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議会だより「リニューアル」にともなうアンケート 
  遊佐町議会では、町民とともにある議会活動の一つとして、年 4 回開催される定例議会で話し合わ

れたことをお伝えするために『議会だより』を発行してまいりましたが、行政用語に加え、長文になりが

ちになることから脱却し、読み親しまれる広報誌にすべく、現在誌面の改良を試みております。 

そのようなことから、令和 3 年 2 月発行の№151 号を読まれた感想をお願いし、49 名の方から 

回答をいただきました。 

《№151 号を読んだ感想》 

 

問２（補正予算質疑） 
問 2、P4・5 をご覧ください 

 
1、分かりやすい 25/49  ２、読み易くなった 7/49  3、文章が短くわかりづらい 1/49 

   1＆2・・・11   1＆3・・・2 

 
＠見やすさ、読み易さに、もう一工夫が必要。 

＠要約はとても難しいと思う、文字数にこだわると伝わらない事も。 

＠文章としては読み易いが、良く分からないものが散見した。短文の内容の盛り込み方に限界を 

感じた。 

＠課、項目毎にまとまっているので分かりやすい。 

＠赤い色が多く、文字もダブり見づらい。 

＠課毎に違う色にした方がいいのでは。 

＠色の使い方がこれでいいのか、少しうるさい。 

＠問は分かりやすくなったと思う。答はもう少し詳しく表現しても良いのでは。 

＠課毎に記載したことで関係する『課』がわかりやすくなった。また、関連性もわかるのでは。 

＠課毎に分かれているのはとても見やすい。長すぎないのはよかったが、もう少し詳細な内容が 

あった方が良かったのでは。 
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問３（議員発議、議案内容、採決状況など） 

問 3、P6・7 をご覧ください。 

 

1、良く分かった 32/49  2、もう少し分かりやすくしてほしい 15/49  ３、あまり興味がない 0 

 
＠環境に絶対、影響が無いと言い切れるのか。 

＠採決の一覧は見易い。 

＠採決状況で、議 78～85、87・88、発議 9～11 議 76・77 はまとめられると思います。議員の

期末手当は引き上げか引き下げか明記できると思う。 

＠アマビエが可愛らしくてよかった。 

＠上段の議案内容と、下段の採決結果の突合せがやっかいだった。もっとシンプルに。 

＠洋上風力事業は、景観の面で不安だ。県主導で進めてきたが引き続き不安払拭に努めてほしい。 

＠フォトモンタージュ？？？町民に分かる日本語で。 

＠P4 は分かりやすいが、P5 は文字が小さく読みづらい。ページを増やす工夫も。採決状況の 

掲載には疑問。 

  会議規則８１条によれば、挙手による採決は多少の認定するもの。記名投票採決と変わらないの

では。 

＠採決状況は良い、賛成/反対理由をもっと知りたい。 

＠決議文に記事をもっと別の方法を検討してみては。大変重要な事なので文章・文字だけだと 

あまり見ないのでは。 

＠議員発議は良く分かった。議案内容・採決状況はあまり興味がない。 

＠洋上風力発電、遊佐部会は年に数回開催しております。部会では、多くの関係者出席の下会議を

開催しております。意見書の県、提出はわかりましたが、遊佐部会の各委員及び関係団体が、ど

の様な発言をしているか議事録を、もう少し見て頂くとありがたいです。（原文のまま表記） 

＠P5 の議案内容について、発議 9～11 の内容欄で Poo に記載とあるが、ざっくりと内容を書い

て「POO」に記載とした方がわかりやすい。 

＠法改正にともなう事業の場合、要点だけでも特記できれば。 

＠議案内容と採決状況一覧を、上下に目を動かさないと確認しづらい。採決状況の欄は議案番号 

だけでなく、関連する単語を付け加えてはどうか。 

＠議案内容、活字が小さく読むのに苦労した。 
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問４（白熱最終日について） 

問 4、P8～13 をご覧ください。 

 

1、興味深く分かりやすかった 34/49   ２、もっと説明を 8/49 

 
＠タイトル自体が興味を引き、内容も分かりやすかった。 

＠増額の前にわかる話ではないだろうか。 

＠少しわかりにくいと感じた。 

＠反対する議員、内容まで載っていてわかりやすくて、とても良かったです。 

＠見出しが良い。結果に対する解説がいきています。が、そもそも無知なのですべてを理解できずご

めんなさい。 

＠興味深いが分かりにくかった。賛否両論、大いにけっこうです。付和雷同は不可。 

 少し前まで各地の議会が「寄らば大樹の陰」傾向でした。議論大いにすべし。 

＠引き続き、反対意見は丁寧に掲載してほしい（よかった） 

＠賛成の方の意見も書いてほしい。 

＠反対討論 OK.賛成討論は無かったのか。 

＠反対意見ばかり目立って、わざとらしい。分かりにくい。 

＠賛否の大きく分かれた議案について、ＰＡＧＥを割いて、特集のように載せても良いと思った。 

＠ここを充実させてください。 

＠専門的な内容なので、どれだけの人が理解できているだろうか。 

＠採決結果がいつも１票差が多い。事業ごとに、もう少し違っても良いのではと町民の 1 人として不

思議に思います。 

＠レイアウトがすっきりして見やすかったです。 

＠細分にわたり掲載している。。時期選挙時の参考になる。 

＠なぜ賛成なのかのご意見も。 
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問５（一般質問について） 

問 5、P14・15 をご覧ください。 

 

1、読みやすくなった 30/49   2、情報が足りない 4/49   3、理解できた 4/49 
   

 【これも質問の内容   １、分かった 34/49  ２、分からない 8/49】 

 
＠要点のみをまとめた内容になっていて、分かりやすく読みやすい。 

＠灯油券を全世帯に配布してもらいたい。 

＠空白の部分があるからか、見やすいと感じたが、議員の写真はなぜ横なのですか。 

＠町民の興味深い内容で良かった。 

＠端的で分かりやすいですが、どう解決したかもわかるといいなと思います。 

＠前向きな回答もあるが・・・。 

＠共同加工場ではなく、共同試作品場では？ 

＠文章が簡潔で読みやすい。 

＠庁舎建設に関する質問が、少ない感じがした。 

＠議員の質問はわかりやすいが、「これも質問」は無くてもよいのでは。 

＠空白が目立つところがある。レイアウトの工夫を。 

＠質問/答えが色分けされていて見やすい、分かりやすい。 

＠さまざまな視点からの質問で大変良い。 

＠一般質問内容は、各地区区長さん及びまちづくりセンターの情報をもとに質問したらいかがで 

しょうか。 

 選挙時だけでなく、もう少し、地域住民の中に入る事を望みます。 

＠当局側の答弁が紋切り型で、掘り下げた質問はなさっているのでしょうか。どうなのか不明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

問６（政策提言について） 

問 6、P14・15 をご覧ください。 

 

1 良く分かった 34/49   2、もっと説明を 9/49 

 
＠見にくいと感じました。 

＠ＰＡＴ/ドライフルーツの写真はもっと内容を確認できる大きさだとありがたい。 

＠項目ごとに分かれていて、分かりやすかった。 

＠良く分かったとは言えませんが、概ねわかりました。 

＠謳い文句だけで中身が無いから「やれやれ、うんざり」ですよ。 

＠写真なども入り、良かったと思う。 

＠今回の提言が、どう反映されたか、その後も知らせてほしい。 

＠提言だけで終わらず、結果も教えてほしい。 

＠本年度の政策提言とともに、昨年度の政策提言の結果、実現したもの、出来なかったもの達成 

率等の記載を。 

＠選挙公約みたい。 

＠大変良い取り組みで、今後も続けて頂きたい。 

 ただ、町民のくくりはどうなっているのか、多くの町民の声・意見を反映するものにしてもらいたい。 

＠（ア） 日沿道とＰＡＴの基本計画で、371 号線への取り付け道路「345 号線及び町道」で丸池

様、小山崎遺跡、箕輪地区、一本木など、駐車場も含めて観光面に十分に配慮した計画をお願

いしたい。また、道の駅「ふらっと」、日沿道の開通後はどうなるか知りたい。 

（イ）鳥海山を観光面で売り込む政策提言を、ぜひ、お願いしたい。「大平山荘Ｐ」を活用した吹

浦登山口の新設を。 

（ウ）人口減少と少子高齢化の進み方が早い、これに対する提言を。 

＠全文閲覧できる QR コード便利です。 

＠デマンドタクシーを、15 時以降の運行もお願いしたい。 

＠新鮮さに欠ける。行政サイドの後出しじゃんけんのようだ。 
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問７（町民と議会の懇談会について） 

問 7、P16～18 をご覧ください。 

1 懇談会の様子がうかがえた 38/49   2、分かりづらい 8/49 

 
＠どの会場で出たのかの表示もほしかった。 

＠文章が多すぎて分かりづらい。短く分かりやすく。 

＠答えが、ですます調になっている。である調でもかまわないと思います。 

＠企業誘致を積極的に行ってもらいたい。若い人たちの働く場所をもっと作ってもらえたらと思い 

ます。 

＠議会報告をさらにリアル化したようで読み応えがありました。 

＠参加人数が少ないのが気になる。曜日や時間帯に配慮不足か。30～50 代をターゲットにすべ 

きでは。 

＠少し読むのが大変かと思うけど、色々と知る事ができました。 

＠当日の意見は、丁寧にまとめていただいた。限界はあるが、踏み込んだ答がほしい。 

＠図書館に「資料」配布したことを評価したい。 

＠文章が多すぎて分かりづらい。文字数が多すぎる。 

＠広報に問題があるのではなく、懇談会自体の在り方に問題なかろうか。 

＠どの地区で出た意見なのかの表示も欲しいと思った。 

 

問８（シリーズ遊佐人について） 

問 8、P19 をご覧ください。 

 

1 興味を持って見ている 31/49   2、もっと活動の情報を 8/49 

 
＠まちセンでなく個人の話題がほしい。 

＠このくらいの紹介がちょうどいいと思う 

＠色んな物（商品）なども紹介してほしい。 

＠今回の「遊佐人」は、良く知っている吹浦地区。短い文章の中に吹浦が詳しく書かれていてビッ 

クリ。 



 

 

7 

 

 「わくわくフェスタ」は、他地区からも見に来るほど好評なんだと付け加えてほしかった。 

＠今回は吹浦の事を知る事ができた。この自然を生かして人を呼ぶことで、吹浦ももう少し元気に

なれるかな。 

＠他地区のまちづくり協議会の活動について知る機会は少ないので、小学校統合に向けての準備

も含め、活動などの紹介は続けてほしい。 

＠「人」にあまり興味がないのでこの欄を改めて見直してみました。地区の紹介だったのですね。

様々な活動内容に関心します。少子高齢化はどの地域でも課題だと思います。そのへんの情報を

期待します。 

＠見開き 2 ページはできないでしょうか。 

 

問９（その他何でも） 

 

＠今後も期待してます。 

＠議会だよりは、終わったものを載せていますが、町（議会）の現状を知るにはリアルタイムの中継

配信が必要です。技術的に問題ないのですから、早期に実施してください。 

＠小学校の統合は、子を持つ親としても、本当に必要なのかと思う。様々な課題が残る中、話しだけ

が先に進んでいる感じだ。話し合いに行っても、こちらは真剣でも、役場側は他人事かのように聞

こえる。 

＠見出しは良いが、本文は依然文字が小さく読もうという気が失せる。目玉政策「補助金」など直 

接的に町民に係わる話題をアピールする紙面を望む。 

＠興味のある所だけ読んでいましたが、アンケートを機会に読んで工夫を凝らしていることが感じ 

られました。 

＠普段、働いていては議会を見に行けません。今回読ませていただき分かりやすく納得しました。 

これからも町民に分かりやすい「議会だより」を期待しています。 

＠分かりやすいと思いました。それからどうなったみたいなページがほしいと思いました。 

＠時々わが子の写真などが載っていたり、楽しく読ませていただいています。 

 ページをめくると、ピンク色で色分けされており、見易かったと思います。今後も若者が興味深く 

気軽に読めるような工夫をして頂きたいと思います。 

＠テーマ毎に仕分けされているのは、一目で現在の話題が分かり良いと思いました。アンケートの 

お陰で熟読しました。 

＠どてっ腹に大穴をあけられて鳥海山が泣いている。業者にとっては生命線だから常識だろうが、 

良識はあるのだろうか。地面の下は見えないから、地下水脈にどんな変化が起こっているのか心 

配。法律がらみのことだから、県を頼るだけでなく、国を動かす方向に動くべし。 
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＠洋上風力発電構想：海岸に近すぎると思う。低周波による人体への影響は解明されていない、感

じない人は、何も考えない。その人にしか分からない。海岸で稼働している風車も含め、低周波は、

松林に吸収されるだろうが、空中ではかなりの遠方まで届いて、建物などに当たると巻き込むよう

に屈折することは知られている。（電磁波も同様）エネルギーも少なくないと思う。単純だが、エネ

ルギーは、距離の２乗に反比例して減少する。（設置する）位置をもっと沖へ。風車の土台形状を工

夫して、流砂を沖に出せないかなあ。電気は生活する上で不可欠。何から何まで反対はしない。英

知を結集し皆が安心して住める遊佐町に。自然は、心を慰めますね。 

＠遊佐町は大自然の中にあり、もっと何か良い方法はないかな。もっと多くの人たちが来て楽しく 

遊べる所とかほしいかな。あと、少しピンクの色がきつ過ぎたかな。 

＠読みやすくなった。一般質問・提言が一方通行にならないように、実現化、具体化への更なる努 

力を期待します。 

＠時間のない中、皆様には感謝いたします。今後も読みやすい紙面で情報をお願いします。 

＠全体的に文章も短く簡潔で読みやすく分かりやすくなったと感じました。ただちょっと色が赤すぎ 

るのはちょっと。もう少し落ち着いた色が良いように思います。町民に開かれた議会となりますよう 

今後ともよろしくお願いします。 

＠舞鶴地区若者住宅宅地造成の全体計画を、具体的内容を町民に周知する方法を考えてほし 

い。区画数、戸建/アパート等全体計画を。 

＠全体的に読みやすかった。 

＠カラー刷りで全体的に読みやすいと思う。各議員の発言は議会の HP にリンクし検索できるよう

に望む。 

＠全体的に読みやすくて良いとおもいます。開いた時にパッと項目が身に入るので、議事録等では

長文で分かりづらい事でも頭に入りやすいですし、議会の活動が良く伝わりました。 

＠人はどうしても関心のある事、身近な事にばかり目がいきがちです。議案や採決などの記事は

「読んでもらえる工夫」がされていると感じますが、HP や資料（「町民と議会の懇談会」など、全

戸配布でないもの）となると難しいとおもいます。（懇談会記録のまちづくりセンター配布版の事か

と思います）居住地区での懇談会など、より身近なところから見えてくるのが、関心を持たせるきっ

かけになるのではないでしょうか。 

＠読んでほしい。知ってほしいという気持ちを持ち続ける事だと思います。 

＠全体的にスッキリしていたように思います。「懇談会」は今まで通りで内容も分かりやすいのでこ 

の形で良いと思います。質疑・応答の紙面は色分けしてとても見易くなりました。文字が少ないせ 

いかピンクカラーのせいか明るく感じました。 

＠苦労なさっての編集した内容で素晴らしいです。引き続き頑張ってください。表紙は６地区を意識

した写真を。遊佐町にはアマカメラマン、良い写真をいっぱい撮ってるぞ。活用を。 

＠日頃の活躍ご苦労様です。誰がどの様に考えているのか P3・4 でよく理解できました。全てに賛

成の方々もいるんですね。町民の声は伝わっているのでしょうか。 
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＠縦に見出しを入れたところや、色を付けた事で、今までより読みやすくなったのではと思います。

長文では若い世代の人は読まずに次へ飛ばしてしまうので、短めに、写真がやはり多く入っている

と見ますので、今回のリニューアルはとても良かったと思います。 

＠改編の努力を認識しています。町政各般の周知をはかろうとする意思を感じ、更に期待します。 

＠１５１号のピンクは目立つという意味では良いと思うのですが、もう少し抑えた配色にしてほし 

い。 

 

『広畑橋 工事費の増額』について意見を述べます。 

この文章を読んで、私なりの理解では「なぜ、設計変更しなければならないんだ！」ということだろう
が、公共工事特に「土木工事」のほとんどは当初のまま終わることはまず皆無だ。 

 記述のとおり表面の状態で判断し設計を組むのは当たり前の事だと思う。 

これを詳細に調査し設計に反映させる事も考えられるが、調査費に高額の費用がかかる。くまなく

調査しても岩石一粒までは把握出来ないだろう。 

この事から公共工事の設計変更は妥当と考えられる。設計変更や工事費の変更が無い方がよほど
おかしい。 

また、民間の一般住宅の例えが記述されているが、この議員さんは公共入札と一般契約について理

解しているのか疑問だ。 
一般住宅の契約を結ぶまでの経過はどうだろう。施主（発注者）はまず業者を選定する。業者は施

主の希望、考えを聞き取り、図面を作成し打ち合わせを行う。このような事を何回も繰り返し、最終的な

内容で見積もりし契約に至る。このような事が公共工事で出来るだろうか。 

最後に「工事費の試算にあたっては十分な調整を前提とした入札方式への改善」とあるが、何を意

味するのか内容が理解できない。 

次号でこの事を提案された議員さんの説明を記載してほしい。 

 

アンケートにご協⼒いただきました皆様、誠にありがとうございました。 

 


