付しています別紙１、別紙２をご覧下さい。 

 

（１）議員定数（１４人）についてどう思いますか 

☐①適当だと思う  ☐②多いと思う（    人が適当） 

 ☐③少ないと思う（    人が適当）  ☐④わからない 

（１）－１ 回答された理由【複数回答可】 

  ☐①議会・議員の活動状況から ☐②町の面積規模から ☐③町の人口規模から 

 ☐④町の財政規模から ☐⑤他市町村の状況から 

   ☐⑥その他（自由意見） 

      〔                              〕 
 

 

９．議員報酬について 
   ※他団体の状況については、別途添付しています別紙１、別紙２をご覧下さい。 

 

（１）議員報酬（３００，０００円／月額）についてどう思いますか 

☐①適当だと思う ☐②多いと思う（          円が適当） 

 ☐③少ないと思う（          円が適当）  ☐④わからない 

（１）－１ 回答された理由【複数回答可】 

   ☐①議会・議員の活動状況から ☐②町の面積規模から ☐③町の人口規模から 

 ☐④町の財政規模から ☐⑤他市町村の状況から 

 ☐⑥その他（自由意見） 

      〔                              〕 
 

 

 

 

※質問８．９．共通参考資料 

 別紙１ 全国町村議員の人口区分別報酬額及び定数集計表 

   別紙２ 大阪府内市町村議員の報酬額及び定数一覧表 
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１０．その他 
（１）最後に、町議会や町議会議員に対するご意見やご要望、今後、議会で取り組んで

ほしい課題等なんでも結構ですので、お気づきの点がございましたら自由にご記

入ください（※個人批判等はご遠慮ください） 

 

 

 

 

※ご協力ありがとうございました 


