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議会報告会 議会報告会

１.下記についておたずねします
　①性別　男性 21名 女性 3名
　②年齢　40代 2名 50代 2名
　　　　　60代 5名 70代 15名
　③お住まいの行政区
　　栄北　  2名　栄南　　　  1名　栄中央　  3名
　　中央　  1名　小貝戸　　  5名　若榎　　  2名
　　北本　  2名　学園中央　  2名　小針内宿  1名
　　羽貫　  3名　小針新宿　  1名　上尾市　  1名

２.今回の議会報告会を何でお知りになりましたか
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　（ア）議会だより 12名
　（イ）広報いな 5名
　（ウ）行政掲示版 5名
　（エ）公共施設等の掲示版 2名
　（オ）町のホームページ 1名
　（カ）議員からの案内やチラシ 9名
　（キ）議員個人のホームページなど 1名
　（ク）その他（友人・区長からの案内） 2名

３.今回の内容はいかがでしたか
大変満足 0名
満足 4名
少し満足 6名
あまり満足できない 7名
満足できない 4名
全く満足できない 0名

〈未記入3名〉

４.今回の所要時間（1時間30分）はいかがでしたか
ちょうどよかった 12名
長かった 2名
短かった 6名

（その他）報告が長かった 1名
　　　　　質疑が短かった 1名

〈未記入3名〉

５.参加しやすい開催日についておたずねします
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）

平　日 4名  午前 16名
土曜日 19名   午後 6名
日曜日 6名  夜 2名

〈未記入2名〉

広聴会は議員、住民の接点だと思いますが、Q＆A
で答える場なのか、意見を住民が言い議員が聞く、
答えは町政の行動・活動を以て示せば、個々の回答
はしなくてもいいのでは。

・今回の内容ややり取りは町執行部同席でないと回答
＝行動となる答えは聞けないと思った。議長が二元
代表制と言っていた通り行動にまで遂行できるので
あればいいのですが、執行できない議員の発言にど
れだけ意味があるのかと思いました。

・広聴会の事前意見を募集してはいかがですか。要約
した回答資料が当日までに準備が揃って、充実した
報告会になると思います。 （40代男性）

第５回　議会報告会を
開催しました !!

11月19日（土曜日）午前10時から　役場第１会議室

　昨年11月19日、第５回議会報告会を開催しました。報告会は９月議会と決算特別委員会の内容報
告等、質疑・広聴会を行い、議会や行政へのご意見ご要望を多くいただきました。これらのご意見
等は、今後の議会活動に生かしていきます。報告会終了後には、初の議場見学も行いました。また、
有権者の年齢が18歳に引き下げられたことから、学生の方たちにもご参加いただけるようにしてい
きます。

　議会は執行機関ではありませんので、町政に関するご質問に、直接お答えすることはできませ
んが、すべて町長および執行部に伝えてあります。また議会および議員に関することについては、
議会として取り組むべきものもあれば、統一したお答えが難しいものもあります。議員一人一人
が受け止めて、今後の取り組みに生かしてまいります。なにとぞ御理解をいただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。

皆様からのアンケート結果

第 5回議会報告会

回収率88.8％

参加人数　27名／アンケート提出人数　24名

アンケートで寄せられた主なご意見・ご要望

　質問者に名前を求めていましたが、ちょっと違和感があります。
・通学路の整備お願いします。（降雨等は、水溜まりが出来ています） （70代男性）
　若い人も気軽に参加できる議会報告会にすれば、町政も更に活性化するのではないか。内容の検討をお願い

します。
・質問する側も個別的な内容は避け、別途行うことにして、手短に質問することが重要と考えます。 （50代男性）
　広聴会の報告(内容）を広報するように。 （70代男性）
　報告会資料にページを記してほしい。 （70代男性）
　伊奈忠次公による情報発信事業がどのようになっているか詳しく前向きな方向で伺えればよかったと思います。
・次回も出席したいと思います。今回は初めてでしたので聴くだけで十分な気がします。
・より良い伊奈町になるよう、住民の一人としてこのような会はとても嬉しいと思います。 （70代女性）
　本会議の傍聴をしたくなりました。 （60代男性）
　議会において町長に対する質問については、国・県レベルでないと解決できない質問ではなく、町政に対し

ての質問をするべきと思う。
・議員の報酬・政務活動費について上げるべしと意見がありましたが、町の財政、勤労者の給付からみると反

対である。住民の理解を得るとは思えません。 （70代男性）
　質問を前もって文書提出してもらったらどうか。（質問者の説明がよく分からない。質問の仕方が不適当）　

　　　　　　　　　　　 （70代男性）
　初めて参加しました。議会だよりは目を通していましたが議員の方が揃っている場に接し、生の声を伺い伊

奈町の町政を改めて考えるきっかけになりました。皆様一生懸命行政に取り組んでおいでの様子、有難うご
ざいます。様々な質問がご活発に語られたことも有意義な時間でした。改善できる点は是非とも早期に。　
　　　　　　　 (70代女性)

　初めての参加でしたが勉強になりました。住民からの不満があることを知ることができ、伊奈町住民を頼も
しく感じられましたのも良かったです。 (60代女性)

　ふるさと納税、知恵を絞って収支トントンにできるような施策を実施するべき。 (70代男性)
　中央駅より、浄水場間の歩道専用道の植木が伸びて防犯上よくない。町で管理できない物はつくるな。　　

　　 (70代男性)

紙面の都合上、広聴会での
　　　　　ご意見・ご要望は次号に掲載します。
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