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1 調査の目的 

     

千歳市議会では、「市民に、より信頼される議会」を目標に議会改革を進める

ため、平成25年3月に「議会改革推進プラン」を策定しました。 

昨年6月に改選された議会において、同プランに基づく議会改革の継続を決定

するとともに、各取り組み項目の達成目標時期を1年以内の「短期」、2年以内の

「中期」及び2年を超える「長期」に分類のうえ、議会運営委員会が中心となっ

て精力的に検討・協議を行っています。 

これまで、議会改革推進の取組みにおきまして広く市民の皆さまのご意見等を

伺う機会として、「市民の声を聴く会」を平成２４年８月と平成２６年２月に開

催し、また、「千歳市議会に対するアンケート」を平成２４年１２月発行の「ち

とせ市議会だより」を通じて実施したところであります。 

今回のアンケートは、平成２４年度に続いて実施したものであり、議会改革推

進プランに位置づけた取り組みとして、議員定数や議員報酬などについて、市民

の皆さまの率直なご意見等を伺うために実施しました。 

 

２ 調査方法 

 

(1) 調査地域    千歳市全域 

 

(2) 調査方法 

アンケート用紙は、平成26年5月1日発行「ちとせ市議会だより №163号」

に、号外としてアンケート用紙の折り込みを行い、市内全戸に配布を行うととも

に、議会事務局、市役所本庁舎１階総合案内、市役所各支所、千歳駅市民サービ

スセンター、市内の各コミュニティーセンターに、アンケート用紙を配置した。

アンケートの回答は無記名で、郵送、ファックス及び市内各施設に配置したアン

ケート回収箱への投函により行う方式としました。 

 

 (3) 調査期間  平成26年4月26日（土）～平成26年6月9日(月) 

       ※郵送による回答は6月9日到着分までを集計しています。 

 

 

３ 回収状況 

   

発 行 数 回収枚数 回 収 率  

４３，８４７ ３１８ ０．７３％ 

   ※発行数には、コミュニティーセンターなど市内の施設に配置したアンケート用紙の枚数

は含まない。 
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４ 調査項目 

 

 (1) 回答者の属性（問１） 

 

 (2) 市議会に対する関心（問２） 

 

 (3) 市議会に対する期待事項（問３） 

 

 (4) 議員定数（問４） 

 

 (5) 議員報酬（問５） 

 

 (6) 市議会に対する意見、要望等（問６） 

 

 

 

５ 集計結果の見方 

 

 (1) この報告書においては、各質問に対する回答を単純集計しています。 

 

 (2) 調査結果の各グラフでは、構成比率（％）において小数点第２位を四捨五入し

ています。 

 

 (3) 集計結果におけるその他のご意見等や自由記述のご意見・ご要望等は、原則と 

して原文のまま掲載しています。ただし、誹謗中傷に該当すると思われるご意見 

等は、一部削除しています。
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６ 集計結果 

 

 

     

 

 

 

 

            

                                  

 

問１ あなたの性別と年齢を教えてください。 

・男性 …… 204人 

・女性 …… 111人 

・無回答……  3人 

 

・19歳以下… 1人 

・20歳代 …  7人 

・30歳代 … 14人 

・40歳代 … 23人 

・50歳代 … 47人 

・60歳代 … 91人 

・70歳代 … 91人 

・80歳代 … 23人 

・90歳以上… 1人 

・無回答 … 20人 

 

平均年齢 63.0歳 
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問 2 千歳市議会に関心がありますか。 

問 3 あなたが市議会議員に期待することは何ですか？ （複数回答可） 

・関心がある… 230人 

・関心がない…  17人 

・どちらともいえない 

… 69人 

・無回答………   2人 

 

・予算の執行など財政分野のチェック… 175人 

・福祉・医療・教育など生活に欠かせない分野の施策を改善… 215人 

・道路・除雪・上下水道など生活環境に関する分野の施策の改善… 179人 

・困ったときの生活相談役としての存在… 67人 

・政策提言または施策の議員提案、そのための資質向上… 150人 

・議会活動の情報公開… 116人 

・その他… 61人 

・無回答… 1人 
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問３で「その他」と答えた方の記述意見 

1 子育て支援を充実してほしい。 

2 医療＝個人病院→市民病院へ、うちでは手術は出来ませんので札幌かエニワを紹介しま

すとのこと（地元でね）。防音対策＝S57.3後建てた住宅も工事対象になるように。 

3 雇用問題 

4 市民に選ばれているのですから、大胆に自信を持って考えを実行されてください。 

5 議員としての責任感、奉仕の精神 

6 市民の相談事にもっと真剣に耳をかたむけ相談にのるべし。 

7 なにも期待することはありません。現議員にはもう少しまともな人が登場して下さい。 

8 自衛隊の交付金にアグラをかいて。少子高齢化に対応 

9 治安、安全に対する施策 

10 議会民主主義の立場から市民からの陳情や請願などを積極的に取り上げる。 

11 無投票当選にあぐらをかいてはならない 

12 公園の美化、特に樹木の現状。不用な木は切る。 

13 一般市民の立場、人並以下の生活をしている人の身になって考え、仕事をしてほしい 

14 冬が長いので、除雪をもっとていねいにしてほしい。 

15 「市議会だより」に時期の議会予定表を載せてほしい。パソコンは使えないため。 

16 街造りの基本的な思考 

17 無投票で選ばれた議員であるが、活力ある議会を実践して欲しい。 

18 なにもない。 

19 議員は奉仕の精神を忘れているのでは。 

20 期待してない。 

21 何事も長い目で考えてやってほしい。（自分のお金なら、そうすると思います。） 

22 医療問題で私は１０年前から市長、議員に。当市は当番医も内科、それも午前０時で終

了。なぜ24時間当直出来ないのか？苫小牧は各個人医が当番し、午後6時から明8時 

23 体育施設の整備 

24 議員活動の公開 

25 市の将来に対するビジョン 

26 ムダな公共工事をしない！ 

27 関心があるので傍聴に行きますが、横文字が多くてわからないことがある。 

28 老人の休息の場。行き場所を作ってほしい。 

29 期待できない。 

30 除雪作業完了後（春に）、市民に反省と報告をして下さい。 

31 市民の本当の要望を聞いてくれる事と、相談役となってほしい。 

32 議員活動報告を定期的に実施する事。「街宣活動を含む市政報告等」 

33 自分のアピールばかりではなく、真に千歳市に対するチェック機能。 

34 大雪の時、玄関先にかたい雪をおかれると困る。 

35 質問事項の現場での指導写真あたりの掲載を。 

36 現状は誌面上でしか解りませんが、住み良い市。市民の声の良く通る市であってホシイ

デス！！ 

37 無能な人が多すぎる 

38 無駄な歳費を使っていないか。 

39 こまっている人たすけることでないですか。 

40 地域格差の解消。 
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41 行政のチェックマンとしての資質向上のため勉強してほしい。 

42 自己実現 

43 市職員の質の向上、査定をつけ、やる気を持たせる。天下り、今年もありました。‥い

いのですか。名前ホントに出ますよ。天下りは廃止すべき、私情まじりの嘱託雇用。（

財政分野のチェック）おおざっぱすぎ!冬季間の土木工事不要！ 

44 生活保護者への資格を厳しくチェック。 

45 市内巡回し、中小零細企業等の意見を聞く事。 

46 中心街の空洞化久しいです。郊外でも生活しやすい地域も有りますが、交通も不便、日

常の買い物も大変（車のある人は別）、最近問題になっている買い物難民。地域から議

員が出ていますが、何の役に立っている？議員は市民全体を見なければならないが、先

ずご自身が住んでいる地域に何が不足しているか等出して考え、実行していく事を望み

ます。 

47 専門的な知識がなさすぎる。知ったかぶりが多い。自分達の報酬の使いみちのチェック

をした方がいいのでは？ 

48 向陽台地区の発展。 

49 私達の様に、日々8時間働いているのですか？ 

50 防音工事もしっかりやって下さい。同じところばかりしないで。 

51 上記（問３の選択肢）と関係するが、議会活動の市民へのフィードバック。 

52 まともな政治活動 

53 出席した人の話では、とても老人には理解出来ない、むずかしい言葉だといってます。 

54 公約の達成度？他議員との差のあり方など‥‥ｅｔｃ。 

55 無気力議員に期待などありません。 

56 人件費など無駄があるか議論してほしい。 

57 行財政改革 

58 提案や意見ばかりでなく自分で行動すること。    
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問４で「現状でよい」と答えた方の理由（記述意見） 

1 地方議員より国会議員の定数を減らすべきだ。 

2 近隣市議会との比較によっての判断です。 

3 地方自治体の人口減、財政状況もあり、定数減の傾向にあります。市民の声をまんべん

なく吸収、反映させるためには、25名くらいが良いのではと思います。 

4 人口が増える傾向なので、現状でよい。しかし、同じ人が長くいるのはよくないと思う

ので、連続任期を決めて欲しい。 

5 周辺地域の定数と比較して、当面現状でよいのではないですか。 

6 他の町と比べて、特に多くもなく、少なくもない。自衛隊もあり、基地の街として議員

さんの活動範囲も広いと思いますので、このままでよいと思います。 

7 道内の市町村の議員定数を比較して見ても、同程度と思う。 

8 足りているのか、不足しているのかも分からない。 

9 イギリスの国会議員と比較してみて下さい。国会のイスはレザー張り・木製のイスです。

ボランティアということは、自営業を持っていることです。 

10 議員の立場でない我々に判断出来ることでしょうか？議員の皆様が判断し、正々堂々と

主張すべき。 

11 より良い市政を構築する意味合いで、それぞれが真剣に立ち向かっていくことが市民の

期待となる。どの様なことでも動き、働きかける精神でのぞんでほしい。 

12 市民の声を広く聞いて欲しいから。 

13 議員の質が高いことを前提とすれば、議論の深まりのためには、一定数が必要である。 

14 95,000の人口を見ても妥当と思う 

15 改選時定数に満たさないようなことは許せない。必ず選挙を実施するよう要望する。 

16 今の人口の割合からは適切な人数と思います。 

問 4 千歳市議会の現在の議員定数２５名について、どうお考えですか？ 

・現状でよい… 49人 

・増やした方がよい… 6人 

・減らした方がよい…251人 

・無回答…  12人 
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17 次回から考えたらよい。 

18 現在の活躍状況等を見ますと、現状でよいと思います。 

19 定数減にすると、市民の声が行政にとどきにくくなる為。 

20 よく分かりませんが、この人数で良いと思います。 

21 皆さん、よく働いておられる。 

22 妥当であると思う。 

23 1.地方自治法により25人は法令の基準内である。2.市民の声では、20人、18人、15人と

現状より少ない定数を声にするが、問題は議員の質である。 

24 たくさんいても、良い方向に進むとは限らない。 

25 市住宅に入れてもらい3年になります。私共こまっている人います。 

26 色々な人の話が聞けていいと思う。 

27 議員報酬額を徐々に一定水準まで減らす方が望ましい。 

28 金銭面で。 

29 千歳市の人口に比例する定数でよいと思います。 

30 3500人～4000人に対し1人の市議で、割合として良いと思う。 

31 他都市の人口比と見ても、まぁ、よいかな。しっかり、議員活動をしていると思える方

も、何をしているんだか！ と思う方もいるような。おヒゲを伸ばしている方もいるけ

ど、考えていただきたいですね。 

32 現時点では。 

33 広く市民の意見を聞き、議会で反映させる為には、これ以上の減員は反対。但し、議員

としての品位や資質、謙虚さ等、今迄以上の努力が必要。 

34 一定の人数がいなければ、多様な民意は反映されない。あらゆる年代の市民が議員にな

れる環境を議会につくってもらいたい。 

35 他市町村と比べて大きな差は無いので。 

 

 

問４で「増やした方がよい」と答えた方の理由（記述意見） 

1 国・道に対してアプローチを強くし、千歳市の発展に努力してほしい。 

2 身近に議員が居ると安心。幅広く市民の意見が聞き取る事ができるのでは。 

3 各議員が受け持っている課題をスムーズに解決できるようには見えません。もう少し増

やした方が良いのでは？ 

4 市民の声をより多く上げるため。議員報酬（経費）等、限られているので、1人分の経

費を減らし、定数増。 

5 市民の声が議会に届かなくなる。 

6 千歳は伸びる地区です。人数の分、アイディアも増す。色々な立場から切磋琢磨し、北

海道の千歳を考え、町を作ってほしい。 

 

 

問４で「減らした方がよい」と答えた方の理由（記述意見） 

1 多すぎる。20人でいいと思う。具体的に実行するのは、町内会の人などだから。 

2 市行政の運営責任者(市長）のコピー、補佐役化している現状では10名以内で良い。よ

り機能したとしても、1万人に1人の議員で良い。 

3 無投票での選挙ならば、20人位に減らした方が良いと思う 

4 「主な代表質問」程度のレベル内容なら5人もいれば充分かと。市議会とはいえ、特定
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の意見・意向が強すぎる。自衛隊OBに市政をどうこう言われたくない。 

5 迫力が感じられない。22～23人でよい。 

6 20人もいれば充分！30年住んでも生活が良くなったとは思えないし、議員がいるの？活

動しているの？と思えるから。15人もいればいい、本当は！ 

7 議員数増加しても、意見統一の結果、期待出来ない。 

8 ①無風選挙もしくは2～3人しか落選しない選挙は避けるべきである。 ②少数にする事

で、議員の資質の向上を図ることができるため。 

9 議会でいねむりをしている議員がいる。 

10 活動の実態が見えてこない。一度辞職した方が、理由があってやめたのに、何故戻れる

か気持ちがわかりかねる。 

11 多すぎる（国会議員も同様） 

12 その分、市政等(福祉)に掛けた方がよいと思う。 

13 何もしない議員や選挙の時だけいい顔するし、ちゃんと仕事していない 

14 優秀な人材と公的な活動に積極的な意欲を持った人を選出できる。 

15 一部の市民をのぞいて、この4月以降は大変な出費増で生活が苦しくなり、灯油高で、

国民年金で暮らす私は鼻水をふきふき灯油を節約しています。議員の方も、少しは市民

のこまっている気持ちをわかってもらい、市税をもっと大事に使ってほしい。 

16 一人の議員の仕事量が少ないのでは（議員報酬に見合った仕事をしてほしい。少数精鋭） 

17 人口比率から言っても多すぎる。15人もいれば充分である。 

18 市議会において代表質問を1度もしていない議員、又、1,2問～5問程度の質問しかない

人物は報酬を受け取る資格はない。無駄金になる。ただ数多ければ良いものでもない。

欠席者も多すぎる。 

19 昨年の市議選が無風であったという事の証明といえる。15人で良いと思う。おもいきっ

た削減をして、市民の信頼をとりもどすべきである。 

20 人口9万5000では多過ぎると思う。議員報酬をアップして、議員定数を20名が良いと思

う。 

21 議員定数が多い方が良いとの意見もあるが、私は反対で少数精鋭が必要。 

22 印象として、市議会が４会派以上に分かれてバラバラな分散行動を行っている現状では

、市長と戦略的に渡り合えるようなパワーは期待できない。むしろ定数を減らすことで

二元代表制に基づく機関対立力の強化が図れるならその方が望ましい。 

23 25人分の活動をしてほしい。直接関係ありませんが、福祉問題をもう少し改善してほし

い。町内会を通して出来る問題がある様に思われます。 

24 25名は多過ぎます。議会運営においても同じような質疑が重複しているように見受けら

れます。削減を考慮された方がいいと思います。 

25 議員としての自覚を持って住みやすい千歳の発展に貢献しているとは思えない。 

26 議員がなにをしているのか、又千歳のためになにをしているのか。 

27 議員の活動がみえない。何期も同じ議員が多すぎ。７０歳停年にすべきでは？ 

28 たいした仕事もしないで、議員という立場に甘んじている人がいたら税金のむだ使いで

ある。 

29 先回の選挙で市民の判定を受ける事なく、全員当選という事態が生起した為。一度、20

人程度に減らしてみて、どうしても議員の人数が不足して支障が出ると判断された場合

に限り、次回選挙で増員する。 

30 議員定数削減 

31 このゆるい地域で、25人は税金のムダ。※毎年同じ様な質問が来るが、全く改善が無い。
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何の意味があるのか？これこそ税金のムダです。 

32 あまり仕事の割には金額が多すぎる。 

33 議員の方は市民が選んだ代表であり、財政が大変なのであるから、報酬の額で仕事をす

るべきでないので、35万円が妥当。中小企業で働いている人は、これより少ない額で働

いている。 

34 無風は市民の責任。選挙なくして資質の向上はない。 

35 精鋭主義、本当にやる気のある人を選ぶこと。自宅もまともにまとめできない程の低度

な人材が多い。 

36 今回の選挙でわかる様に、ポスター掲示板に掲示されていない議員もいる。大半の議員

の方は万全なる選挙体制を確立して立候補しているのに、準備もせず当選した議員もい

るので、定員を減らす方向で検討していただきたい。 

37 千歳市議会広報等の活動内容から見て、市民5000人に議員1人の割合でも充分その任を

果たせると考える。（定数20人） 

38 苫小牧市でも28人とのことですので、千歳市は22名位でよい。 

39 市議会議員選挙が無投票になった理由の一つは定数が多すぎるからと思う。5人減して

もよい。 

40 千歳市のためにがんばってるという人が25人もいないと思う。もし貢献しているという

なら、千歳市民にアピールして下さい。 

41 平成24・25年度に於ける市役所施政の100％原案可決とは、施政の承認事項に本当これ

ほどの議員が必要か疑問に思う。 

42 いろんな年代の人を2～3人くらいで、15人くらいでじゅうぶんだと思う。あとは市民の

声をきく。 

43 皆様、会議に出席していますか？いねむりしていませんか？ 

44 1.先の無投票当選を解消する為、2.近隣市議会の状況との比較、3.千歳市の財政上身を

切る覚悟が必要 

45 市民が選ぶ状況を作ってほしい。定数が多すぎる。 

46 人口十万人以下であれば、議員数最高20名で十分と考えられる。有権者から最低では千

人以上の投票がなければ当選させない。車で名前だけ連呼するのは止めさせる。辻立ち

で考えを述べる。 

47 議員の活動がほとんど伝わってこない（知る努力を十分にしていない私にも責任はある

）。「市議会だより」（№163）で質問した人は21人のみが記載。 

48 使えない議員はいらない。 

49 苫小牧の人口からみると多いと思う。 

50 もう1人、2人減らしたらどうでしょう。 

51 何もやっていないから。 

52 市議の仕事をしている人は半分位しかいない様に思う。税のむだ使いと考える。ひまつ

ぶしをしている議員の多さに腹立たしい。 

53 ちとせ市議会だよりを確認していますが、市議会議員が市政について質問しているが、

25人の必要性を感じない。マンネリ化している。→20人でいい。 

54 千歳市は自衛隊の町です、全人口に占める割合（一般市民）から考えた場合、20名程で

十分だと思いますが。 

55 地方行政がしっかりしているので、行政のチェックなら町内会長でじゅうぶん。町内会

長がボランティアで兼務出来ると思う。出張など実費で精算すれば良い。 

56 参考情報を単純にみると、多いと思います。人口との割合、苫小牧をみると。 
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57 多いのではないか。20名くらいが適当であると思います。 

58 苫小牧市の17万人の人口に対し28人定数なので、千歳市の9万の人口に対し定数25人は

多いと感じる。 

59 25人で人数分の仕事が出きてないようだ。少数精鋭で良いと思う。20人でどうでしょう！ 

60 多いと思うからです。 

61 議員報酬が少ないから議員のなり手ない！！などと、とんでもない事を平気で言う議員

の神経が判らないです。議員報酬で食べて行くこと自体間違いで有ると気づかない無神

経さにあきれます。市民の気持ちをわかってください。 

62 議員になれる人がいない現状で、20人前後でよい。 

63 本会議等休む人が何人もいるので、信じられません。休んでも、なり立つので、減らし

た方がよい。 

64 20名でよい。（議会に出ない議員がいる！） 

65 議員報酬と活動の拡大の充実度が充分でない。市民とのコミュニケーションを密にし、

市政に反映させてもらいたい。22人がよい。 

66 税金の軽減、議会に遅刻したり、居眠りなどして、緊張感がない。人数が多いと意見が

まとまらない。一人一人の仕事量が少ないので、今二人でやっていることを一人でもや

れると思うので！ 

67 議会決定事項100％原案通り可決されては、議員じゃなく行政の仕事そのままでは。20

名程度で良い。 

68 前回の無投票当選は適任者であるか無いのか判断が行われず、議員資格を疑いたくなる。

選挙が、投票ができてこそ参政権の行使であり、定数削減により無投票当選を避けるべき

だ。 

69 千歳の人口に対して25名は多い！20名ほどでよいのでは？苫小牧市との人口対比して

も多すぎる。 

70 非常に市民代表としての存在がない。４年間通過することのみ。議員の過去の経歴、現

在の本人の身の廻りのうわさ、実態。選挙のときばかり、千歳の、もろもろの世界の状

況を知り得て、取り入れて、立起してほしい。飛び入りなどしない事。年齢の若い人、

要注意。年長の職務者の過去の選挙時の ‥‥。 

71 議員の質の低下、市政質問を読んでも内容が乏しく思える。議員が多すぎる、20人。 

72 人口5000人に対し１人で充分 

73 今の市議会議員は多すぎる。 

74 苫小牧市と比較しても定数が大幅にオーバーしている。18名で充分活躍してもらえるの

では？ 

75 人口の割に議員が多く、専門職が少ない。無職の人からと自衛隊の退職者が多すぎる。 

76 苫小牧よりも人口が少ないのに25人は多いと思います。千歳はまだ10万人になっていな

いから20名で良いと思います。 

77 15名程度が適正である。他市町村と比較すべきものではない。私は15名でも多いと思っ

ている。10名でも十分に役割を果たせると思われる。 

78 逆になぜ25人も必要なのか聞きたい。人口からみて多すぎると感じる。 

79 人口減少社会に対応すべき。 

80 問３の№２、№３にお金がかかる。予期せぬ（№３）はとくに費用がかかると思われる

為。想定外が許される時代に入っているため、その時の費用を確保するので。 

81 何をどんな仕事をしているかも分からない状態で、市の税金を無駄に使ってもらいたく

ない。 
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82 20人。 

83 減らした分を市の財政にまわす。 

84 一定の議員数は必要と考えるが、市民の声を反映させるためには、23名程度でも、市民

の声を反映できると思う。 

85 95,438÷6,000＝15.9、 16名。自衛隊や大企業等の安定基盤が有るので、流入出の地

域に比較し、少なくても良いと思う。 

86 人口に対して多い。 

87 苫小牧市が174千人で千歳市は約半分の市民であります。又、議員は何にも分からない

自衛隊あがりばかりで、市のためになって居ないと思うし。私は議員だと、いばって、

人のためになって居ない。 

88 少数精鋭、無駄を省いた方が良い。 

89 選挙にならない位なら、質低下を防ぐために。 

90 まさに税金泥棒！まともに働いている（活動）議員は何人いるか！？前回の選挙しかり、

かけ込みで立候補の届けでをしたヤツが何人いたか？私が知っている議員数名は何ひとつ

仕事などしてない！税金、給料泥棒だ。 

91 無投票当選で競争原理が働いていない。誰でもが当選するのであれば、議会としてはお

かしい。組織票となれあい。 

92 定数を減らし、報酬を増額し、議会活動に専ねん出来るようにする。 

93 人口当たりの数で一人当たりの数が多い。定数当たりの立候補で選挙にならないから。 

94 1.市民として短期間で特殊な職業に就き、本州出身で立候補すると、必ず当選。その数

、全国一、又、宗教をバックに全員当選、不可解な議員が多い 

95 予算をくうばかりで、将来の財政を圧迫することになるから。 

96 現状の議員では地域に密着していなく感じるので、減らした方がよい。 

97 存在感がない。市民の声を聞いていない。サラリーマン議員が多い（特に自衛隊ＯＢ議

員）。 

98 議員が多いため、皆な無責任。サラリーマン議員になっている。少数実践派議員になっ

てほしい。 

99 多数の自衛隊議員が皆なサラリーマン議員になって居る。千歳は自衛隊の町とはいえ、

もっと一般市民の為に働く議員がいない。 

100 無投票で議員になれるのは、誰でもなれるという印象があり、議員の低下につながる

と思うので、定数を20名位にした方が良いと思う。 

101 議員１名当たりの市民人口3,800人～5,400人とし、千歳市の場合、定数20名で良い。 

102 定員20名にしてほしい。 

103 他市に比べると、人口の割に多いのでは。 

104 苫小牧の例から考えますと、もう少し減らしてもいいと思います。 

105 議員活動の他、何をしているのか。何故、必要人数を定めたか？市議の役割を見直す

必要はないか？少数精鋭の資質向上を。例会、委員会の質問を見直しては？ 

106 20人で充分。 

107 選挙もなしで、議員が選ばれることがおかしいです。議員はもっともっと勉強して、

よい町を作って下さい。 

108 25人もいるのに、なにをしているか全く分からないので、減らした方が良い。税金の

ムダ。 

109 理由はわかりませんが、本会議を欠席したりしている人がいる。もっと町のために真

剣に取り組んでほしい。 
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110 人口から他の市議と比べ2～3名多いと思います。 

111 今の議員の活動では、15人位で充分である。その様に思っている市民がほとんどであ

ることを自覚して欲しい。 

112 人口の比に対して適正な数ではないと思う。個々の市政に対し、市民に伝わって来な

いのは、多くの問題があるように思います。少なくても、やる気があればできるものを

‥‥改善して欲しい。 

113 人数がいるのに、仕事がおそい。 

114 少数精鋭主義で確実な責任を以て議会運営してほしい。 

115 定数再検討を要す。活動面が、議会だよりから余り理解出来ない。具体的に活動を公

開してほしい。 

116 市議会の議員としての活動、市への貢献度（市民への）が全々見えない。一週間の選

挙運動で４年間給料をもらう！半減！ 

117 １人１人の意向が紙面上では良く解りません。多分？古いから？等の憶測で選び方が

多い。個々の議員の方々の声も、紙面上では判断しかねます。 

118 市民が選んだ議員ではない。選挙なしなら定数は減らすべき。立候補したら市政をま

かせるのは納得できない。 

119 税金のムダ。 

120 苫小牧のように住民5000人に１人の議員でいいのでは‥‥。今回のように選挙の無い

全員当選は最低だ。住民の審判無く、また４年、だめだと思う。 

121 生活手段としてのため議員は必要ない。少数の奉仕の精神をもった集団になってほし

い。 

122 半分位の人数で大丈夫だと思います。税金の無駄使いのような気がします。 

123 苫小牧市の例からすると多すぎると思う。 

124 市の行政の予算等に、自民党の多数決で先行しているのは、真の千歳市民の生活等に

良い結果が出ていない。 

125 議員数が多いため、真剣に町づくりを実行しない。自衛隊ＯＢ議員が多すぎる。一般

市民の為に働いてほしい。 

126 各町内会、市民の声を聞け！！行政に反映させる事。  

127 人数が居ても市民のために働いている感じがない。少なくても良いと思う。 

128 ①苫小牧市等と比較し、割合からみても多い。②精鋭少数、若手の起用を‥。世代交

代必要（柔らかい頭脳）。 

129 議員定数のだしかたが、明確にされているのですか？22～23人でよい。 

130 志高く、資質あり、意欲あふれる30～50代の人物に立候補戴（いただき）たい。競争

率を上げる。多選はリスクが多いと考えております。 

131 人口比で考えると、元々議員定数は多いと思っていましたが、苫小牧市の人口で28人

で千歳と比較すると、千歳の市議は15名～16名で運営できるはずだと思います。そのか

わり、議員報酬を現在よりも多くして、より一層がんばっていただきたいと考えます。

一人一人の市議の皆様いかがですか？ 

132 下記の参考情報によると、恵庭市は人口約6万で21人。千歳市は人口9万5千で25人とな

っているが、やはり多いのではないだろうか？22人位が適当と思うが。 

133 ただ議会、委員会のみに出席するだけなら大勢いらない。議員として日常どんな活動

をしているか、見た事も聞いた事もない。 

134 人数が多ければ良いとは思わない。見える形で何事もやって頂けたら、わかりやすく

て良いと考える。 
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135 全員当選の無投票はありえないので、5人減らした方がよい。千歳に数年いるだけで立

候補するな。 

136 ひつようがない。 

137 市民協働等での市民の発言や活動の場も広がり、議員でなくても様々な分野での提案

や活動もできるようになり、前回の選挙でも無投票での結果を見て、半分の人でも十分

なのではと思う。 

138 苫小牧がこの人数で出来るなら、千歳は15名となる。 

139 税の無駄使い。20人が妥当。 

140 苫小牧市の例を見ても人口割が適当と思う。行政のチェックだけの仕事であれば、も

っと少ない人数でも良いかと思う。政策提言が少ない。 

141 定員にも満たない議員はいらない、税金の無駄。報酬も多いし、一般市民の生活を考

えているのか。その手当、視察等の金もかかる。防衛省から多大な補助金等めぐまれて

いるの、どうしているのか公開しろ。 

142 苫小牧市議員一人当たり約6,200人、千歳市議員一人当たり約3,800人。これから20名。 

143 1/4,000人の割合で十分でないか。よって、現在より2～3人減らしても政策上は問題な

いと思える。 

144 余りにも多くて顔が見えてこない。どの様なカツヤク（仕事）をしているか、わから

ないので。 

145 市民の為にという使命感を持って働いている議員がどれだけいるだろうか？第2の就

職先くらにしか考えていない議員など必要ない！ 

146 定数が多いから市民の声を聞ける届けられるとは限らない。現状を確認する洞察力が

必要。そういう資質が求められる。20人位でよい。 

147 他市（恵庭・北広島）と議員数で比較すると高いのでは？ 

148 苫小牧市の議員数は人口6,225人に1名の比率であり、千歳市は人口に比し定数が多い。

少なくとも5,000人に1名の比率、20名が妥当である。 

149 近所に住んでいる議員さん、選挙の時以外、ダラダラしている様にしか見えない。 

150 千歳の人口の割に多すぎる。20名位にした方が良い。 

151 資質向上、人としての品性の向上 

152 無投票は、我々が選出したことにならないため。 

153 20人前後でよいと考えます。 

154 人口が減っていると思われるので、20人位でよいのでは！ 

155 人口4,000人に対し議員1名。人口95,438人であり、議員定数24人でよいと考える。 

156 昨年選挙時の無競争の状況。議会だよりを読んでも、人数減らしても活動出来るはず

です。本会議・委員会の日数、少なすぎる。 

157 市議会議員が無投票で決するなどとは言語道断。市民に選ばれたとは言えない。定数を

削減し、本当に「市民のために」という志を持った人が議員になるべきではないか。改

選後の出欠状況を見ても、議員の半数近くが1～5回本会議を欠席していることに驚く。 

158 私共の見える活動が出来てない。うわべだけの言葉の議会である様に思う。これから

私達市民が、もっと議会に心をよせねばと思っているし、町内会、特に会長が町内のこ

とを知りつくしているので、連合会で意見を上げれると思います。  

159 今の現状では、ややおおいと思います。23人位が良いのではと思います。  

160 苫小牧の28人に対応させるに約16人なるが、第1段階として20人程度にすべきである。 

161 議員としての仕事、活動が見えてこないならば不必要。 

162 経費節減のため20人に。増員してもなにも変わらない。 
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163 議員として相応しい方なら20名でよい。報酬も増やして良いと思う。 

164 苫小牧と比べて、人口に対する議員数を考えた場合、多い。前回の市議選無投票。 

165 千歳市の人口規模にすると18人程度が妥当な人数に思える。苫小牧市と比較した場合

でも多過ぎであるが、千歳市はこれからも発展していかなければならないので、その点

も考慮した。 

166 20人程度でいいのではないの。 

167 少なくしても、一人おのおのが自覚をもって、無駄なくお仕事をして頂きたい。 

168 一部の人達は、どのような仕事をしているかわからない。少し頑張ってくれないと困

りますネ。 

169 前回は投票がなかった。そのまま承認されるのは疑問だ！いっその事、減らした方が

良い。 

170 必要ない人は削減。一度減らし、業務に支障なければそれで良いと考える。 

171 議員は仕事の割に、一般労働者と比較して給料が高い。 

172 20人程度で良いと思います。 

173 市民4,100人～4,500人当たり議員1人の範囲で活動していただきたい。量より質を望み

ます。無投票選挙は避けて、有権者の権利を行使させて下さい。 

174 苫小牧並みにさげる方がよい（ソフトランディング）。人口比の議員定数を勘案して。 

175 苫小牧市のように最低限の人員でやり、予算を節約し、福祉等にまわしてほしい。多

いことにより退職金、年金すべてに影響。 

176 何をするでもなく385,000円、若者、パート労働者、どれだけの思いで働いているか考

えて下さい。市議会に出席して、市外に視察して、人数は25人必要はないです。経費削

減すべきです。 

177  2名程度の削減を望む。個々の議員が関係団体等において活動しているが、議会とし

ての活動は、我々市民には「無投票結果が示す」。 

178 少数精鋭で高い見識家であってほしい。自衛隊出身者ばかりとなっても困る。 

179 25名いても、一度も活動を確認できない。選挙にならない程の定数で決定しては、本

人の士気も上がらず、市民の関心も薄く、税金のむだ使いに繋がる 

180 国家の財が散々なのに、市もそれをふまえるべき。 

181 定数に満たない現状では、立候補者の市政に対する考えを聞けない。各人の所見を聞

き選び初めて選良と云える。少数精鋭で議会の活性化を強く望みます。 

182 前回の市議選で見る様に、定員に満たない選挙を目の当たりにして、市会議員の職に

対する甘さを感じる。本当に私共市民の立場に立って一生懸命さがたりなく、戦うこと

なくして議員になる市議選に、言葉では語りつくせぬ絶望感を感じる。 

183 苫小牧の人口で28人であれば、減らす事は可能であると思います。会議や委員会の出

欠を見ても欠席回数が多い人もいる。それで成立するならば、多い人員はいらないと思

う。 

184 あまり多いため市議員がサラリーマン化して働かない。半分の16名で良い。 

185 人員が多い為、働いていない議員がいる。 

186 人員が多いと、サラリーマン議員が出る事。もっとまじめにヤレ!! 

187 絶対へらすべき10人で良い。むだな市議員はいらない。 

188 無だな市議員、働かない市議員はいらない。半分で良い。 

189 人口が減る。 

190 少数で質の高い議員を増やした方が良い。また、市民を公平に見て考えて行政を実行

できるようにしてほしい。公務員（自衛隊）側にかたよった考えが多すぎる。 
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191 月給取り的に成りきってる議員が多い。行政のチェックがなって居ない。政党がかた

よりすぎて居る。市民の代表の認識がない。 

192 苫小牧市の人口に対し千歳市の議員は多いと思う。千歳市は20人以下の議員で良いと

思う。 

193 定数根拠が不明。少数精鋭で志の高い議員が必要。 

194 人口の減少、高齢化により多様な意見が反映されなくなってくる。千歳市の特徴（特

質）公務員（自衛隊）関係者が多いため、正確な意見を反映させるべき。 

195 立候補をぎりぎりまち、定員割れを確かめ立候補する人など質が低下しているので

少数でよい。 

196 選挙無投票の市議会の現状。近隣市町との比較。少数精鋭議会がよい。 

197 苫小牧市は議員一人当たり約6,225人、それに対して千歳市は議員一人当たり約3,820

人、例えば議員20人にした場合でも議員一人当たり4,775人になる。議員20人で良い。

悪いが会議も出ずに遊んでいる議員も少なくない。 

198 無投票当選では無気力で市政貢献も疑問。現行（人員比）3,820/1名、25名を、4,340/1

名、22人と、市議の減員。ただし減員の場合、月額400,000円とすべし。 

199 誰でも受かる議員では、市民の本当の声が届くのか疑問です。 

200 少数精鋭で。地元出身者が少ないのでは…。 

201 多すぎます。日本の悪いくせで、なんでも右へならえで、改革をしようとしない事で

す。となりは、となり。 

202 自衛隊ＯＢ議員は、いばってばかりいる。いまだに階級章がとれていない。（現職の自

衛官の意見である） 

203 25人から2～3人減らしても22人～23人で、恵庭より多い。少数精鋭で頑張って欲しい。

選挙をして選ぶ事ができるようにした方が良い。（立候補する人も少ないので‥） 

204 定数以上の人が立たず、皆受かるため、誰でもなれる!! 

205 近隣市議会の状況を参考にするなら、苫小牧市の人口比率程度に早急に改革する。 

206 借金大国の日本！千歳市も何故かそれに習い、かなりの借金をしていると聞いていま

す。千歳市も節約をすべきです。市長は借金をどう受け取っているのでしょうか？議員

はもっともっと減らすべきです。 

207 議員になるべく資質のない人が多い。現状で何かを取り上げて議会で決定するほど、

難しい問題があるか？いつもと同じような市政質問が多く、「またか」と思う。 

208 苫小牧の人口より少ないのに議員が多い。 

209 財政状況、他の市町村の議員数から見て減らす事が妥当でしょう。一部議員の中にも

21名にする案も提言している。 

210 市民からの情報収集や意見交流などは、つい数十年前の電話も充分になかった時代に

くらべ、今では携帯やメールで市民感情は充分に掌握することができるので、その時代

の議員数をそのまま維持する必要がない。 

211 月額385,000円×25人分＝9,625,000円は使いすぎだと思います 

212 今回（H25.6.20）無風だったのは、議員のやる気が失せてしまうと思う。その為にも

次回は減らした方が良いと思います。 

213 主婦の活動範囲内で議員の方を目にする機会がないので。同じ町内にいらっしゃって

も（住んでいるが）、活動する姿を見ることは無い。 

214 「市議会だより」を毎号読んでいるが、活動が少ないと思う。25人もいるのなら、議

会に出るだけでなく、徒歩で地元を視察するなど、もっと市民目線での活動もできるの

では。議会を欠席する議員がいるのも不満に思う。 
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215 人口に対しての数、活動を考えると多いと思う。無駄な事をやっているのではと思わ

れる事も有る。 

216 市の人口に対して絶対的に多すぎる。苫小牧の人口の半数ぐらいしかないのに20人以

下でいい。 

217 たくさんいても、たいしたことが出来ないから。 

218 人口の割に対して多いと思うから。 

219 ひっぱり出さねば埋まらない定数など過剰であると言える。 

220 市には各区がたくさんありますので、いちがいにはいえませんが、同じ仕事でも1度で

良いと思っても、同じ場所3回もなおしてもらっても、まったく同じで、そう言う事業

所の人の仕事の完（おわ）った所をみに来て、話をきいてほしい。むだな事をしている

ような気がする。 

221 必要性を思わない。人口比に対し多すぎる。議会報告誌の内容を見ても、本当に必要

かと思う。 

222 活動様子が見えても聞こえても来ない。従って、少数精鋭で臨むべきと思う。 

223 参考の最低人数でも出来るはずです。 

224 多い。 

225 報酬分働け。 

226 古くから私の知る議員が4人います。その内2名ほどに腹が立っています。2～3回当選

すると、なまいきになり、町内会等にも顔を出さず（会合）、口だけ出すようになって

きました。他の人たちも同じ気持ちです。 

227 苫小牧の議員数（1人に対して6,225人）から考えましたら、千歳は16名（1名に対して

5,965人）で良いです。9名多すぎます。 

228 意見も、のべない人は切り捨て。 

229 能力も知恵もない者の集団、現在の半数で充分。市長をはじめ、議員まで無投票。市

民は誰も議員と認めていない。恥を知って下さい。 

230 議員の活動が見えない。議員の定数を大幅に減らすことにより、資質の向上につなが

ると考える。 

231 もっとコンパクトに少数でおこなうべきと感じる。減らして下さい。大した事やって

ないのに必要なし。25人は多すぎる。 

232 質の向上を（人数ではない）。 

233 資質に疑問のある人が多い。 

234 人口減になっているので。 

235 市議のなり手との状況もふまえて。 

236 議会活動で議員が多ければいいというわけではないと思う。過去には一人の議員が延

々と議論したこともある。少数精鋭であればおのずから高い志をもって議会に登場する

人が現れるはずである。一人が同じ質問を繰り返したり、何人も同じことを聞いたりす

ることもなくなるのでは。 

 

 

問４で「無回答」と答えた方の理由（記述意見） 

1 現在の議員さんは、どう思っているのでしょうか。「人手」不足で思うような（充分な）

視察、勉強ができないと思っていたら増員すべきと思います。 

2 委員会に必ず１名は参加できる数。 

3 25名はあまりに多いため、市議員はサラリーマン化して働かない。約半分16名程度で良
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い。 

4 人が多すぎる。特に自民党議員が多いと、片よった行政が行なわれている。 

5 どの様に業務をこなされているのか、役割分担などわかっていないので、何とも言えま

せん。（個人の資質と思いますが、行儀の悪い方もいらっしゃる様なので、フラフラ遊

んでいそう。） 

 

 

 

 

 

              

 
 

 

問５で「現状でよい」と答えた方の理由（記述意見） 

1 国会議員の給料を減らすべきだ。 

2 報酬に見合った仕事をしてほしい。 

3 年俸で判断すべきと思います。 

4 率直に云って、市民と些か（いささか）乖離（かいり）している現状は否めないが、今

後、市議会が市民に信頼され真に市民の立場に徹した活動を行うことを条件に、現行の

報酬を減額しなければならない事由は見当たらない。それを踏まえて現状維持が適当か

なと思考する。 

5 妥当な額だと考えます。 

6 月額報酬385,100円受給を戴（いただ）く、その上、委員会外会議出席日当受給は二重支給

で、規程、条例、法令等改正し支給しない様にする事 

7 四市町の議員報酬の差をみても、丁度よいところにあると思われます。しかし、議員さ

んの交際費等もあり月40万円位でもよいと思います。 

8 これは議員定数削減という見地に立っての場合。定数が現状のままでは報酬は減らす。 

9 減らすと議員のやる気、責任感が落ちる。民主主義の原点は、議員の創造性だと思う。 

10 一般公務員と比べても高すぎるとは思わないから。 

問 5 千歳市議会の現在の議員報酬について、どうお考えですか？ 

・現状でよい… 74人 

・増やした方がよい…32人 

・減らした方がよい…205人 

・無回答…  7人 



 19 / 42 

11 議員さんになられて態度が芳しくない方が居ると伺うが、品格のある議員になられ、地

域住民の信頼される様にお願いしたい。（千歳市としての顔です。） 

12 良く解らない。 

13 妥当と感じる。 

14 議員の皆様が仕事に対する報酬が妥当だと思えば、それで良い。我々が判断する事では

ないと思う。そもそも論。 

15 市の特性として、色々な場所で限りない費用が生じることに関して大変なことと思う。

増したからどうだ、減らしたからどうだと言う前に現状にのぞんでほしい。 

16 他の市町村と同様で良いと思います。 

17 仕事をするにはこれぐらいは。 

18 情報を収集するに、現状でよいと思う。 

19 一般市民より高い報酬だが、なり手を増やすためにも、減らすことは適当ではないと考

える。 

20 減らすのは報酬より数だと思う。ある程度の保障として必要。 

21 活動状況等を見ましても、皆さんよくやっていると思います。 

22 この金額でいいと思い、少ないとは思いません。 

23 議員さん達も何かと大変だと思いますので、現状のままでいいと思います。 

24 地下鉄なども一定金額を払うと回数券もあります。千歳は税金を払っていない人にバス

券や風呂券が出ているようですが、おかしいと思います。年金暮らしでも税金を払って

いる人に何の恩恵もないなんて平等でないと思います。考えて下さい。 

25 民間の人は、介護保険料と後期高齢料は高すぎる。年金で入れる介護施設をふやしてほ

しい。 

26 議員報酬も全額知りませんから、多少は申し上げません（支給されている金額は解りま

せん）。報酬に応じた努力をして下さればと願うのみです。（市の予算と考え、乍ら？）

デス。 

27 報酬はこのままで良いが、その他、手当いらない。 

28 定数を減らすのなら現在のままでよい。定数維持なら減らすべきだ。 

29 1.あまりにも報酬が少ないと、議員のなり手がいなくなる。2.報酬とは、辞典では①む

くい②返礼③謝礼の金品と説明している。議員の質を高ければ、良いのではないか。 

30 他市と比較してつり合いがとれていると思う。 

31 少ない人もいると思うが、そこは市民として工夫をしてもらいたい。 

32 定数を少なくするならば、2～3万＋（プラス）した方がよい。ただ、通信費は別に支払

われているからそのままでよい。 

33 市民のためにがんばってほしい。 

34 現状が相応と考える。議員報酬を生活費と考えるなら議員を返上した方がよい。だから

「報酬」なのだ。 

35 市の財政を考慮し、議員自ら自粛すべきである。 

36 現状でよいと思われる。 

37 社会全般の状況と議員の活動を考えて、現状でよいと思う。 

38 次回の市民アンケートの時は、議員の諸手当を明確に知らせて下さい。 

39 議会だよりを読ましてもらっているが、それぞれの方が市の発展向上のため努力してい

る。議員の報酬については異議なし。 

40 若い人が議員活動をしていける報酬は考えるべきかな。毎回の選挙での当落で生活基盤

が不安定なのではないかしら！ 
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41 相当と思う。 

42 内容が良くわからないが、会議等を欠席している時も月給は変わらないのだろうか？減

らす等しているなら現状維持で良いと思う。又、仕事に無責任な議員が居るならば減額

を希望する。 

43 市民の為、頑張って頂ければ当然の報酬と思う。 

44 現時点では。 

45 定数を減らして報酬をそのままに、少しでも経費節減にしてはいかがでしょうか？ 

46 会期内の活動ではなく、日常での議員としての役割を果たすことが大切。従って、議会

活動期間を200日位とすべき。 

47 報酬に見合った活動を期待（より多くの）。定数現状の場合は、このままで良い。 

48 定数を大幅に減らすことができれば、議員の資質が向上すると考えるので、現状でよい 

49 生活できる範囲の報酬だと思う。お金のかからない選挙運動を議員同士が申し合わせる

など、もっと工夫できるはず。 

50 「専業でもない」、「名誉職的でもない」、現状として日本の地方議会制度がその中間的な

ものであるので。 

51 少なくないと思う。 

52 一定程度定数を減らすことを前提として、報酬額については生活が自立できるくらいの

額が必要であり、現状で妥当と思う。むしろ議会活動のための経費については、透明性

を確保したうえで必要額を支給することも検討すべきと思う。 

53 他市町村と比べて高額では無いので。 

 

 

問５で「増やした方がよい」と答えた方の理由（記述意見） 

1 ①失業対策、生活の安易な職場？化している。②市民意識、住民意識の高まりから十分

な報酬を。少なくとも市長位。③報酬と給料（契約に基づく（労働関係法令での））の意

味合いを勘違いしていないか。 

2 定数を20に減らし、報酬は少し増やす。 

3 増やしたら良いと思う、その分、充分市内の状況を足で確かめ、他の県の良い所を勉強

して生かしていただきたい。 

4 若い年代の人が生活できる報酬額を与えるべきと考える。 

5 半公務的な要素が強く、また識見や行政の抱える諸問題に対し、実態や研究することも

大事だと思います。行動すれば費用も増えることなどを考えると、現状よりもプラスす

る方向が望ましいと思います。 

6 予算に問題がないのなら増やした方がよい（やりがいが上がるように）。その分、確実に

実績を出して欲しい。 

7 議員報酬で議員の生活がなりたった方が、議員活動に専念できる為 

8 仕事をしてくれるなら、ＵＰを認めるべき。 

9 上記定員減少させた歳費と等分配分し、充（十）分に活動できるようにすれば、あらゆ

る方面に目、耳で市民の声に心がくばれる。心の余裕が生まれ、効果が生まれてくるよ

うに思う。 

10 現状では、議員報酬以外の収入がなければ、議員自身の生活が立ち行かず、人材が育た

ない。 

11 より良い千歳市を作る為に、手弁当で頑張るぐらいの考えで立候補し、当選すれば4年間

のほほんと議員生活を送る人には辞退してもらう。 
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12 市民の声を聞き、市民と交流し、交際にかかる。（冠婚葬祭） 

13 活動範囲を広げて欲しいし、報酬を増やす事で、より議員としての自覚が出ると思うか

ら。 

14 議員の質が高いことを求めるならば、議員の仕事に専念できる報酬が必要である。 

15 少数精鋭にして意識を上げ、長期展望を担う人材に報いる報酬には異存は無い。 

16 生活ができないので、立候補者がない。 

17 増額しても良いから収支を１円単位まで明らかにするべき。 

18 議員を減らした分を、その分を増やすのは良いと思う。 

19 定数減により業務増となると思いますので、UP＝月額450,000円とし、市政に専念しても

らいたい。 

20 私達のため、まめに活動してほしい。 

21 正確なうんえいをする為に、議会活動に必要な経費として増やした方が良い。休みがち

な議員は市民がチェックしている。 

22 会合が多く大変そう。 

23 少数精鋭、選ばれた議員による活発な活動をお願いしたいと思います。議員数を減らし、

その分報酬を少し上げたら‥‥と思います。 

24 市議の皆様の冠婚葬祭の多さだけでも、きっと御苦労なさっていると思います。上にも

書きましたが、定数を減らして報酬を減らす事は、世の中の不景気の状況をより暗くす

る可能性が高く、市議の報酬は増やすべきです。そして魅力ある千歳の街、人、企業な

ど力強くバックアップして頂ければ幸いです。 

25 無投票で議員が選ばれるのであれば、人員を少なくし、銀活動に専念し、報酬を増やし

、議員としての自覚をしっかりもっていただきたい。 

26 職務に専念させるのと、議員に立候補する人を増員させ我々がえらべるべき。 

27 定数を減らして、報酬を増やせば良いと思う。（その分キツクなるため。） 

28 問4の理由から、少数で質のよい議員活動が出来れば、質の良い仕事になると思うので増

額を望みます。でないと、減額につながると思いますが。 

29 議会に出席するだけでなく、日常の活動が自由に（経済的な支障）行える。 

30 減員した場合、増額すべきと思う。 

31 市議会議員は、もっと日本全国に足を延ばして他の市町村の情報収集を活発にして、千

歳市の行政の品質を上げる事。活動資金としても、その報酬を上げる。苫小牧市と同じ

くらいは、その成果代とすべき。 

32 議員活動に専念できるようにするため。 

 

 

問５で「減らした方がよい」と答えた方の理由（記述意見） 

1 多すぎる。市役所職員と同じくらいの価値なので、30万でいいと思う。 

2 恵庭市と同等で良いと思う。 

3 金目当ての政治家は必要ない。役所と議員は本当の意味での共働を学ぶべき。 

4 議員報酬はサラリーマンと比べると高いと思う。 

5 税金も上がり、年金は減り、住民には負担が増！ 

6 議員のバッチにどっしり腰掛け。年金生活7,8万の生活、味わってほしい。まだ働けるの

に、働く仕事ない（停年雇用止）。児童は勝手に育つ。老いゆく人達を考えてほしい。 

7 日給制にするべきである（議会開催中のみとする） 

8 少々もらいすぎ。民間に合わせるべき。 
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9 国民の負担を軽減して欲しい。 

10 各種納金（税金等）が高すぎる。お金持ちの人はいいが、苦しい人がたくさんいると思

う。 

11 ほとんどの処で月給が下がっている状況の中で優遇されている。レベルが低い。 

12 どんな事をしているのか若い人達は多分全くしらないし、こんなにもらっていることに

驚いた。 

13 上記にあるように、議員の方々も報酬を減らして、市民と同じように今の物価高の生活

をしていくよう努力してほしい。 

14 あの程度の仕事量、活動状況であれば、月額20万で十分である。 

15 近所、町の中で良く聞かれることは、相談しても親身になって聞いてくれない、何か問

題から遠ざかりたがっている、そんな議員には報酬もやる必要もない。もっと報酬金を

下げるべき。30万程度までにしてほしい。 

16 仕事にあたいする報酬とは思えない。考え方がセコイ（良い仕事をする人には増やして

も良いが）（下段の参考情報は無意味であります。情報操作にあたります。） 

17 あまり活動しているように見えないので35万円ぐらいが良いと思う。 

18 欧米先進国を数10カ国を視察したが、地方自治の立場にはボランティア的報酬で充分。

実費支給方20万以下  

19 私達市民に人数の割にはそれほどの活動が見うけられない。もう少し広く市民生活を見

てほしい。年間会議他の日数等から色々考えると高い様な気がします。 

20 報酬が多いと思います。村議と比較しても、倍額の金額になっています。市議との仕事

量は2倍もあるのでしょうか。減額をした方が良いと思います。 

21 議員の資質・活動が劣っている。 

22 千歳の企業は給料（収入）が低い。又、札幌の企業等も市の入札等で低い給料で入札し

生活水準が低いから。 

23 消費税が8％上がったり、電気代等食品等値上がり、税金も色々取りたてられて、市民は

大変な生活しています。議員報酬は人口によってかわるのもおかしいし、こんなに高収

入なんですね。税金の使い道がちがうと思う。除雪の予算がない、病院代も本州に比べ

高い、保育園代も2倍、会社も工場も自衛隊も沢山あるのに、どうしてでしょう。 

24 議員報酬の高額すぎ 

25 税金のむだ使い、生活に困って自殺する人がいることも忘れないでほしい。 

26 議員報酬削減、日給制又は時間給とする。もしくは、もっと少なく。 

27 日給月給で十分。報酬目的でやってるなら辞めて頂きたい。 

28 社会の仕事の月額をみてほしい。 

29 議員が多ければ良い仕事ができるわけでないので、22名定数で良いと思う。 

30 定員を20人程度にへらし、精鋭化した場合は、現状でよいかとも思う。どちらかといえ

ば、年金生活者と同程度または若干上が可。 

31 一般社会の方達のことを考える。月額35万円台で十分。たいした働きをしていないと思

う。 

32 これは国会議員にもいえることだが、消費税増税になったにもかかわらず、自分達の身

を削るということをしない。市民が痛みをあじわってるのだから、すぐに実行にうつし

てくれ。1日も早く。 

33 失業対策事業じゃない！！ 

34 いくらくらいもらってるのか、わからないが、減らせるのであれば、少しでも減らした

方がいい。 
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35 少し変えてカツを入れ直す必要があり。市民は、ひっしに節約生活しています。 

36 1.近隣市議会議員と比較、給与の10％カット、2.議員出欠状況及び市政の質問内容、3．

千歳市の財政上苦しい生活者の福祉向上の為 

37 増税で市民は苦しんでいる。 

38 おそらく民間の平均給与額より高額である。自分の生活を二の次に考えるのが真の議員

（政治家）である。議員活動に必要な経費は別枠で支払われているはずである。 

39 自衛官より多いのはおかしい。減らすべき。 

40 恵庭、北広から見ると多い。 

41 一般サラリーマン等に比べ少し多いようである。この外に政務調査費とか支給されてい

るのでは。 

42 一般の人たちの月額より10万位多いと思うし、実質働いている日数、仕事量を見ると20

万でも多いはず。ただ生活もあると思うので20万は仕方ない。 

43 報酬に見合う活動をされた方が何人いらっしゃるのでしょうか？サラリーマン議員なら

法外な報酬です。 

44 その事で選挙にかかる費用、議員報酬など減らせると思う。日本で初、改革してみても

良いと思います。 

45 税金から少しでも負担を減らすため。基準値がないので、ただの市民感情からの回答で

すがね。 

46 年600万円、それに相応しい疑問点を市民からもらっていますか？きこえてこない！！

  

47 近隣の市に比べると少し多いと感じる。報酬を減額した分を他の予算に加え、千歳市を

よりよい市にして欲しいと願う。 

48 千歳市民の平均の１ヶ月の給料と同じくらいで良い。そこから考えてみて下さい。 

49 市の為に汗流しているようには見えナイ。 

50 議員報酬に不満を言うまえに、自分達の”力”を考えてください。どれだけの”力”が

有るというのですか？不勉強です。とにかく、もっと自分を磨いてください。市民の一

人として希望します。 

51 議員は、何らかの職業をもって社会、経済の状況を充分わかっている方の経験が必要で

す。その方々が議員になって勉強するのではなく、経験が必要。 

52 社会全体から見て多いと思う。仕事の割に（時間的にも）多いと思う。上から目線の人

が多いので、若い人にはもっと高く、仕事もバリバリしてほしい。 

53 ボランティアの人は自費で活動している。活動のみ申請制でお金を支給。 

54 議員活動と報酬とのバランスを評価してもらいたい。 

55 毎日議会や仕事があるわけでないし、一般の人に比べて高く、高いとそれにつられて立

候補する人が増え、本分を見失いがちになる。市民が汗して働き、税を納めている事を

考えて欲しい。 

56 ３市を参考にして、又、国の現況からみて、350,000程度。その他お手盛りがあり、再三

議会に足を運びますが本当に 

57 議員定数が多い割に報酬が高いと減じる。定数を３減以上になれば現状でよい。 

58 市の財政の厳しい中、議員報酬は減らすべきです。 

59 当然上記のごとく含まれるが、税金の過大受け、自分の前職場と年齢と加味して考え見

たとき、現在の身分と選挙のときは清い千歳川のようにいっているが、その裏には何を

なさっておりましたか。現実あった事。 

60 現状のままで推移する定数であれば減らすべき。定数を減らして少数精鋭と思える議員
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であれば、増額すべきと考える。 

61 千歳市も、そんなに実力でないはずだし、当然その事も考えていいのではないか。 

62 民間の給料も上がらないのに、議員報酬は（大はばに）カットされる事は無く、市民の

為に働く意欲にかけている。 

63 市の提案になんでもイエスが多すぎる。専門的な議論できる人なら増額しても良い！！ 

64 議員の月額は多いと思います。その分、女子生活保護者に少しでも廻したらいかがです

か。書いている私も保護を受けておりますが、年金と合わせても１月６万少々です。市

住に住まわせて頂いてますが、４月からは灯油代がなくなり、消費税は上がり、やりく

りが大変です。 

65 高額である。（報酬額の正当性を担保するため）下記に他市との議員報酬との比較が出て

いるが、報酬の他に各種の付加給付（手前ミソな）が支給されており、収入は月額60万

円程度になっていると思う。正直に公開せよ！ 

66 地方公務員や地元企業他給料カット（ベースがカット）されている現在、議員もある程

度カットは当然のことと思う。 

67 もらいすぎ。 

68 潤沢な歳入に甘んじることなく固定費を減らし、流動性を高める努力が必要。 

69 現在より10,000を減額して頂きたい。 

70 現状もしくは減らした方が良い。恵庭、北広から見ると高い。その分を貧困に悩む人の為

に使ってほしい。生活保護受給者の話も沢山聞くが、本当に困る人に与えられるべき。 

71 減らしてほしい。高すぎる報酬に怒りがあります。 

72 多すぎる。近隣市にならうこと。（苫小牧には人口が多いので参考にならず） 

73 何にもならない議員に報酬はいらないと思います。 

74 年金生活者等の収入が減額されている時、議員さんも20,000円位減額してはいかが。 

75 議員報酬に頼り過ぎている。情けない。 

76 はっきり云って議員など入らない。私達の血税でアホな議員達の生活ヒにあてられてい

るだけだ！市民の代表者を選び、ボランティア（無報酬）でやればいい！ 

77 市民の為に働きもせずに、報酬をもらうのはサラリーマンと一緒！議員が活動している

のをほとんど見た事がない。もっと見える活動をして下さい。 

78 半数以上の議員は、議員としての資質に欠け、議員としての資格がない。当然、活動出

来ず、静から議会報酬は半額が妥当。 

79 ボランティアの精神が大切であり、市民の為に働いていたら、お金のかからない運営が

出来る。 

80 自衛隊ＯＢ議員（自民党議員）は公務員年金をもらいながら、年間680万の議員報酬を受

けている。多すぎる（報酬に合った働きをしていない）。 

81 年間680万は余りにも多すぎる。民間30代40代の働きざかりの者は300～350万で働いてい

る。 

82 報酬が多すぎるとマンネリが必ず起こります。報酬を下げて現実の厳しさを知るべきで

す。 

83 月給取りみたいな感じで、このましくない。もっと低い人の方が多いと思わないのか、

ナサケない。 

84 議員報酬めあてで議員になる人がいると思う。一般公務員以下の報酬でよいと思う。千

歳市の為という志のある人になってほしい。 

85 問４関連。対価としての報酬、現状では認められない。 

86 30万円で充分。 
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87 仕事をしていない人には報酬が多すぎる。 

88 議員報酬も他の町より高い。 

89 問４に同じく、他市より2～1.5万位減額しても良いと思います。 

90 議会を夜間、休日に開催し、皆なが参加できるようにすると、日常働いている人が立候

補できる。報酬は日給制が良い。 

91 仕事と報酬が比例していない。議員活動が不透明なのは余計にその思いが強くなる。 

92 恵庭市並、又は兼業者は2/3。会議等に欠席している人は理由を問わず減額。市議の仕事

を全力をつくしていないため。 

93 報酬への減は、前向きに検討を要す。 

94 下記の一番低い報酬とすべき！千歳市をどうするか全々見えない！ 

95 恵庭、北広島市となぜ差が大きいのか理解不能。苫小牧は人口が多いので税収も大きい

のでわかるが。 

96 議会活動に対する日当制が良い。 

97 月に20日も議会やっている訳でもないのに、もらい過ぎである。 

98 余り多いとサラリーマン議員になってしまって、行政に改革を進めない。 

99 一般民間は、きびしい現状で働いている。議員は高額な給料で楽をしている。もっと市

民の声を聞いて、働け！！ 

100 1.自衛隊員は、高額所得者だが、一般市民は年収300万以下でくらしている。2.議員は

、自衛隊ばかり見ないで一般市民を見よ！！  

101 今の世の中、年金生活の人達の生活を知っていますか。市民レベルで考えるようにして

下さい。 

102 自信をもって、これだけの仕事を実践する事ができた等、又、それを周りの環境が実証

できていないと思うが。その分、どれだけの仕事をクリアしているか？実績を示すもの

が少し。 

103 報酬＋αがいくらか？年収がいくらか？不明なので？ 

104 報酬とは、その働きや骨折り、物の使用の代償として給付される金銭等であり、現状で

は‥問4とも関連して‥大幅に減らした方がよいと思っています。増額の考えももってま

す。 

105 やはり恵庭市、苫小牧市の比較だが、3万位は多いのではないだろうか？サラリーマン

とちがって毎日仕事をしている訳ではないので、これは非常においしい仕事ですね。 

106 報酬を見て立候補する人はいないと思う。地域の為、住民の為に出る訳だから、報酬に

こだわるべきでない。それでも生活出来ないなら、しなけりゃいい。 

107 同上、民間の給料から見たら、非常にめぐまれているから。 

108 この景気の悪い中で、市民の手取も少ない中、無投票で信任されない方に高い報酬は必

要ない。 

109 もうすこし少なくともよい 

110 他市と比較して高い。大した仕事もしていない。30万以下が妥当と思う。市民税も高い

（他市と比較して）。 

111 役にたっていない。本当に、市民のために働いているのが、いるのか、実績で示せ。町

内会等に草かり、除雪等を委託しているが、町内会長は公開させよ。 

112 定員を減ずるのであれば、現状。定員が現状であれば。 

113 他の労働者に比べて高額である。 

114 年金生活者から見て、議員の手当が多いのではないですかネ。 

115 年間活動日数（議会＋委員活動）民間月給取りと比較したら、高いと思う。 



 26 / 42 

116 苫小牧市と比較（人口比）と高いのでは？ 

117 （問4と）同上 

118 報酬は大もすぎる。報酬に合う活動がない。 

119 減らすと悪に足ると思うが、その分働いていない。 

120 議員らしく市民のために良く働いてほしい。 

121 年金受給者は、一般社会のサラリーマン同様、給与の引き下げがあっても良いと思いま

す。 

122 一般市民の感覚からすると、月額38万円余りもの高額な報酬を得ているとは！それに見

あった活動がされているのか、見えない。しかも、欠席しても月額で報酬が支給される

のは理解できない。日額にすべきと思う。 

123 苫小牧をみて下さい。このように比較できる例があっても、何も感じないで、さらにア

ンケートを取る事がわからない。先に立つ人達が、市民が潤いをもてる事を考えて下さ

い。 

124 私共の生活も苦しい中、多いと思う。1人1人の議員さんが、どの様に使用したか報告すべ

きである。議員を減らし、その分仕事の出来る人にまわせばよい！！声を大に言う。 

125 公僕であるという考え。低報酬でも無報酬でも市のためにつくそうという心意気のある

人だけで良い。 

126 議員としての仕事、活動が見えてこないならば不必要。 

127 飾りのような人は減らしても良いが、努力、人格等‥増やしてもよい人がいると思う。 

128 この点も苫小牧と比べて多い。385,000×12＝4,620,000＋α。1人、2人、3人と減員さ

れれば、その分市民の為に使える。 

129 多いと思います。減らして、その分議員数を確保すべきだと思います。 

130 そんなにもらっているのだと、正直びっくりしました。20万円が妥当におもう。 

131 この厳しい状況の中、報酬もらいすぎているように感じます。 

132 私達には余り何をしているかわからない。町内会でも皆さんが言っている。議員の方を

今より減らしてほしい。それこそ税金の無駄づかいである。 

133 給料が年々減少していく中、それと同様。 

134 月額報酬以上の収入があるから（調査費等）。一般の会社員は、これくらいの報酬があ

れば、もっと結果を求められます。議員は契約社員のつもりで継続してもらえるように

成果を出して下さい。 

135 苫小牧並みにさげるのがよい（議員報酬総額の人口比を勘案して）。（活動実体がみえな

い）議会だよりのみ。 

136 年金受給者からみると多すぎる。年金並みで十分。予算を効果的に執行してほしい。税

金を節約してほしい。 

137 それだけの働きをしていますか。千歳市は予算が有るので他市と比べると高い。市議会

に欠席する議員返納して下さい。 

138 報酬＋各手当が多すぎる。見込み手当を削除して、実際に活動（個々）した者に対する

手当を適正に実施すること。 

139 議員は率先して身を切るべき。報酬が生活費であっては、議員活動などできる筈ない。 

140 活動がまったくわからず、報酬が本当に市の為になるものなのかわからない。その分、

子育て世代、福祉や公共のものに使うべき。財政を有効に使ってほしい。 

141 市民の為の議員なのに高給をもらう必要はない。 

142 報酬に見合う仕事をしていない。 

143 年金が下がっているのに、なぜ市議員の報酬が高いのか？半分で良い。 



 27 / 42 

144 高齢化社会において、なぜ市議員の報酬が高いのか。半分で良い。300万前後にすべき。 

145 民間では300万前後で皆んな働いているのになぜ？議員だけ多いのですか？ 

146 年間680万は、多すぎる。 

147 市議員のみ高額収入、年間680万もあるのは、なっとくいかない。民間は300万前後で働

いている。 

148 もっと減らすべき、高すぎる、働いていない、年間300万で良い。 

149 もっと減らして、市民の為に予算を使ってほしいです。特に税金を安くして下さい。 

150 人口が減るので、税金が払う人がへる 

151 周辺の市を考えても1割は減らして良いと思う。 

152 年中無休で働いても10万位にしかならない商売もたくさん在る。円安による原油高騰、

消費税による物価の値上がりも。 

153 人口に比例しての報酬ですか。私は議員の仕事に対しての報酬と思うのです。会社と違

って毎日働いていないと思います。 

154 サラリーマン化して生活給と勘違いしている。報酬に見合う活動していない。日当でも

良い。 

155 副業としての人が多すぎる。税金はこづかいではない。 

156 報酬に値するような仕事をしていない。 

157 一生懸命やっている議員もいるが、一般社会人から見れば高額である。プラスボーナス

も入れると600万円以上になる。それも毎日ではなく議会のみで高すぎる。その他にも手

当があるはずです。私は30万が妥当と思う。 

158 議員は職業ではないと思います。ボランティア精神を持ってほしいものです。ご自分の

生活にゆとりが有るので、人の役に立とうという気持ちで立候補されたのでは？毎日出

席ではないと思うので日給というわけにはならないのでしょうか。基本報酬＋日給 

159 市議の仕事をしていないから。 

160 市民の声を聞かない。自衛隊ＯＢ議員。 

161 正直、１カ月間385,000円分、そんなに働いているのか、という思いがある。恵庭と同

じくらい35～36万円でも、この時代には十分だと思う。 

162 退職金もあるらしいし、年金も出る。自分の仕事を持ってる人もいる。偉いと勘違いす

る人もいる。手弁当でがんばりなさい!! 

163 市の財政困難な状況を今後とも改善するため。 

164 1.議員は世の中に奉仕する精神持った人がなるべきである。行事の時に参加する議員さ

ん、俺は議員だぞ？と言わんばかりの態度は？ 2.年間何日働いていますか。30万円で

もどうですか。 

165 高齢化社会になり、千歳市民も年金生活者が増加、一般市民には節約が虐げられている。

今にち、議員の報酬は高すぎます。 

166 議員報酬は、議会が開かれた日、委員会があった日の日当、交通費、弁当代として払う

べき。仕事を持っている人は休んで来るのだから、それは支給しても良いと思う。単純

に計算しても、462万もの働きをしているとは思えない。「市民の税金」だから大事に使

ってほしい。 

167 他の手当を活動の参加で考えてみて。 

168 消費税増税、年金受給者、生活保護費受給者が増大している。今の社会状態を考える時、

議員も相応負担も必要。 

169 人数を5人減らして、千歳市のふたんを減らしてほしい。月額385,000円は高すぎるので、

350,000円にしてほしい。 
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170 消費増税、年金カット、各種公共料金の値上げ等、低所得者の負担増を考えると、減ら

すべきだと思う。 

171 私のまわりでは、皆、バスや自転車、歩きで移動するのが普通。当然、金銭面での節約

もあるが、議員の方はよくタクシーを利用していると聞く。納得いかない。 

172 毎月38万以上ももらっているなら、もっと活動してほしい。あるいは、別途支給される

活動費を廃止できるのでは。 

173 完全に多すぎる。毎日議会がある訳じゃなく、税金から報酬が出ている事を考えると、

毎日毎日汗して働いている人達に失礼だ。 

174 こまっている人もたくさんいます。 

175 他の市の額に対して多いと思うから。 

176 議員さんをやめても報酬があたるときいてます。それなら、もう少し老人にもわかるよ

うに、現在活やくして下さって方達、もう少し顔を覚えたい。わからない為、話も出来

ない。 

177 議会への参加日数、回数等々を考えても、待遇が良すぎる。他市民の生活等、又、税金

の使われ方として、現実に則してほしい。無投票の現状はありえない。 

178 この大変な時代に実行力も無い人が多いと思う。 

179 参考の最低賃金でも出来るはずです。 

180 多い。 

181 民間の重役並だから。 

182 2名ほどの行動に腹が立っています。夫婦でゴルフ等、他市での買物など。ゴルフなん

かは、札幌方面で週に2～3回。買物は市内ではなく他市でするわ。私たちの顔を見るな

りにげていく!!飲み屋でも。 

183 給食費未納家庭が多いせいで、払っている子供まで全国でも最低レベルの体に悪い給食を

食べさせられるのは、ひどいと思う。給食費をきちんと徴収できるシステムを作って、ま

ともな給食を出すべき。 

184 税金が高いのに、どうして仕事していない人達に払うのですか。考えてほしい。全員仕

事した内容を書面にして下さい。 

185 1ヶ月働いていないのに385,000、高いです。 

186 上記の理由で、税金の無駄!! 

187 今の時代、もらい過ぎと感じる。減らして下さい。私は月額15万円ほどです。（カツカ

ツです。） 

188 報酬に比例した働きを 

189 他の市から見て、多すぎます。 

 

 

問５で「無回答」と答えた方の理由（記述意見） 

1 高いか安いか、議員1人1人胸に手を当てて考えてみると良い。38万円でも安いと胸張っ

て云える位の働きをしている議員さん何人いるの？ 

2 副業のある方、いらっしゃいますよね？だとしたら高いと思う（どの程度、議員として

活動してくれているのかわからないから）。市民のことを考えて平等に働いてくれていて

、議員のみの仕事であれば安すぎるかも。 

3 議員定数を16人にすれば苫小牧市レベルの報酬でかまわない。25人でやるのなら半額以

下が妥当。 

4 未来に託す町づくりに望む。→これに力を、全力であれば、増やして活動してほしい。 
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1 給料を減らしてもやりたい人こそが、市のためになる人だと思う。 

2 ①他市町村うんぬん‥横並びの経験万能主義では、議会は単なるセレモニーにしか、私

・市民は見えない。残念だが。②ルールを地方から変革する勇気を求む。 

3 町内会とか地域住民の意見を聞く場をもっと設けて欲しい。 

4 自衛官OBと年寄りは必要なし！ 

5 ご苦労様です。 

6 もう少しやる気をもって市民の代表であるということを忘れないで下さい。もと自衛隊

が多いせいですか（生活苦なしの為） 

7 市民が住んで良かったと実感できる市政を行ってほしい。当市では地域によっては不平

等が感じられるから。議員は特権階級ではありません！ゴミ袋代高い。 

8 議会中、飲み物飲んだり、居眠り、反論ばかりしている議員はいないか。犬の糞、ゴミ

箱の違い、地域等、徒歩で見廻ってほしい。働いて働いて来て、生活保護が羨ましい。 

9 議員としての資質の向上を望みます。一部の議員には人間としても疑うような人間もい

る。 

10 栗山町方式にするべきと思われる。月額に活動費が含まれていますか？ 

11 厳しい言い方をすれば、選挙の時だけ良い顔をするのではなく、市民の代表として普段

より声を生かしてほしい。 

12 「観光PRは重要である」は最もであるが、ガイド作成の以前に、どのようにして、どこ

に、市内の魅力として発信させたいのか。現在のマップを変更したところで、何も変わ

らないと思う。旅人の目線と合っていない。 

13 冬季間（除雪）が非常に狭い。特に住宅街をもう少し広くしてほしい。 

14 もう少し展望をもったことで、市を活せい化してほしい。 

15 選挙で選ばれるので希望通りにならないが、一般市民から3/4、自衛隊退職者1/4位が望

ましい。 

16 千歳市民だからといって得する事がない。サケのふるさと館や市民プールの使用料等も

市民割があってもいいと思う。千歳に住んでいて良かったと思えるような事が増えると

嬉しい。 

17 年に何回か市民との話し合いの場を作ってほしい。市民の生の声を聞いてほしい。 

18 住民との距離を縮めてほしい。（相談する気に成らない。） 

19 市民により信頼される議会を目指しているならば、議員各人がもっともっと勉強をして

レベルアップする必要がある。事前に出来上がった台本に沿った質疑応答では茶番だ！ 

20 議員も町の中をただぶらぶらしているとしか思えない。人員も削減すべき。20人程度と

すべし。 

21 当地居住2年程度なので、特別にはありません。 

22 市議会だよりの質問議員の質問内容を読んで、もうほんとうにその幼稚さにはビックリ

です。毎度のことですが。 

23 住民にしっかり見える様な普段からの活動を望む。 

24 他市町村と同様は中央集権化の議員特権 アグラをかいている、千歳市は20人以下で定

員 

25 若い議員（女性を含む）も台頭してきており、発言や行動をより積極性が増してきてい

ると思います。市議会の活性化は市の活性に直結しますから、留意されてのご活動を期

問 6 千歳市議会に対する意見、要望等をご記入ください。 
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待します。 

26 市議の活動結果を毎年市民にわかる形で報告して欲しい。その結果を元に、市民がアン

ケートなりで評価したい。活動内容に納得があれば、定員増、報酬増でもよい。 

27 市議会は、”一にも””二にも”そして”三にも”市民のニーズと立場に立脚した活動を

行うのが責務であり、これを（主権在民）軽視するような市議会は不要である。ともす

れば行政の都合や事情などを斟酌し優先するが如き所業のなきよう望みたい。 

28 1、青少年の育成、学校教育等に力を注いで欲しい。２、人口の増加に連なる対策を常に

持っていただきたい。 

29 会議出席日当を取止める事とし、公務員同様の出席するときは交通費（公共交通機関の

料金）を支給する様にして下さい。月額制でなく出席回数毎に実費支給。 

30 市議会の方々、他市長さん等にも色々話は耳に入ってると思いますが、バス運行につい

てもう少し多方面を見廻ってほしい。ビーバスとバスが同じ停車場も問題と思うし、役

所方面の直行バスがないのは大変不便を感じていますので、是非検討してほしい問題で

す。 

31 本会議、各委員会の議員出欠状況一覧表を見て思うことは、欠席者が散見されますが、

本会議を欠席される心情は許しがたいと思う。 

32 議員一人一人が、市内を歩き回って、現状を把握し、議会運営に役立ててほしい。 

33 議員報酬が高すぎ。それなりの結果がでていない。もっと千歳市のために努力すべき。 

34 地方公務員だからという考えはすてて、自分達の報酬をおさえても市民のために努力す

ると選挙でえんぜつしていたのは、うそでしょうか？ だまされたと、しみじみ思いま

す。今年の冬、除雪は、大きい所のみで、市民の道路はひどいものでした。除雪する会

社によって違うのはどうなのでしょう。市に電話しても、会社委託されているので、も

んぜん払い。会社に電話しても、予算をもらっている分しかやらないという返事、市民

はいかっています。気候も変化してきています。世の中はそれに対応変化はしないので

しょうか？昔とは日々変化している事に気づいて欲しい。現代は日々変化してきていま

す。かまえていたら、何も変わらない。もっと柔軟に、規則も変えていかなくてはなら

ない事に気づいてほしい。児童館も、ランドセル来館等くふうされているのは分かりま

す。小学校、保育園、中学校、子供達であふれかえり、施設は増設しているものの、全

然追いついていない。学校等の先生達も勉強をきちんと生徒に教えられず、補助の先生

はいるものの、いつもいる訳ではなく、勉強のついていけない子は、福祉学級へと、や

んわりとすすめられ、いかりをおぼえます。子供を増やすといっても、助産院、何かあ

った時対応できる病院も市外へ行かなければならない。意外と千歳市は良いかと思った

が、田舎と一緒なこと、対応が悪い事にびっくりしています。 

35 市営住宅の老朽化、市住の周辺の観察、環境整備を早急にすべき。 

36 もっと市民目線で市民の為の議会であってほしい。むだにお金を使うのではなく、市民

の為になることにお金を使ってほしい。自分達の利益ばかりを追うのはやめてほしい。 

37 市民の為になる事は、もっと積極的に実施していただきたい。国際線が就航する都市で

ありながら、人口が10万人以下の千歳市に、更に人口が流入する様、自衛隊ばかりをた

よりにするのではなく、新たな施策を打ち出して、10年以内に人口が10万人以上の都市

を目指していただきたい。 

38 議員活動内容がマンネリ化。市民には、内容が伝わってこない。（議会だよりでは伝わっ

てこない。） 

39 自衛隊員が多く、多額の交付金が入っているのに、収支がぎりぎりなのは政策が悪いか

ら。北海道の玄関口なのに観光客が素通りしていくのは、町づくりが悪いから。駅前に
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パチンコ屋しかない町に誰が来るか？ 

40 これからも頑張って下さい。 

41 個々の団体や会の為に仕事をするのではなく、日々の活動や市状況をしっかり観察し、

正しい場所に予算を使い、会議委員会はしっかり出席して、市民の為に活動願いたい。 

42 弥生町にある市営住宅は空部屋が多いように思います。いったん更地にして、2階建（か

３階建）にし、災害時の避難所も兼ねた建物にして下さい。 

43 定期的に市民に対し「報告会」を行い、各議員の仕事ぶりを報告する。 

44 町内から市議が出ている所は、何かと優遇されているのでは！気楽に挨拶できる人がい

ない。えらい先生と思っているのか。 

45 千歳市は、市長をはじめ議会と協同して、市の街、人の為に精力的に尽力されていると

思う。 

46 議員選挙等が過ぎれば、後はよしという事か？議員独自の考えや、活動がなかなか見え

てこない。議員は、千歳市全体に目を配り、自身の地盤ばかりに気をとらわれてはいけ

ない。千歳市の将来を考えるならば！！ 

47 条例の制定等の内容がほとんど理解不能。広報の紙面の制限もあると思うので、せめて

ホームページでこん切、丁ねいに説明してほしい。 

48 年金から特別徴収を強制している。年金受給者に対して何時何の保険料等を支払いしな

ければという緊張感を奪っている。少しでも緊張感があれば、認知症等が遅くなる。  

又、納税に行き動くと健康面等改善されると思うが、このままでは行政は認知症患者（

病人）を育成しているとしか思えない。高齢になり体力、健康面に自信がなくなり、徴

収（年金から）依頼者のみにすべきと思う。市民を大事にしてほしい。未納税者対策は

業務で考えて、楽な対応はしてほしくない。市民は大事だ。 

49 昔から日本の政治家には、日本を貶めることが好きで好きでたまらない政治家がかなり

います。千歳市議会には、そういう人はいないと信じたいですが、もし日本を、千歳市

を貶めるようなことをする議員がいたら、日本から出てけといいたい。とにかく日本を

千歳市を良くする仕事をやっていただきたい。 

50 組織票で議員を当選させ、本当に千歳市未来を考えている議員がどれ程いるのか見えて

来ない。 

51 30号通り（サーモン橋からホクレン・ホーマックに至る）交通量が多い。どうにもなり

ませんね。何か良い方策はないものですか。 

52 むだを減らしてほしい。 

53 1.観光客を呼び寄せるレジャー施設又はスポーツ競技場・美術（芸術）館、歴史資料館

等の予算計上、2.冬季のスポーツ競技会種目の選定（オリンピック等想定） 

54 議会傍聴に何度か参加しましたが、傍聴席からとても聞きづらい。議員の雑談の方がよ

く聞こえた。傍聴席はガラガラ、新聞記者だけ。土、日曜日の議会を考えては。議会開

催については、色々な機会で市民に伝えてほしい。 

55 千歳市民の重責を果たし、研鑽して頂きたい。別件ですが、新千歳空港の発展を願って

いる。（特に国際化）深夜60便を検討中とか。まず、地域の安全がゆうせんする。まず防

火対策が最優先で、これが先ず先に解決することが大切である。 

56 自衛隊によって成り立っている市であり、国から相当の補助金を得ているからこそ、豊か

な市の財政が維持できているのもかかわらず、ただ自衛隊員数の現状を訴える以外は、自

衛隊員及びその家族に対する生活の改善や優遇はなされていない。倶知安、別海、美幌な

どと比べると、大きく見劣りする。 

57 1年365日毎日議員としての自覚がなければならないので、日曜・祭日以外は月曜～金曜
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は毎日議会活動してもらう。土曜各町内会等で対話集会を行う。 

58 議員活動の全体を示さずに上記の質問をしても、アンケートの結果にさほどの意味はな

い。市民とは、議会（議員）活動などほとんど知らないのである。それが市民（主権者

）の実態であり、市民とはそういうものである。従って、例えば議員定数が現状でよい

とする者が多数であったとしても、妥当であるとは言えないのである。このようなアン

ケートは行うべきでない。税金の無駄使いである。 

59 千歳市に対する要望を、市役所に言えば良いのか、議会に言えば良いのか分からない。 

60 会議・委員会に頻繁に欠席する議員には罰則を与えるべき。 

61 医療費（病院の薬）について、どんな考えなのか。※この用紙について云えば、何ｃｍ

でも切らない方法でむだなつかい方です。 

62 議員自身、体を動かして歩け歩けをやりなさい。議員終了後の皆さまの姿、サラリーマ

ンの終わった人に比べたら、見るかげもなく老いぼれている。現職のうち、体を動かす

事。 

63 千歳の町が形になって変化していくのをみたい。 

64 自分の仕事の合間をみて、ひまつぶしに来ている議員がいる。ふざけるな！市民のため

に、ほんとうに働いてくれる人だけの議会であってほしい。 

65 議員の働きが見えない。 

66 除雪要領が非常に悪い！（柏陽２丁目） 排雪が杜撰（ずさん）で交互通行が出来ない

状況です。更なる改善を希望します。 

67 市民のため、市民のため、誠実な態度で市政をお願いします。私欲はもってのほかです。 

68 何か多くの市民が喜ぶ事案（アイディアを生かす）事を行った方が良いのではないかと

思う（予算がともなうが）。例えば以前、十勝の池田町で行っていた。 

69 防空壕はキウス周堤墓に並ぶ現代の文化遺産になります。千歳の文化財産にすることで

す。慶応大学の海軍司令部壕、沖縄の海軍壕と並列です。特攻隊の1号が立った記念すべ

き壕です。壊すはとんでもない。はじかきだ。 

70 土地柄、仕方の無い事だと思うが、自衛隊出身の議員が多すぎる。アイデンティティに

かけてしまってるのでは？ 

71 自分達の目で見ないで、弱者の目で物を見て下さい。弱い者達の住み良い所は、そうじ

ゃない人達にはもっと住み良い所になると思いませんか？ 

72 各政党の考えも有り、政治の難しさを感じるが、目的、目標を忘れず真剣に市政に取り

組んでほしい。千歳市の今後の発展に寄与できる働きを！！ 

73 ステージ上の発言から、地面での実際の行動に反映して下さい。 

74 千歳市は、補助金にめぐまれ過ぎているため、市も市民も公に対する甘えの考えが強く、

独自の発展努力が足りないのではないか。例、新しい産業への取組み努力等。 

75 まず、勉強していない議員が多過ぎです。議員は一番大きなボランティアで有ることを

忘れないでください。報酬などあてにしないで生活できる人が少なすぎです。 

76 市民与党の議員が、千歳市はこうだとか、そうなるとか、何をやっているか。議員本人

の議案とか、まだまだやることがある。 

77 自分の住んでいる所の件については、特に強い意見が多い。市全体をみてほしい。何事

も目先の事が多い。長いスパンで考えてやってほしい。作ったり、こわしたり。 ※鉄

東祝梅地区の者ですが、とてもバスが不便になり、とても困ってます。乗らない事が多

いです。１度下りて、また乗るのはとても不便で、時間もお金もかかります。（福祉セン

ター、役所方面） 

78 議会の様子を市外で見えるようにする。（以前） 
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79 市議会議員は、もっと市政に対し勉強して、更なる市民生活に反映させて、市民が喜ん

で選挙に参加してほしいと思う。 

80 一般市民が月額385,000円の給料を稼ぐのは大変です。殆どの市民は頂いていません。給

料に見合った働き方をして貰いたい。市民の為、千歳市の為になるような議会議員であ

って欲しい。欠席する人は同じ人です。年に何回かしかない議会を欠席するとは、何事

ですか。そういう人は辞めて頂きたい。 

81 選挙運動では、町内のため、市民のためと連呼して居ますが、当選したら特別に私が議

会で進言したと言う議員居りません。皆さんの顔色見て、次にお前やれでは、一般サラ

リーマンより悪いと思います。 

82 駅前通りの整備、ショッピングモールの設置、道路の補修整備。 

83 市議とは地元地域の代表であり、国政、道政に目を向けるより、地元地域の環境に注目

し、住民の意見を議会に反映させることが使命であると思うが、所見を伺いたい。 

84 自転車も車道を走行するようになりましたが、道路が整備されなく、大変危険です。自

転車専用レーンをもっとわかりやすくしてほしい！ 

85 1.千歳には桜花見をするところがない。代々の市長関係者が取り入れなかった。将来を

見通した構想、20～30年後の事を、例えば水車周辺など。2.新空港とは、何を基準にし

ての新がいつまで新と言いますの。前に出来た物が交代するまでなの。3.南の古里から

問がありました。どうして札幌行の便が、就航とか欠航と言うのですか。千歳？千歳空

港。 

86 議員の資産等の公開を望む。調査した視察の報告を実施して欲しい。不必要と思われる

調査費の削減があるはずだ。 

87 地方からの行政施策提言が必須の時代です。千歳市の将来像、ビジョンを明確にし、市

民が納得できる「自らの言葉で語る政治家」集団であって下さい。（※議員定数・議員報

酬の参考情報に関して）短絡的な数字のみの比較をしないで下さい。 

88 住居地のドーナツ化による悪環境、学校問題、旧住居地の老人化。 

89 何でも賛成では市議会の威儀がないのではないか。もっと活発な議論があってもいいの

では？ 

90 諸外国で聞いたことがあるが、水道局に対し、水道水に「フッ素」まぜてる国があると

聞いたことがある。市議はこれを調査して可能かどうか？市内には40～50の歯医者があ

る。少しでも減らす。水道代を上げずに市議が努力！市議会要望じゃないかもしれない

が、車で市内を走っていると、３差路交差点で４か所（４差路用）に車用信号機が作動

している交差点がある。市議会が各交差点をチェックし、関係部署に連絡し、改善され

たい。 

91 税金のむだを無くして、もっと、市民に目を向け、子供の安全な遊び場、老人の健康対

策として、気軽に運動できる場を増やして欲しい。 

92 視察に金を使うより議員の資質向上に力を入れるべき。 

93 市議会員に選挙時の様に市民と共に。 

94 市内の市道の整備が悪く（地下に配管の水道)?デコボコで自転車の運転（歩行にも危険

である） 

95 本州や海外への視察と称するレジャー旅行（表面的、形式的には公務に見せかけている

が、実質は娯楽旅行）、他市町村議員との交流と称する旅行は全く必要ない。 

96 市議会議員個々の市政に対する要望・意見等を記事し、報告されるよう希望する。 

97 議会の傍聴への働きかけを積極的に行う（議会だより、ホームページ、市民カレンダー

等）事も良いと思う。ホームページだけではＰＣのない人は情報が入らないので。 
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98 市民の声を確実に実現していただきたい！医療、子育て支援など。 

99 自衛隊に依存しすぎ（歳入面）。静かな空が市民の願い。市議会は（市長は）自衛隊依存

を強めているが、自立する市政を目指すべき。自衛隊機が市が示す空域外を飛ぶのも理

解。 

100 当選してしまえば‥‥と云うのではなく、本当に千歳を愛し、千歳の為に働く事を心に

命じて活気ある市議会を望みます。無投票と云うのは淋しい。頑張りが失せるのでは‥

‥。私達のように高齢者は先の見える希望のもてる安心出来る生き方をしたいです。 

101 一般に市議は、通常どんな仕事をしているのか。報酬に見合う仕事をしているのか、明

確に知りたい。 

102 会議等に欠席する議員は減給するように。 

103 地域へもっと顔を出し、意見交換や交流を増やしてほしい。 

104 公共施設の充実は重要だが、維持管理等のコスト面からも、必要最小限にとどめ、福祉

（特に子育て）、教育等のソフト面にも力を注ぐよう、市政に反映させてほしい。 

105 自治体の中では安定した基盤が有り、長期的展望。1.既存住宅地跡地の有効活用（中心

街の再開発）、2.一次産業（農業）の所得増の規格外野菜等の有効活用、地産地消の販売

促進（道の駅、スーパー等に協力依頼等） 

106 不必要な会派活動を止め、定数を減らし、市民生活に対して実効性のある活動を望む。 

107 自衛隊上がりは世間も知らないのに、市民のためにないです。 

108 市の環境が益々ドーナツ化しているため、市の未来を考えた行政。 例．1学校問題‥

マンモス校と 、2.道路問題‥管理面、除雪面、街路灯、３．老人等の買物問題等 

109 市民に対してもう少し身近なことに活躍してほしい。 

110 防音工事、通りが１本違うだけで範囲外というのは？実際、何度も工事をしている家、

本当に必要ですか。築年数あまり変わらないのに‥‥もっと幅広い市民に保障をして欲

しい。 

111 千歳市議会は、千歳市の恥だ！！千歳市もしかり！千歳市民の多くは、市の運営の無能

さを嘆いている！おとなりの恵庭市と比べてはるかに劣る！候補者が足りないからとい

って、無投票にするな！信任・不信任投票をやるべきだ！！半分は落選するだろう！ 

112 市議会だよりを見ても、毎年毎年ほとんど内容が変わっていない。一体どれだけの市民

が関心をよせて見ているだろうか？一考を要す。 

113 失望で意見も期待もなし。北広、恵庭市同様に、まず２３名に議員報酬３６０，０００

円に。 

114 市議に困りごとを相談しても、足を運んでくれるでもなく、放置されている。 

115 議員の市政に対する知識が乏しい。もっと勉強して！ 

116 地域に密着した活動をして欲しい。冬の除雪作業で、業者の教育の実施（いいかげんな

業者が多い）。除雪はスムーズに実施して欲しい。 

117 本当にひざをつめて、市民の小さな要望を聞いているか疑問があります。市議が、町内

を歩いて何か調べている様子なんて見た事ありません。もっともっと市民に密接した市

議であってほしいです。無関心にならないためにも！次回は市議会ではなく、市会議員

に関するアンケートを要望します。 

118 議会活動の情報公開。千歳の町作り（安心安全な町作りの情報を公開すべき）。 

119 将来の千歳の為に、10～50年後の千歳を見据えた行政を実行させてほしい。 

120 女性議員が居ると聞いていますが、活動している女性議員は聞いたことがない。（居な

いのですか？）福祉、教育にもっと力を入れて下さい。 

121 もっと（キメ）こまかく議員の方にお願いしたい。 
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122 議会活動報告書を読んでいると、くだらない質問と、もうすでに決まっている事柄を自

分がしたように感じる質問が多いと思う。 

123 本当にお疲れさまです。健康に御留意されて、御活躍をお祈りします。 

124 年金等減額されております。議員の皆さんの報酬も減らすべき。 

125 今は別に有りません。 

126 年に１,２回、連合町内会長と議員による市政要望をくみ上げてほしい。 

127 議員さんは勉強していない。先日、議会を見に行ったが、小学生でもできる程の質問で

した。 

128 寿に住んでいますが、スーパーもなくなり、子供達も町の方が多くなる一方で、何か寂

しいです。 

129 地方政治は請願政治と云われる一面について、市民との交流促進、具体的な活動、相応

の報酬。※就職先の一つとしてではなく、高邁な為政動機を追及。 

130 不言実行。 

131 プールの利用について、高齢者が利用したくても高すぎます。腰痛、膝痛にプールの中

を歩行するのがよいと解っていても、高くて利用できません。バス代を含めると一回680

円かかります。因みに、札幌市では６５歳以上一回130円一カ月券が1,300円です。 

132 活動内容がわかるような市議会に要望する。 

133 我我の税金をいただいているのだから、仕事をしっかりやってもらいたい。 

134 Ｂバスが通っている所を少し考えて欲しい。北桜コミセンの周辺は、バス等の便が悪い。

少し考え直しませんか？市内バスが無く成るのも遠い事ではないと思います。 

135 議員は行政について勉強してほしい。市役所職員の行政分野をチェックして欲しい。職

員が真に市民に奉仕するように意識改革をさせることが必要である。 

136 千歳は文化面の充実が隣の市（恵庭）に比較すると劣っている。又、道の駅も魅力的な

ものでないのは不満です。 

137 財産の取得、物件の取得理由、利用方法、管理要領の明記。 

138 年金で生活しているのに、老い老い介護になってる。金がなければ、病院にも行けぬ（

市民病院は、ほぼ、恵庭又は札幌の病院にまわす。） 

139 市民各層から意見を聴き、議会活動が単なる意見でなく、実行力とスピードを上げて実

践してほしい。 

140 保育所、日曜日、受け可能での利用者は何件位か？保護者への支援、日曜日も必要なの

か、利用者を把握しているのか？少数なら再度協議が必要と思う。担当保育園へ来園し

て確認有。早急の回答を望む。参考に、利用した件数４件他の園から。 

141 議員の皆様、高級車を乗り回し、軽自動車は乗らない。市民一般と同じ感覚は？ 

142 遠くの親せきより近くの他人の言葉通り、町内会による共助システムは重要と思います。

自衛隊が遠くに訓練、災害派遣時、家族に何かあった時の即応の為、入会勧誘重要と考え

ます。遠くに居るお父さんがTelしたとき、応答ないときに町内会長に頼めるシステム構築

を。 

143 市政について、生活保護受給者がパチンコ行って、スナックでビール飲んでいる者も居

ると聞いた事がある。年金暮らしの自分よりいい生活をしていると知り合いが言ってい

た。キチンと審査をしているだろうかと？ 

144 広報、回報のみでは解りませんが、各方々の誠意と人間性に希望を持ち、千歳市民の住

み良い、倖せが高低の差なく行き渡る事のみ祈ります。 

145 市議会だよりのカラー表紙はいらない。部数を考えてみて下さい。どうしても理解でき

ないのですが。前回から無所属になった議員は？なぜ？前党は？ 
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146 もっと勉強しろ！千歳のこと知らなすぎる。 

147 各町内会との連携が出来てるだろうか？年に１～２回の参加（会議）？？？住民と直接

対話する場があるのでしょうか。選挙後の日常活動が分からない。 

148 1.地方議会は、二元代表制である。そのことを理解している市民がどの位存在している

か。私自身、何人居るかわからない。市民にもっとＰＲしていくことが肝要だと思う。

2.地方自治法では、リコール制度の条文がある。この条文をも知っている市民が何人い

るか疑問である。 

149 一度、議会を視察したことがあるが、まるで茶番劇を見ている様であった。おたがいに

すでに決まったセリフを交換しているようで、異様であった。もう少しフリーな討論を

期待したい。 

150 空港の町でもありますし、日本、世界から観光客が訪れるようなイベント、町作り（植

樹、花壇）など企画したら、もっともっと大きな町に発展すると思います。 

151 議員報酬を半分にして、福祉、医療にまわすべきだ。 

152 安心・安全な町づくりを具体的に提案して、今後の千歳市の発展の為に、行政に反映さ

せるよう議会議員に要望します。 

153 マンネリ、サラリーマン議員が多い。自衛隊議員はいらない。千歳の将来の為に働く議

員はいないのか！！ 

154 もっと真面目にヤレ！！ 

155 とにかく、市民の皆様の目に見える仕事をして下さい。 

156 頑張っているとは思うが、レラ（南千歳周辺）、流通近辺での散らん、草の始末等を。

観光都市として恥ずかしいものがある。現地を視察して欲しい。 

157 スポーツセンター等の小中学生の無料化反対。10円でも20円で良いので、有料にすべき

である。恵庭市の体育館が、なぜ無料から有料になったか深く考えてほしい。将来性の

ある子供を無料にしたい気持ちは理解できるが、色々な面で良い方向に行っていない。 

158 大久保彦左衛門的な視点から、常に侃侃諤々（かんかんがくがく）なオープンな議論。 

159 一番強く思う事は、やはり夜間急病医療体制が不十分な意見をよく耳にしますので、「

千歳で生まれ、住んで良かった」と最後まで思われるよう、夜間働いて下さる医師の確

保を最大限努力して下さる事を心から願っております。 

160 市では良く千歳市議会の傍聴を呼びかけています。又、ちとせ市議会だよりを発行して

いますが、なかなか平日に議会傍聴は難しいのが現実でしょう。でも市議会だよりは必

ず読んでいます。 

161 地域性もあるが、自衛隊の事になると、一生懸命になる。外の事は何をやっているのか

？職員の質も平均以下でないかと思う。議会議員としてしっかりしてほしい。 

162 しっかりと仕事をして、よりよい市に、どこからも千歳市は良いわ（ヨ）と言える様な

市になる様頑張って下さい。 

163 議員をしたかったら、ボランティアでやったらよいのでは、もちろん無償で。早く選挙

が来てほしい。 

164 もう少し町民のために、働いてほしい。 

165 これからも千歳市の為に頑張って下さい。応援しております。 

166 何年も先を見れば、仕事の安定化、それにより結婚の早期化、子供を3人位育てられる

環境。派遣による仕事では結婚は考えられない。 

167 定数20人、報酬30万以下。研修等は市の改革に反映されてなく、遊びに行っている。40

年頃から千歳市が打ち出した恵千バイパスはどうなった。恵庭は早くに実施。なさけな

い。市議もっとしっかりしろ。 
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168 住宅にいれてもらっていながら、わるい事をしている人をみてもいます。でも、ちゅう

いもしない人もいます。きびしくした方がいんじゃないですかと思います。 

169 市のアピール及び公共設備の有効利用を考えてほしい。又、千歳川の河川堤防の有効利

用。 

170 あまりにも政策提言が少なくすぎる。資質の向上に努めること。行政のチェックだけで

は報酬は高すぎる。 

171 議会は全て出来レースで決定している。前回の選挙もしかり、コンパクトシティ等の考

えもなく、あちこちに図書館、市民病院考えているのか？ 

172 これまでの市の政策について、あらゆる角度（市民目線）からチェックし、現状維持か

改善かを見極めるべきである。 

173 町内会費について、住んで居る処で支払加入しているのですが、営業している場所でも

集金されるが、どうですかネ。 

174 将来千歳のビバリーヒルになるとか宣伝にのせられて向陽台に住いを構えてから早や

20数年。砂利道から耐え忍んできたのに、さっぱり良くならない。風呂屋はナシ。薬屋

もなくなった。ATMなんか1万人の街にたった２台、しかも、しょっ中故障。不便極まり

ない。同じ税金を支払っての、この不公平。市議会の皆さんどう思う？ 

175 議員は行政者と同等以上の識能を有しなければ、行政をチェックすることが出来ない。

職員の計画・説明は受けても、その良否を判断することが出来なければ、失格であるこ

とを銘肝すべきである。 

176 市民の意とするところをよく把握され良いと思います。 

177 あまりにも市民の要望を聞き過ぎでは。未活用施設が（例えば公園内の通路の椅子など）

箱物が多い。 

178 問3のとおり。（自己実現） 

179 自衛隊を大事にしすぎて、隊員達が大手をふりすぎていないか？自衛隊の為の町ではな

くて、自衛隊をおいている町ですよね？ 

180 活発な動きが見られない。町が活発になるような方策を考えるべきだ。 

181 市議会とは関係ないが、市役所職員窓口業務員の口臭に気を配ってほしい。気づいたの

で。 

182 福祉の充実として、福祉サービス券、現状の2倍に増やして欲しい。 

183 質問の最後に「‥‥を伺う」と云うのが多いようですが、質問者の考え、意見等につい

ても伺って欲しいです。編集後記に、激しいバトルも今は懐かしいとあったが、今後は

その状況をつくり出してください。広報と市議会だよりの一本化へ！ 

184 千歳の街はシャッターがおりており、もっと町に人が集まる整備してほしい。駐車場を

沢山作り（安くして）、まずは人集めが先だと思う。今は車だから駐車場を大きく作って

下さい。道路の中央分離帯のライトが切れているのは非常に危ない。冬の暗い時、雪が

降っていて前が見えなく、ぶつかりそうになった。 

185 他市町村に行かれ、勉強されていると思いますが、まずむだだと思う。自分の街の中も

解決出来ないで、無だなお金を使うことはない。私共に誇れる千歳市を作ってほしい。

何事も後手、後手に進んでる！！ 

186 問３の内、◎印の項目（道路・除雪・上下水道など生活環境に関する分野の施策を改善）

に関し、地域格差がないようチェックしてほしい。 

187 ①けんけんがくがく、対立した考えがあっても良い。全てが提案通り行く訳がない（議

員全員が）。この姿を望みます。見えないのが残念です。②リースの契約が多くなって、

地元企業育成に力を入れ、財政計画を。 
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188 マンネリを打破して、活発な活動を望みます。 

189 選挙がない事が問題、定員を減らすべきである。候補がいない場合、少数に出来るよう

対応しておくべき。 

190 千歳は産科が少なすぎます。市長は「千歳は若者が多い街だ」と言っていましたが、今の

ままでは少子化が進むだけだと思います。 

191 除雪について、除雪車には助手と運転手（オペレーター）2名ペアで乗って来ますが、

特に公園周辺や明らかに障害物がありそうな場合は、車から降りて確認してほしい。他

で見ていて、助手は何で確認しないのかと思うことがあります。また、運転には、ここ

は公園の柵があるとか、縁石があるからと知らせても無視し、平気で壊します。公共施

設の修理費は市民の税金で賄っているという認識が欠如している。 

192 活動状況が不明。具体的な活動内容がわかるように示すべき。選挙の6か月前位から、

議会質問の人がいるのが目につきます。 

193 とにかく、ちゃんと地に足をつけてやってもらいたい。自力で動いて。名前だけのこと

はやめて欲しい。 

194 福祉、医療に力を入れてほしい。（あなた方も、その道を通るので‥それに、あなた方

の両親、子供もいると思うので‥）これからが大変なので、宜しくお願いします。 

195 車の運転も出来なくなり（免許証返納）、年齢的にも体力がおとろえ、病院に通院して

おります。他市によっては70歳以上に（券）を発行しているところもあります。千歳市

の場合も80歳以上に限定し（福祉サービス利用券）の交付をお願いしたいと思います。

よろしく取り計らいをお願い申し上げます。 

196 市議の仕事の内容が見えてこない。市民が（良かった）と実感できるような議事運営に

してほしい。 

197 議員として責任もってやりとげてほしい。利用ないそなえーる、インディアン水車のリ

ニューアルに予算を多くかけ、必要かと‥‥市民に問うべきだ。 

198 弱者にもっともっと目を向けて下さい。千歳だけの法令があっても良い、バスです。 

199 質問及び答弁が長すぎます。議会のカタチばかり重視していませんか。議員も行政も改

善する方向で話し合ってほしいです。 

200 議員に連絡処置をお願いするのですが、市の係員が見に来て説明するも、さっぱり実行

できず、ついに冬期、交通事故が発生しています。（住吉交番前）確認してください。 

201 前回の市議選挙は無投票なので減（－3名位）。市役所の外郭団体の役員報酬の開示、職

員年齢の開示。 

202 税金の一部を収入としているには、年金者からみると贅沢している人がいる。最低人員

を把握し、将来を考えてほしい。アンケートの結果を発表してほしい。 

203 道議会で何を発言しているのか、道議の人の役割も発信してください。土地、道路用地

の件について、私物化して使用している家が有るので、公私の境界をはっきりさせるべ

きだ。何10年も永久に使用している。 

204 議員ＯＢ、部長級職員ＯＢ等と対する「天下り」問題提議。過去において、道議が、一

時期、取組んでいたものの、この問題に努力している議員はいない。無関心では×。 

        

205 「議会だより」は配付の翌日にゴミに捨てられている。もう少し関心のもてる内容にで

きないものでしょうか。議会の状況は民報の報道で充分。今回のアンケート調査は大変

よいことです。 

206 議員の定年制を考えては、いかがですか？投票ばかりではなく、議員活動の評定をわか

りやすく、市民にも評価できる方法はないのでしょうか？ 
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207 市議会の活動や名前がわからない。せめて、年に一度、地域の担当議員から、なんらか

の市民への呼びかけがあってもいいのでは。たとえば、一家ずつ訪問するとか‥。 

208 議員の数を少なくし、夜間でも議会を開け。 

209 道の駅をサーモンパークの所に作るのは反対だ!!作るにしても、恵庭市の道の駅等を参

考にしてもらいたい。 

210 要望する事は多くありますが、一点にしぼります。医療で頼りにする市民病院の医師が

定着せず、「開業医養成機関」となっている。市民が信頼・安心して受診できる病院にす

る為、原因究明し対策を講じていただきたい。 

211 形ばかりの議会ではなく、大事な財源の使い道をしっかり把握し議論して頂きたい。 

212 生活保護者への資格を厳しく調べ、受給に適正かチェックを細かくしてほしい。一般の

方が生活が厳しくなっているのに、受給者はノウノウと生活している。偽装離婚で母子

家庭を装っている人も居る。 

213 市民税をもっと下げて下さい。高すぎる。年金はへるのに、なぜ税金は上がるのか？ 

214 税金を下げるべき。年金が下がり、消費物価税も上がった現在、なぜ、市民税が高いの

か。議会は、行政にもっと税金を下げるよう働け!!  

215 もっと市民の為になる税金を安くする事等、一般市民の為に働いてほしい。 

216 特に、自民党議員は、自衛隊ばかり見てないで、市民の為に活動すべき!! 

217 市民税等をもっと安くして下さい。（年金が下がるのに、なぜ市民税が下がらないので

すか？） 

218 もっと議員を減らして、市税を安く下げてほしい。市民は苦しんでいます。 

219 市民税をもっと安くして下さい。 

220 政党をこえて市民の為になにが良いか。市民の所得の向上と、千歳に住んで良かったと

言える市政をお願いします。また、せっかくのアンケート、有効に活用して下さい。（市

民へのアンケート良いと思います。） 

221 中小、零細企業を巡回し、現場を見る。 

222 議員さんの出勤は何時なのですか。遅い時は10時、午後といろいろですネ。勤務時間を

正確にしてほしい。その上で、議員報酬の問題となります。 

223 他市を参考、比較するのではなく、新しい発想で千歳市独自の特色ある議会、市民が納

得する議会を目指すべき。 

224 住民に対して、議会での賛成、反対に対する説明責任を負うようにすべきと思います。 

225 市職員の用もないのに残業して、残業代をつけている事など、きびしく税金の使いみち

を考えてほしい。 

226 行政に迎合しすぎているのではないか。 

227 市民病院の医師が変わりすぎるのと、他の個人病院に紹介される例が多い。支笏湖の温

泉ボーリングで1億4千万円も費やしたとなっているが、私達には何の恩恵もない。観光

業者だけでいいのでしょうか。我々にも入浴チケット等がないのですか、検討して下さ

い。 

228 多数決の原理なれど、ただ正論をもって意見し、市民のために清濁合せ呑むだけでは、

その存在が問われる。だが、議決されたら愚直に守り、市民に対して弁解は不要。 

229 スポーツセンターの行事予定について、月の途中の変更が多い。団体使用もよいが、特

に土・日の個人（市民）使用について、武道館等と調整して月末には次月の計画を確実

にしてほしい。 

230 誰が何をどう活動しているか、全く普段は解らない。選挙のときだけの声、姿。顔も解

らない。その様な議員に支出するのは無駄です。税金ですから。※議員の出欠状況が表
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にしてありましたが、続けてください。（問3の設問に関して）期待する（？）成すべき

こと、当然のことではありませんか。先ずは公約の実行、実現。 

231 市民の声を聞き、スピードをあげ、改革を進めてほしいです。 

232 自衛隊ＯＢ議員よ!!昔の自衛隊の階級意識ばかり強く、一般市民の為に働いていない。

自衛隊の方ばかり見ている。投票の事ばかり気にして自衛隊にゴマスリするな!! 

233 千歳の市民のために知恵をしぼって、住みやすい街にして欲しい。※恵庭の「市民プラ

ザ・アイル」のように誰でも集まれて、趣味の発表や講習、会合、喫茶、食事など、な

んでもできて、人とつながれる場所を作って欲しい。（タウンプラザの空場所など便利な

所に作って欲しい。）→タウンプラザの利用にもなる。 

234 自分たちの不利になることも積極的に行いなさい！市民の為に市議になっているはず

でしょ？一般市民は安い給料でガマンしているのだから、もう少し考えなさい。 

235 重度心身障害児者の入所施設を千歳市にも設立してほしい。 

236 各部会交代で各町内に出前報告会を開くなどして、議会に対する関心を深めさせてはど

うでしょう。 

237 もう少し少ない議員で効率良い仕事をされる様希望します。議員のひとりひとり、1日

どれだけの時間、仕事をしているのでしょうか？ 

238 市議会議員になって肩で風を切って歩くような人にはすぐに辞めてほしい（肩書きだけ

でえらぶるな）。何年何十年も議員をやっていて、今まで何をやってきたのかまったくわ

からない人、質問をしても「何それ」と思う人もいる。定数を減らしたくないならば、

報酬を減らすこと、もしくは報酬をこのままで人数は削減する。議員は、町内会長には

なってほしくない。葬儀委員長とか、名を売る事を望むかもしれないが、町内会は迷惑

だ。 

239 政策・議員提案が長年あまりかわらない!!  

240 今問題になっているＴＰＰ、秘密保護法、集団的自衛権、憲法の問題等、議会としてど

う対応するのか全く見えてないのが現状と思う。市民の目に見える議会にして欲しい。 

241 千歳市議会事務局の仕事がどの様な内容か知りませんが、市議会議員のより以上の議員

活動をさせたいので、そのインフラ工作に力を添えてもらいたいが、議員活動の調査支

援や他市町村との窓口、連けいなども行ってください。 

242 冬の除雪で、細い裏の道はまったく除雪がこないので、除雪してほしい。 

243 視察成果を即活用してほしい。 

244 後援会事務所とあるが、実態があるのか疑問である。 

245 たとえば、ひとりあたりの議員報酬を8万減らせば、月200万うく。就学援助や路線バス

の支援など、市民生活にもっと使えるのでは。うちは、月30万以下で生活している。議

員だというだけで、中以上の生活をする必要も理由も全くない。 

246 基地の街と云われている千歳。議会で自衛隊の在り方、存在についての意見とか議論を

してるとは思うものの、市民にはあまり伝わって来て無いし、ものを云ってはいけない

という空気が有るように思われる。 

247 市議がエライ訳じゃない！市民の代表としているだけで、大いに勘違いしている人がい

る。 

248 精力的に医師を集めて、救急医療をどうにかしてほしい。個人病院にかなりの負担がか

かっています。救急ダイヤルすら当番医でない所を勧めています。 

249 あんまり年の多い市会議員はいらないと思います（年金もらって、議員報酬もらうと言

う事は、どういうことですか？） 

250 二元代表制にふさわしい議員としての誇り、識見を備えるよう研鑽に努めること。議運
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の議会改革には、議長4年任期、市民への報告会を10～15カ所、全市、箇所を定めて行う

こと。事務局スタッフの充実を図ること。 

251 議会に出席しない議員は必要なし。 

252 老人病だと一口で片付けられますが、丈夫な人けっこういますが、特に通院しなければ

ならない老人の足はバス。ありがたいが、通院の乗り物のお金もばかにならない。福祉

券、もう少しふやしてほしい。きまった年金で頑張ってますが、1日2回ですます事あり

ます。（なるべく、あいた所へ野菜をうえて食べてます。） 

253 「公の人物」という意識が低い。「自分の応援団体のみ」の意見・識が多くみられる。

保身対策ばかりと思われる。いわゆる「サービス業」の意識を持ってほしい。 

254 地域柄、組織票の片よりのない事を望む。本当に千歳を愛し、これからの千歳をどうす

るかが見えてこない。少子高齢化に向け、どの様な対策を考えているのか。千歳は年齢

の若い町といわれながら、子供を安心して産み育てる環境にない。産婦人科などの改善

と増設を望む。産まれた子供に本のプレゼントなど(恵庭の取組み）すばらしいと思う。

老々介護、徘徊等人間に密着した改善を望む。 

255 対人間の仕事をすべき。 

256 頑張って下さい。 

257 健全な運営を望みます。 

258 もっと初心にもどり、人と接する大切な議員になってほしい。議員の仕事より自分の会社

や店が大事なのかと思うところが多々見受けられます。もっと議員個人の資質向上を。人

としても!! 

259 学校給食の改善…揚げ油を7回も使用して廃棄しているところを、札幌と同じ3回にして

ほしい。給食の油のせいでアレルギーを発症してしまっている児童が多数いる。また、

冷食ばかり使用せず、きちんと作ってほしい。給食費は札幌と同じなのに、千歳の給食

はひどすぎる。子供に食べさせたくない。 

260 議員さん、市民の方に目を向いていますか。例、図書館、山の上、冬の坂道で行けます

か。人の集まる中心に勉強してほしいです。 

261 毎会、同じ質問と答弁のくり返し。時期が来たからやる、と云う議会に何の期待も要望

もありません。 

262 アンケート用紙、年に1回でも配布を。5月9日付（北海道新聞）、駅前の作家、渡辺さん

のモニュメント、今夏撤去とありました。直筆の面、下部の説明の部分、保存されるの

か。図書館の壁に掲示とか計画があれば良いが。 

263 議員のチェック機能が重要なのは当然ですが、政策提案のように何かをつくり上げてい

く動きがなければ、若者が議員活動に参画、関心を示すことはないと思う。モデルにな

るような活動を期待します。 

264 市民税は高いが、住民に対する見返りがない。仕事場が千歳でなかったら、住みたくな

い街です。根本的に無駄がきっとあるはずです。もう一度、見つめ直して良い方向に向

かってほしい。 

265 国際都市としての品格（まずは表示から）。図書館の5人の像、連帯は英語でなんという

か。愛、健康、自然（子供達も事前に分かると思う）。 

266 グループ（会派）に入ると、個々の考えが反映されず。議員の顔が見えない。本会議、

委員会の出欠状況は議員に対しプレッシャーになる？ 

267 議会活動状況（質問は一年に何回行ったか）。日常、どのようなことで市民の声を取り

上げたか。 

268 地域での活動がみえない。 
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269 議員をへらすか、報酬を減らすか。 

270 現状、最低でも、定例会での各市議の活動状況をお知らせしていただきたいものです。

質問、欠席、ちこく、etc。 

271 票で選ばれた議員ではない仮の議会とも言えるので、忘れないでほしい。 

272 市議会の選挙が無投票となったことで市民が批判していると騒いでいるが、まったくの

言いがかりであり、選挙に立候補した人に何の責任もない。もっと自信をもって議会を

進めてほしい。ただ、議員活動の内容では単に批判ばかりしていたり、質問の内容では

同じ人が同じことを重ねて質問したり、これから人口減少と高齢化が一層進む中で新た

な公共施設を建設すべきとの質問などは全くナンセンスと思う。他に優先すべき課題が

ないのか、緊急性があるのか、現在の施設で対応できないのか、現在の施設の修理など

にお金が必要でないのかなどを、全体を見て議論すべきである。特に他の市がやってい

るから、他の市にあるからというような質問はお粗末である。 

273 役所への批判や提言ばかりではなく、議員さん一人一人の個人が「千歳がこうなったら

良いなー」と思うことを自ら実践し行動して欲しい。がんばって下さい。 

 

 


