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この度は、議会アンケートにご協力いただきありがとうございまし

た。今回のアンケートは全戸(６６６１通)に送付し、１９２０通(回

収率約２９％)の方々からの回答をいただきました。また、自由意見

では議会に対するさまざまなご意見やご指摘をいただきました。 

皆様から頂いたご意見は年代別に 

○ 定数・報酬 

○ 議会のあり方 

○ 議員のあり方 

○ 住民と議会の関係(広聴) 

○ その他要望等 

に分類しまとめさせて頂きました。 

皆様のご意見を真摯に受け止め、参考にしながら議会基本条例を策

定してまいります。また、議員個人への誹謗中傷的な文章について

は、誠に申し訳ありませんが、委員会で協議のうえ、編集させて頂

きました。ご了承のほど宜しくお願い致します。 
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自由意見(２０代) 9件 

 

議員定数・報酬に関する意見  

 

議会のあり方に対する意見      

・議員は町民の代表としての意識をより強く持ち、老若男女、世代、性別を問わず、町民の意見

に耳を傾ける場を設けるべきではないかと思います。よろしくお願いします。私自身、生まれ

てよかった、帰ってよかった、子を産んでよかったと思える町にしたいと思っておりますので、

町民、議会、行政一丸となった町づくりを目指していきたいと思っております。 

・町議会に若い方がいないのが気になります。人生経験豊富な年齢層の方々、長く隠岐の島町に

住んでいたからこそ気付きなせることもあるかと思いますが、これからの未来の隠岐の島町を

支え創っていく若者の声が届いているか疑問です。 

世代・生きてきた時代が違うと考え方や感じ方も少なからず異なります。若者が発した声も果

たして真摯に受け止め、その声を深層心理、100％の理解がされているとは現状思えません。

若い方が何名か居て下されば改善されるのではないかと思います。若年層の町議会への参入、

当選後の活動のしやすさ等を考慮した、制度等の見直し・改良は望めないのでしょうか。町を

盛り上げ、行政レベルで良くしたい！と考えている若者は居ると思いますよ。 

・このアンケートに意味があるのか。各議員の高齢化、大丈夫ですか。 

・議題に取りあげる町内の施設にもっと足を運ぶべき。島の中にとどまらず、島外の好事例を取

り込むため視察は積極的にいって欲しい。子ども、若者にとって学び甲斐働き甲斐のある町へ

の変化を期待します。 

 

議員活動に対する意見         

・町民の話や困っている機関に、その場のトップだけでなく幅広く聞いて欲しい。また、話しや

すい人、議員さんでいて欲しいです。町民のためにいろいろと立候補してくださりありがとう

ございます。 

 

住民と議会との関係(広聴)に関する意見   

・議会での発言は町政に与える影響が大きいと思うので町内の整備等、目に見える面以外でも町

民の声を聞き、少数の声にも耳を傾けて欲しい。 

・介護・漁師・地域など、その議員さんのまわりのこと、人の意見は伝わるとは思いますが、20

代、30 代の町民の意見を聞く機会はあるのかなぁと思います。選挙期間の演説も 20 代が聞い

て「この人にしよう!」という気持ちがあまりわきません。 
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その他、行政に対する意見  

・磯小の生徒です。南中にいったら自転車で通学するのはこわいです。中学生になっても友達と

スクールバスで通いたいです。 

・ジオに頼りすぎず、見て回るだけの観光ではなく、町にお金の落ちる仕組みの観光づくりを。

グルメマップをつくる。飲食店は、盆・正月は閉まっていることが多いが、町がお願いして店

を開けてもらう。みやげ物産の充実、隠岐で捕れた魚を隠岐で流通させて欲しい。補助金を活

かしてお金を稼ぐ（ふやす）行政を。 
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自由意見(３０代) 41件 

 

議員定数・報酬に関する意見          

・議員数が多いように思います。 

・議員削減 

・議員の定数を減らしてほしい。 

 

議会のあり方に対する意見               

・地域内の問題だけでなく、町の未来を考える議論をしてほしい。 

環境の近い佐渡、対馬などに視察に行き先進事例を学ぶとか他地域の国立公園・ジオパークの

やり方を隠岐に還元するとか、旧町村内の問題をピックアップするだけでなく広い視野で隠岐

を考えて欲しい。 

・議会日程、委員会日程などをツイッターで広め、傍聴できるように（行きやすいように）して

ほしい。 

・揚げ足の取り合いばかりせずに，隠岐の島町をより良くしていくために皆で協力できるような

話し合いをしてほしい。 

・そろそろ時代に合ったやり方をしないといけないと思う。 

・本当に町のことを考えて行動してほしい。 

・一般的な感覚で物事を判断してほしい。 

・議会だよりを読むと、町民からの意見を基に議論されているんだなと感じるが、それらの町民

の声がどのようにして議会に届いているのかが不透明だと思う。 

・紙媒体からネットなどの情報発信にしてほしい。 

・島後の 30，60 年後をどうしたいのか、発信してほしい。 

・議員の中には個人的な考えが強く表現されることがあり、少し残念です。 

・議会だよりで議会も様子を見ると、質疑応答がいつも曖昧のまま終わっており、何も進展して

いないように感じる。どの内容も。 

・福祉や建設業、第一次産業に従事している若手であり、現場で働いている人の生の声を聴いた

方が、今後の活動に役立つと思います。議会だよりを見ているのですが、そのような活動は記

載してないと思います。委員会で関連のある職種のおはなしを聞いてみてはいかがでしょうか。 

・町長、町幹部、職員は、全てにおいて勉強不足な感じがあるので、町議会はしっかり指導して

下さい。 

 

議員活動に対する意見        

・町議の選挙の時だけ「宜しくお願いします」と近所付き合いで名刺を持ってこられるが普段も

見られている意識を少しは、考えるべきだと思う。普段の印象が良くないのに選挙の時になる
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と前に出てきて、都合が良すぎます。 

町議会を一つの務めとするならば、全うしていただきたい。 

・不正をしないで欲しいです 

・活動の内容が分かるように何かしたらいいと思う。 

・ボランティアでやったらどうですか？ 

・町民の理解、納得の上の活動をお願いしたい。 

・こんな事をしていきたい、自分はこう思うなど町議会だよりに書くだけじゃなく、しっかり実

行して行く姿勢や経過をもっと知りたいです。 

各自が、もっといろんな勉強をしてほしい。当選して安心している人でなくて町民のために頑

張ってほしい。 

・町の不祥事や不適切事業などへの追及が甘い、それで町民が納得すると思っているのか？結論

ばかり。 

・町内で議員さんを見かけた際、本当に町民の声に耳を傾けているの？というような 

横柄な態度の方もおられます。 

・隠岐の島町議会の議員の方々はいつも大変勉強され、町民のためにご尽力されていると感じて

います。 

 

住民と議員との関係(広聴)に関する意見 

・議員さんとお話しする機会がないのでどのような活動、仕事をしているのかわかりません。職

種ごとに意見交換の回数を増やしてもいいと思います。 

・議会傍聴にはどのくらいの人数が来られますか。 

オープンでクリアな議会という意味でも、ライブ配信をしてみてはいかがでしょうか。 

町民の声を拾うのは難しいこともあると思います。ライブ配信で町民の意見や反応がリアルで

得られれば新鮮だと思います。 

・県外に 30 年以上住んでいました。その地域では、信頼できる議員さんがいて、すぐに相談で

きました。相談後はすぐに、遅くても数日中に返事をくれました。 

トイレが詰まった時ですら、来てくれました。 

災害時や火事の時も深夜でもすぐに来てくれました。その様な応援したくなる議員さんがいら

っしゃらないことが、隠岐の島町に住んで残念なことのひとつです。 

・島外から来ているとなかなか議会について、知る機会を町政への参加の機会もないのかなと思

います。 

・もう少し地域住民の声を直ぐに聴く場を設けたり、住民とともに行政へ声を届ける活動をして

いただきたいと感じています。私は隠岐の島が大好きです。これからもこの隠岐の島がステキ

な町であり続けられるよう、共に頑張りたいと思います。 

・町議会で何をされているのかよく分かりません。予算案がどうとかよく聞きますが、 

良く分かりません。町議の方と直接、お話をしたことがありません。 
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その他、行政に対する意見 

・町議会というか、日頃住んでいて思っていることを書きます。 

町立保育園は小さい子（１才位）までしか連絡帳が基本ありません。私の周りでは「連絡帳が

ないから町立に通わせたくない」という声が多く聞かれます。 

保育園での様子を知る上でも、記録としても大事なものだと思うですが・・・ 

・役場の昔からの体制（不正などあった事をなかった事にする等、隠蔽したりしてますよね？）

をいい加減、変えるべき。 

・今後高齢者が増えていく中で、介護分野での町のサービスの充実度合いが余りにも低いと思い

ます。介護の問題であるにも関わらず、サポートが受けられず、困って病院受診している人が

多いです。具体的には、施設で吸引が行えないが為に入院せざる負を得ない。腰痛で動けない

から家では、面倒が看れないが施設も空きがない。etc 

介護分野のアウトソーシングをして、絶対的なベット数の確保をするのと、既存の施設スタッ

フの知識・技術の底上げの勉強会と当たり前のレベル向上が必要。 

わたしは、I ターン者で看護師ですが、隠岐の施設のレベルが低すぎると思います。 

病院もこのままでは本物の重傷者の受け入れができなくなると思います。「何かあれば病院に

行けばいい」感覚はやめてほしいです。医療と介護の住み分けを町が主導で行って下さい。 

・島民の生活が良くなるよう頑張って下さい。 

・町民に強制的にでも情報を発信する様にして頂きたい。 

・飲食店のコロナ対策が甘いです、フォークやスプーンの口に入れるところを 

持って配膳している所を見かけました。 

町としてコロナ対策（飲食店）をもっと強く呼びかけて下さい。 

・これだけ財政の厳しいなか、役場の給与について手を入れないのが大いに不思議です。 

役場の職員の数も多すぎると感じます 

・町内で動物を飼っている人が多いようですが、動物病院の充実やドクターの負担軽減や補助金

などありませんか？また動物の亡くなった時の火葬の設備とかは考えていませんか？ 

・島前と比べてモチベーションが少ない様に感じます。 

・隠岐の未来がどうなのか見えません。 

・町議会で何とかなる問題ではないかもしれませんが・・・ 

仕事で 4 年間、隠岐に住み隠岐が好きになり、土地を買い、家を建てました。 

もともとは県外（鳥取）です。こういうのがいわゆるＩターンなのかと思いますが助成などは

いただけませんでした。今後のためにも、Ｉターン者への優遇などご検討いただきた。又、同

じく、隠岐の島で生きていこうと結婚をしたのですが、主人が仕事で松江に住んでいます。仕

事が終われば、永遠に隠岐に住むのに助成は頂けませんでした。本籍はこちらなのに、他の人

がもらえるのに、私たちが貰えないのはどうしてですか。ずっと住むのに… ご検討いただき

たい。 

・知っている議員に話すのですか？議会の議題はどのように決めるのですか？直接事務局へ伝え

るのですか？全戸に回る回覧板で町政や議会に対する意見書を回収するような仕組みがあれ

ば、それを利用し意見を発することができると思います。 
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自由意見(４０代)  95件 

 

議員定数・報酬に関する意見        

・議員定数を減らす。 

・定数削減し給料アップ、議員も定年制に（70 歳） 

・議員さんの人数が多いと思います。 

・議員の数が多く、そんなにいらない。 

・人数が多い 

・議員定数を減らし、一人一人の報酬を増額させることで、若い世代に魅力的な職業のひとつに

なることを望む。また、立候補者が増えることで、議員の質を高めていくことを望む。 

・定数を減らすべきと思う、その分報酬を上げて質を高めて欲しい。 

・議員定数を減らす。 

・もし定員数を確保したいなら、民生委員や役場嘱託委員も兼ねるとか、各自治会長、を兼任す

る等すればいい・・・。 

・議員数・町職員が多いと思います。 

・人数が多い。 

・議員の数が多く、そんなにいらないし、何の活動をどのようにしているのかが分からない。町

民のために何をしてくれるのか知りたい。 

 

議会のあり方に対する意見      

・町民がもっとわくわくするような議会運営、施策提案を行って欲しいです。 

・議会の見える化、それぞれ何をされているか不透明。 

・仕事があるので議会傍聴は難しいですが、HP があれば近くに感じられて良いと思います。 

・最近の議員さんを見ていると「行政のチェック機能」という事を本当に考えているか疑問です。

重箱の隅をつつくような質問や同じことを何回も聞いたりして、議員の皆さんの意見や質問が

見当違いだったりしているように感じています。チェックするのであれば、チェックする側の

議員や皆さんがもっと勉強して、私たち町民に色々な事を教えて欲しいと思います。感じの悪

い議会じゃなく、前向きで活発な意見や質問が出る議会であって欲しいと思います。 

・議会は「町のために、町民のため」にあるはず、議員の間違い、過ちはすぐに正し謝る真実と

事実を正しく知らせるべき。先にも記入したが、時間がかかっても、少数意見を大事にしてほ

しい。これが本当の町民の意思であると考える。「聞く耳」は聞いて考えることです。多数決

だけではない議会になって欲しい。 

事なかれの議会には飽き飽きしている。町民が関心を持つ議会とは本当に意見を戦わせ尊重し

考え「良い隠岐の島町」」を創ろうとしている集団の会であるはず、目を覚ませ！隠岐の島町！ 

・今回、女性議員が増えたことに大変期待しています。女性の目線での町政への意見などが反映
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されればと思います。 

・視野が狭い。 

・守の思考から脱却できない。 

・町民の声をしっかり吸い上げて、行政との橋渡しをしてほしい。 

・議会基本条例の制定を望んでいない。また、今回のアンケートの主旨が分からない。 

地域に出向いてみんなの意見を聞いて欲しい。そしてもっと勉強して町民のために働いて欲し

い。 

・議会だより、毎回中身のない内容が続いたので、読まなくなった。意味がない。 

・町議会が何をしているのか本当に分からないから評価できない。 

・いつどこで、だれが町民の声を拾い上げているのですか？ 

・町長・議員の年齢制限が必要では？ 

 

議員活動に対する意見          

・選挙に当選して議員になったら結局知り合いにしか話を聞かない。 

選挙活動時の活動後の態度の違い 

・正論ぽいことを言っているだけ。 

・選挙の時の熱意をもって仕事をしてほしい。 

・批判ばっかり言っている感じ。全てを程良く、やりすぎても面白くない。パフォーマンスにし

かならなくなる。 

・島内の状況を把握してほしい。若い議員が頑張っている。 

・町議会は、だれがやっても同じような気がする。 

・この町が本当にこのままでいいのか真剣に考えて活動してほしい、批判ばかりでなく 

提案を！ 

・町民の代表者として、一部ではなく全体の利益になる活動をしてほしい。 

町民の活動の場に実際に出かけた上で、より良くなるような提案を議会の場でしてほしい。 

行政をチェックする機能も大切ですが、自らをないがしろにしない様に気を付けて欲しいです。 

・町民の代表であることをもっと意識してほしい。列の割り込みなどありえない。 

個人の思いで質問するのではなく、町に必要なことを作り上げ意見をしてほしい。 

・議員の中でも、格差があり、町のために動いたりいろんなことを調べたりしている議員もいれ

ば、何もしていない議員もいると感じる。 

・議員によっては、一年に一度も質問をしない人がいるが、如何なものかと思う。もっと町の行

事に積極的に顔を出すべきだと思う。 

議員によっては、積極的に町に出て活動している人もいる。 

・議員さんが活動していると思いますが、あまり伝わってこない。 

・町民への色々なアイデアの提案、リーダーシップ。 

・他町との交流をもっと活発に行うべき。 

色々な街から議員さんを招待して情報を取り込んだり、外貨を落としてもらう。 

自分たちのことを伝えるより、他者から学ぶ姿勢で常に取り込む方が良い方向に進むと思う。 
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・隠岐の島町が潤うように、いろんなところに働きかけて欲しい。 

・ネットの普及、ＳNS の情報過多で安易に町の問題点気づきに触れることが多くなった昭和と違

い一人ひとりに耳を傾ける時代ではないので議員はそんなに多くなくて良いと思う。 

議員さんの頑張りが見える方と見えない方がいらっしゃるので、活動実績を公開してほしい。 

・町議会議員の方のお仕事が具体的に町民に分かる情報が欲しいです。例えば週 7 日間の動き。

プラス何処で何をどのようにどのような目的で活動（仕事）をされているのか。そうすれば、

未来を担う子供たち世代の中には町議になり、隠岐の島をより良くしたいと思う子も出てくる

し、町民もより安心するかと思います。 

・選挙時にお願いに回った各家庭を覚えていますか？当選して「はい良かった」という気持ちの

議員が多いのでは。演説した内容覚えていますか？立候補した時の「初心」を忘れず、に活動

してほしいと思います。活動です。活発に動いて下さい！ 

・選挙の時は家に来たり、ハガキを送ってくれたりと接する機会はあるけれど、その後 

は意見を聞く場であったり、ツールもなく何を普段されているのか疑問。町のために 

何をしていて、良くなったのか実感が一切ない。票をお願いに来られたのに選挙が終 

わると街であっても挨拶をしない方が居る。 

・役場職員の不祥事一つ追及出来ずうやむやで終わり。今後も期待はできないが、最低でも報酬

ほどの仕事はしていただきたい。議員になったら偉そうにする人もいて不愉快極まりないです。 

・普段から現場に足を運び声を聴いて調査をして町を良くして欲しい。地域包括ケアを勉強して

欲しい。 

・もっと積極的な活動を希望します。 

町民からの問題提起→解決しているか、取り組んでいるか良く分からない。 

・議会だよりを見ていると町民からの意見かもしれないが行政批判が目につく。批判することが

悪いとは言わないが、議会で質問して言う事でもない内容が多いと思う。 

役場に沢山の課があるので、そこで聞けばよいのではと思ったりもする。 

町民からの声と言え、批判の質問は勉強して言っていると思えない。みんなとは言えないが町

のためにどうしたら良くなっていくのか、またこうしたら良いのではないかというように、議

員自ら町民に聞いて回ったりして勉強したものを質問に持ってきたらいいと思う。その活動が

できず、批判だけするようなら定数を見直す必要があると思う。 

・隠岐の島町議会の議員としての見識を深め、個々がスキルを上げて行くべきかと思います。正

直、一部を除き議員として欠落しておられる方々を多くみられ町民は無論の事、行政執行部に

も軽視されている雰囲気さえ感じています。議員さん一人ひとりは我々の様な庶民とは異なり

「事」を動かす大きな権限と責任を当選された瞬間から持つことになります。高エアこそ自身

の心を磨き、勉強して見識を深め、公の利益のために言葉と身体を存分に用いて発揮して下さ

い。「議員さんの成長＝町の未来」です。しっかりと心に刻んで欲しいです。 

・「議員と町民」という関係性も大事ですが「町民同士」の関係性も大事だと思います。 

同じ地域内での話し合いだけだと、他地域の都合をふまえない意見になりがちかなと思います

し、ワンパターンで刺激が少なく新しい発想も出にくいかと思います。 

議員さんには町民の橋渡し的な役割も担っていただきたいと考えています。仕事の都合は人そ

れぞれなので、色々な曜日、時間帯にそのような関係性を作っていけるよう活動して頂きたい
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です。国や都会の都合で出来た制度をやるだけの行政になっては発展はないと思います。議会

が町内を盛り上げていきましょう。 

・町議といっても同じ島民です選挙の時だけお願いや思いを言うだけでなく、普段から地元の目

線になった生活やその町内の歴史なども勉強して地元の活動もしてほしい。 

普段の挨拶なども薄いのにイベントの時だけのように見えます。 

新しい事だけではなく残っている物、人を豊かにする町づくりをしてほしい。（Iターンばかり

ではなく）。 

・毎回、同じ質問をする議員が多い。やっている感を出しているだけのような気がする。 

もっと活発な議論を求める。 

・建設的な話し合いをしてほしい。そのためには、調べたり、勉強することは必須だと思います。

町の方と議員さんとで、ケンカの様な話し合いは今どきないと思いますが、批判ばかりではな

く、どうしたら良くなるのかを話し合ってほしいです。個人的な意見でなく、町民の意見を・・・ 

・善悪で判断できる人が議員として働いて欲しい。（自ら行動する力） 

・視野が狭い。 

・島外から来ているとなかなか議会について、知る機会を町政への参加の機会もないのかなと思

います。 

・もっと活発な議論を求める。 

・まず、議員のレベルが非常に低いと思います。本当に町政を良くしたい、隠岐の島町を良い町

にしたいという志を持って議会に参加しているのでしょうか？議員収入を目当てに議員にな

っているような人もいる様に思います。少なくともそう感じさせるような議員が複数います。

議員は執政者ではないので、直接、町政を動かすことは難しいかもしれません。しかし、現町

政いい加減なことしているのを追求するのは議会であるし。 

・今、一番必要なのは、町議の自己満足ではなく町民一人ひとりの声を行政へ届けることではな

いでしょうか。広報にしても、どこを見ても一番は観光客のことばかり。 

・具体的に「何を」「いくらかけて」「いつまでに」など行政へ数字を示させて欲しい。 

「検討する」だけでは甘い。「いつまでに」「なにを」「どうする為に」検討するのか、 

分かりやすく示させて欲しい。 

・普段議員さんがどのような活動をし、町民の声に耳を傾けているのか様子を伝えて欲しいです。

日常で出会ったことがないので・・・ 

 

住民と議員との関係(広聴)に関する意見  

・町民と同様に企業の話ももっと聞いて取り入れられる体制を作って欲しい。とりあえず、みん

な（若い人）が集まる場所で話を聞いたり演説をしたりして下さい。上の目線でなく、共に肩

が並ぶ位置で気軽に意見を聞いて下さい。どんな職業でもマーケッティングは基本です。私は

看護師ですが、常に患者さんの目線で話をたくさん聞いて、良いものを提供しようと考えてい

ます。柔軟な対応聞く耳を求めます。 

HP などのインターネットやスーパー、商店、病院など何処でも町民が、意見をできる機会があ

ると良い。・・・意見を思いつくのはいつも突然だから。 
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・若者や子育て世代の意見を吸い上げて欲しい。 

・もっと町民とふれあうようになって欲しい 

・町民の意見をくみ取って欲しい。 

・たよりを見ると活動されているのは分かりますが、たより以外は何をされているのですか？良

く分かりません。町民の代弁者だと思っていますが、たよりを見るととんちんかんな方もおら

れますね。年 1 回、年数回でもふつうの一般町民との交流・意見交換の場を設けて欲しい。（そ

のときは、年代別でも）若い人こそ素晴らしい意見を持っています。その他、たよりの書き方

が、つっけんどんで、感じが悪いです。けんか腰に感じます。何とかなりませんか？ 

・一度も町議会を傍聴できていないので、意見できませんが、議会だよりを見るとまず 

分かりづらく見づらいです。町議の方に伺います。町民と会い、笑顔で接する人はどれぐらい

居るでしょうか。常にアンテナを立て、ここはこれでよいのか、ここは何か変ではないか、も

っと良くなるのではないか。隠岐の島町をしっかり見れば、知り気づくことが生まれ、行動に

繋がり、町民の方からも自然と町議の方々に声をかけやすくなります。 

 

その他、行政に対する意見  

・良い議論をしたとしても、実際に動く人、職員にやる気がなく行動に移されていない。もしく

は、効果が出ないように見える。職員の教育体制も合わせて、議論してほしい。「例えば、観光

協会に行ったとき、声をかけるまで（こちらから）案内がない。挨拶もない。観光客は知らな

いことが多く、案内が必要だと思う。職員から声をかけ、案内する方が喜ばれるのではないか。」

ＰDCA サイクルを回して考えて欲しい。 

・町営住宅を増やすように働きかけることは可能でしょうか。もし可能であればお願いしたい。

空き家バンクもなかなか増えていません。（賃貸）家族用の住宅を探している町民は、沢山いま

す。本当に困っているのが現状だと思っています。 

西ノ島町・海士町・知夫村いずれの町村もどんどん建設している様に見えます。 

議会だより,議事録を見る限りこの話は無い様な気がして書かせていただきました。 

何卒、宜しくお願い申し上げます 

・隠岐にＵターンし家庭を持ちましたが、子供の遊ぶ場所は、野外の公園ばかり、観光客が通る

メイン道路だけ整備され、住民が生活で使う道などは木々が生い茂る。 

隠岐は好きですが、中の住人のことはそっちのけで、観光ばかり目を向ける行政、 

一部職員の態度などとても不愉快です。何にしても、もう少しダメつめした議会だよりになる

ことを期待します。 

・町長も議員さんも町民の代表ですので頑張って下さい。世代交代、議題の返答、平行線、進歩

が感じられない。 

・島内の観光資源を粗末にしている。ほかの島に比べて観光地の災害からの復旧が遅い。 

観光課の動きが見えない、動きがない。観光課は全体的にやる気が見えない、施設管理するだ

けの仕事なら、名前を変えて欲しい。 

・活気ある町づくりをしてほしい。 

・廃校などを有効利用してほしい。 
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・城北町の隠岐タクシーまえの信号機がないし、横断歩道の白線がほぼ消えている。 

（通学路・通勤路）今年中に白線を引いて下さい。 

・役場の不祥事を起こした人の適切な処分と収賄・盗撮など。 

・介護従事者ですが、職員不足でなり手がいません、若い人には酷なのかすぐやめてしまいます。

この隠岐の島でも、8050 問題はおおいにあり、雇用拡大に向け調査し、検討が必要と思います。 

・近所のおじさんが国会議員の真似事をしているようで、一般質問でも本質を捉えていない。表

面的な内容ばかり残念、議員、役場の関係にあっても「議員がものをいう→予算がつく」議員

がいない地区、議員が区長でいれば、大きな差が出ているように思う。これがこの島の実情と

思うと心配。 

・隠岐はこのままではさらに衰退すると思っています。なぜならＩターン・Ｕターンに優しくな

い様に思います。子供にも帰ってこさせようと思いませんし、Ｉターンのわたしもゆくゆくは

里帰りなのかなと思ってます。私的には、ＩターンＵターンの方が隠岐に対する愛や期待値が

高いように思うので、是非とも住みよいまちづくりをお願いします。（空き家、住居などの利

用促進） 

・個人事業主の仕事も増やし、補助を受けやすくする。経済の発展。 

隠岐の島の建物が汚いから外観をよくするために塗装をするべき。建物の耐久性が悪いからそ

れを直すべき。 

地元の人ばかり優先して仕事を回すことをなくして、県外移住者にも仕事が行くようにする。 

・町が先頭に立ってＩT を活用した連携が取れる環境を整備して欲しい。 

広域連合の介護保険課には任せられない。町が動かないと何も進まないと言っている。 

・港の整備は夢があって良いと思う。 

・今現在困っていることを書きます。 

野良犬が多く繁殖していて、原因は無責任な餌やりです。飼育しているわけでないの 

に、餌をやる人が多くいます。分かっていてもなかなか個人的に指摘する事はできま 

せん。道路にも多く、飛び出してきて危険です。早急に対応と解決を望みます。（回 

覧で文書を回す程度では解決しません） 

・通学路の安全確保、危険な道、階段を整備して欲しい。そして通学路全てに防犯カメラを設置

して欲しい。不審者がたびたび出るので心配。 

西郷港、西郷港周辺にお金をかけているが、必要だとは思えない。駐車場を無料にする方が有

意義。ゲートウエイとやらは、あの場所でないといけなかったのか？現状、（観光客＞町民）

になっている。町のために観光客が大事なのかもしれないが、町民のことを最優先に考えて欲

しい。 

高校生の娘が隠岐は高齢者と子供（小学生以下）の事しか考えていないと言っている。 

中高生を含む若い世代が魅力的と考える町にしてほしい。若い子が隠岐を出たがるの 

も仕方がない。隠岐には何もないのだから。 

・人口減少を念頭に、交付金を使って無駄な施設建設は止めるべき。観光客はフェリーターミナ

ル周辺を見に来たわけではない。 

観光地の整備をするのが先でしょうし無駄使は止めなさい。観光客増やす宣伝広告に金を使う

べき。観光業収入は微々たるものでしょうけれど。中村支所の建築も無駄だし歯科が診療所に
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あるのも無駄。歯科は民間に任せればいい。医者は隠岐病院だけに専念させるべき。どうせ 10

年もすれば人口は一気に減る。交付金で無駄な施設建設はやめて、金を生む一次産業に金を使

う。木質ペレットは民間？油槽所も早く民間に。五箇地区の温泉や神社横の施設をささっと閉

鎖しなさい。毎年、一千万の赤字を血税で穴埋めするな。 

・以前の議会だよりで隠岐の島役場の喫煙室場所の記事について大変共感した。 

なぜ、町民から見えないところに作らなかったのかと感じていました。まずは、町民に親しみ

やすい役場であって欲しいと思っており「役場に入りづらい」と感じる部分もあり、入りやす

い雰囲気づくりからできないでしょうか。（例えば、入り口付近にメロディの音楽を流すとか）

あと、災害で崩れた道路などがまだそのままになっている場所があると思います。災害後は、

なるべく早く復旧して頂くと助かります。長く書きましたが、今後も議員の皆様の活動に期待

しておりますので宜しくお願いします。 

・「わがよし』の政治をしている町長に一石を投じるのも議会の仕事だと思います。 

特にタブー視されている役場組合の力の強さこれにメスを入れるような議員はいないのでし

ょうか？町の財政は厳しいといいつつ、町の職員は自治体規模に見合わない給料を得ている。

役場の職員が選挙活動をしていて、おかしな事はおかしいといえる当たり前の議会があってこ

そ、町民の利益や幸せは守られると思います。このアンケートが意味をなせば喜びます。 

・加茂に住んでいます子供たちが、南中に通学する時に毎日スクールバスを出して欲しいです。

冬以外でも加茂から南中への道中、民家も少なく公衆電話等も無い上、自転車専用道路も整備

されていません。子供の数も減っているので、友達、同級生と一緒に下校も難しいです。子供

一人で登校させるのは心配です。安全のためにスクールバスを出すのであれば、個人負担もし

てもいいと思います。お願いします。 

・小さな郷土意識に捉われ若者にとってどんどん魅力のない島へと進んでいる。 

我が子には隠岐をいとおしく思う気持ちさえ持ってくれていれば良い。ここでは夢は追いかけ

られない。夢が思い出せる気もない。 

議員は隠岐の島町をどのような理想をもって活動しているのか分からない。 

・隠岐病院、隠岐の島町役場、関わりの多い拠点となる場所に人の育成など、サービス業以下の

思いやりのない職員に目を向けて、町議自身が、受ける側に立って感じたことを変えていく方

向にしてほしい。公務員、医師（隠岐病院）は人としての勉強が必要と思う事ばかりです。 

・公共事業に頼りきりの経済雇用政策で職種や夢（若者の）が広がらない、魅力がない。 

・豊かな感性を持つ人材（島外の）が魅力を感じないし、そのような人材を生かす環境風土もな

い。 

・女性議員の方で、よく私の職場に足を運び、町民の意見、議会の在り方等熱心に話し 

て下さっています。そういう方を見ると、とても素直で一生懸命さが伝わり、自分の 

生活のためだけに議員になられたんじゃないなと思います。これからも応援したくなりますし、

このような思いの方が町長になって町を変えて欲しいです。どこの町にも負けない「隠岐の島

づくり」してほしいです。 
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自由意見(５０代) 77件 

 

議員定数に関する意見    

・議員定数の削減を。   

・この小さな離島でなぜもっと団結できないのか。少子高齢化、人口減、就職先（雇用）問題は

多いことは明らかであり、人口 1.2 万に対して町議は 16 人。この人数が本当に必要かどうか。

まずそこから疑問に感じてしまう。能力の無い人物があれやこれやと議論したところで良い物

は生み出さないと思う。役場の職員の不祥事に関しても白黒はっきりしない、処分は軽い、こ

れでどう信じろというのか!行政しかり、議員しかり、もっと有用な活動を期待する。魅力あ

る住みやすい町づくりをお願いします。 

・議員定数見直しが必要。多すぎる。 

・ただの給料取り。議員数減らせ。 

・意見や要望が思いつかないほど町議会議員が何をやっているのかわかりません。定数を減らし

てでもやる気のある議員の方に活躍してもらいたい。新人議員の皆様に期待しています。 

・人数が多すぎる。今の議員ほど人数は要らない。カネの無駄である。議会だよりも決まり決ま

った内容。議員でなくてもできるような内容である。もっとお金を上手に使って欲しい。 

・議員のレベルアップのためにも議員報酬を増額し、定員減をおねがいします。このままではな

り手不足になると思われます。 

・議員の定数等自らの痛みを伴う改革をすべきであるが、全くなされていない。新型コロナによ

り 2 年間たいへんな世の中で過ごしているものに対し、どのように考えているのか・・・・。 

・議員定数を減らし給料を上げて議員活動に専念できる環境が必要。そうすれば若い議員が増え

る。自分たちの定数を自分たちで決めるのはおかしい。大半の町民は定数減を求めているはず

だ。 

・人口に対して議員定数が多いと思います。減らすべき。 

・人数が多い。 

・町議会議員数の定数削減すべき、多すぎる。10 名程度で良い。定数と報酬削減すべき。住民の

代表である自覚が不足していると感じる。行政との交渉能力欠如。住民との接点を幅広く持つ

べき。耳と目と口をふさいだサルばかり（クラブかな）。自ら役に立とうという姿勢を見せて

欲しい。保身は役に立たない。 

・議員の数を減らすことや報酬の見直しを自ら考えてください。 

・町民の人口が減っているのにもかかわらず議員の数が未だ多い。職員組合が入れる議員は要ら

ない。当選回数が多い議員がえらすぎる。町長選も議員選も企業がつくのはやめて欲しい。な

って欲しい議員選にして欲しい。土曜日か日曜日に議会があれば傍聴できる。議員の報酬が高

い。職員の子ども、親戚、応援者の子どもが職員になる率が高い！調査して欲しい。隠岐の島

町の公共事業は談合によって決まっている。調査は必ず。 

・「議員」としての資質が年々落ちているように思います。議員である自分は町民よりもえらい
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と思っているような態度の方も見受けられます。人の批判ばかりで前向きな提案を何一つしな

い。もっと本気で議員としての仕事をして欲しいと思います。先日の西郷港デザインコンペに

も議員の皆様のお顔は見られなかったように思いました。たしかにＹＯＵＴＵＢＥで生配信し

ていたのでそちらで見ていたかもしれませんが、寒い中でも地元の人たちは会場に足を運んで

います。町議の方も会場で直接声を聞くべきではないでしょうか。議員数をもっと減らして本

気で町のことを考えている方に町議になっていただきたいです。もっと勉強してください。 

・議員数を減らす。 

・議員定数の見直し。 

･議員定数の削減。 

・定年制にするべきだと思います。サラリーマンと一緒の 65 歳。 

・まずは議員自ら身を切る改革を実行すべきである。定数削減はごく当然すべきである。山陰近

隣の市町村と比較しても、例を挙げると境港市の人口は約 3 万 4 千人で議員数は隠岐の島町議

より少数の 15 人です。各市町村で諸事情はあるにしても隠岐の島町は多すぎると思います。

それと議員活動の顔が見えてこない気がする。この議員 4 年に 1 回選挙の時しか顔を見ない人

が多すぎる。議員の仕事は議会に出席するだけでしょうか？普段から自らの出身地区ではない

地区へも行って住民の声を聴いてもいいのではないですか。「議会基本条例策定特別委員会」

が絵に描いた餅にしかならないような気がしてなりません。現状の議員の活動では？？？そこ

に町職員の採用も偏見過ぎる、見え見えだ。時代遅れ。もっと職員にも町民のために頑張って

ほしい。 

・人数が多すぎではないでしょうか。月一でも全員の活動発表をＨＰとかでしてはどうでしょう

か。選挙でしか見ない方おられます。 

・同じような規模の自治体と比較して議員数が多いと思います。議員数が多いとメリットがあま

り感じられません。本当に今の人数が必要か、必要な理由について議員の皆さんはどう考えて

いらっしゃるか見解を聞いてみたい気がしています。  

 

議会のあり方に対する意見      

・行政の悪いところ探しばかりでは意味が無い。町の発展のためいいところを伸ばすのも役目だ。 

・各議員さんが活動報告を発行されていますが、紙面のレイアウト、内容、フォント、色のバラ

ンス等が悪く読みにくいことが多いです。せっかく発行して伝えてくださっているのにもった

いないです。工夫していただけるとうれしいです。 

・町議同士でバラバラ違う意見。違うコンセプトで活動している。統一したコンセプトをまず打

ち出して行動せねば行政に働きかけることも町を動かすこともできないと感じる。必要なこと、

発想が貧弱であるとしか思えない。発想力がある若いワーカーの意見や地に足がついて事業者

で新しい成功事例を作っている者に協力してほしいと感じる。 

・今回女性の議員の方も増え隠岐の島町のさらなる発展を目指し活性化に取り組んで欲しい。 

議会として研究を進めながら行政への働きかけをしていただけるとありがたい。 
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議員活動に対する意見         

・町議自身の自己満足で終わっている節がある気がする。町民税が有効に使われているか疑問を

抱く。選挙時のマニフェストを遂行できていますか？ 

・関心がないわけではないですが、議会だよりで少し見るくらいで傍聴もしたことがないです。

隠岐の島で生活していると不便なこと、不安なこともたくさんあるはずなのに仕方ないのだと

思ったりして。議員さんの活動に関心を持ち、1 回でも傍聴したいと思います。 

・いろいろな住民の声が反映されるように女性議員を増やすよう広報活動したらいいと思う。 

・議会と行政が互いに緊張感を持って向き合って欲しい。馴れ合いであってはならない。 

・町議ひとりひとりが何をしているのかわからない。結果が見えない。町議の人って毎日何をし

ているの？お金はいくらもらっているの？選挙してまで町議になる理由は何？ 

・期待はしていませんが、給与に見合った仕事をして欲しい。選挙中ぐらいに一生懸命やってく

ださい。ひとりひとりがやる気と前向きな考えを持てば良くなっていく気がします。ともに町

をよくしていきましょう。批判ばかりでは発展しません。行政チェックも大事ですが、作り上

げる、議員の質を高める、住民の議員に対する評価もあっていいかも。思いやりを持って町民

にもっと寄り添ってください。住民とともに、前へ。 

・現状を把握していないと改善はできません。町民からの要望を待つのではなく拾い上げる努力

を望みます。何のためにやっているのかしっかり意識して欲しいです。行政へのだめ出しでな

く「隠岐の島町のより良い未来を築く」のが目的だということを忘れることなく議員も「否定」

ではなく「提案」を持って意見して欲しいと思います。 

・自分の思いばかりで町を批判している気がする。議員も議会での発言には選挙ではなく別に評

価を受けるべき。寝ている人がいる。勉強不足。町民と役場を分断する行動、発言で何が生ま

れる？議員の皆様も税金で収入を得ています。いわば公務員と同じです。町をよくするために

協力していくべきと思います。 

・町議自身の自己満足で終わっている節がある気がする。町民税が有効に使われているか疑問を

抱く。選挙時のマニフェストを遂行できていますか？ 

・議員ひとりひとりもう少し勉強していただき、町民に対して見える活動をして欲しい。（町議

会議員という名前だけじゃなく） 

・行政の悪いところ探しばかりでは意味が無い。町の発展のためいいところを伸ばすのも役目だ。 

・各議員は住民の意見を一件ずつくみ取って行政に反映させるべき。 

・定例会一般質問での町長の回答が「検討していない」町議はそれで終わりなのでしょうか。そ

のことを実現させたいのであれば島民の署名や意見交換を行い、もっと具体的な政策を立案し

陳情するまでは仕事ではないかと思います。議会だよりでこのようなことを立案するにあたっ

ての意見を募集したり時には会合をしたり、もっと島民に寄り添って議案を作って欲しい。そ

のことを定例会で議論することだろうが行政相談レベルなことを議会で取り上げてはいない

だろうか。それにどれだけ島民が希望しているのか。具体的に島民何名、会社、団体名など公

表して欲しい。現場の島民の意見を確認しないで議論するのをやめて欲しい。 

・本当に隠岐の島の発展を考えて行動して欲しい。町の活性化、人の動き（観光客や地元）を考

えて欲しい。 
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・町議自身の自己満足で終わっている節がある気がする。町民税が有効に使われているか疑問を

抱く。選挙時のマニフェストを遂行できていますか？ 

・地域のことだけでなく町民個々の声や要望を行政に代弁して欲しい。頑張っておられる議員さ

んもいればそうでない議員もいる。実際のところ選挙の時の熱い思いが感じられない気がしま

す。我々町民の代表という自覚を持っていらっしゃるのか疑問です。やる気がないなら人数を

減らして命がけでやる人だけでやればいい。そのような人がいればの話ですが。町を活性化さ

せてください。コロナで町は疲弊しています。お願いします。 

・議員ひとりひとりもう少し勉強していただき、町民に対して見える活動をして欲しい。（町議

会議員という名前だけじゃなく） 

・事務職から抜けられない町長さんの代わりに政治家としてもっと町を動かして欲しい。 

・活動されていると思いますが、目に見えての？よく分かりかねます。 

・選挙の時にだけ声かけするのではなく、いつもいつも気を配ってほしいです。行政にも。 

 

議会と住民との関係(広聴)に関する意見   

・町議員とは町民の声を代表する仕事だと思います。しかしながら議会だよりなどを拝読します

と、議員個人の考えであったり、ただ行政に反発して何がしたいのかと思うことがあります。

議員だからえらいわけではありません。町民の声を聞き、しっかり代表として届けていただき

たい。 

・議員と町民とのつながりが地域によって差がある。議員のいる地域といない地域があるのでい

くらかの差は仕方がないが、町民とのつながりに差がなくなるよう各地域につながりを創る工

夫をしてもらいたい。たとえば地域担当議員のような制度（分担）を作るなど。 

・各議員がもっともっと町民の話を聞く場を設けて欲しい。要望があってもどのような形で声を

届けて良いのかわかりません。よろしくおねがいします。 

・一部の住民の意見を聴きすぎ。毎回議会だよりを見ているが一部の議員の質問が個人の主観的

思いが強すぎるように思える。議会議員はもっと大局を見て意見質問をして欲しい。 

・直接話を聞きたい。各地域で議会報告会のような会があると良いと思う。 

・役場や教育委員会を動かせるのは議会や町議だと思います。特に子どもたちの安全について通

学路の安全対策について現状の把握と具体的な対策をご検討いただくとともに町民の意見を

吸い上げて町や教委へ働きかけていただきたいと思います。 

・関心がないわけではないですが、議会だよりで少し見るくらいで傍聴もしたことがないです。

隠岐の島で生活していると不便なこと、不安なこともたくさんあるはずなのに仕方ないのだと

思ったりして。議員さんの活動に関心を持ち、1 回でも傍聴したいと思います。 

・近年、行政を批判するような質問等が多く感じる。多くある計画等はパブリックコメントを実

施し住民の意見を踏まえて策定されていると思っている。一議員の批判は愚か、議員ならその

計画をどうすればより一層良いものになるかなど前向きに考えていただきたい。女性の方の議

員さんも増え、年齢層も広く様々な意見、発想等が集約されるのではないかと思っている。行

政、町議会が同じ方向性を持って活動していただきたい。 

・討議会議員の方々の日々の活動、ご尽力に感謝いたします。一町民としましてはそもそも声が
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届きにくい感じがあります。町民ひとりひとりは島の暮らしの中で意見や要望は少なからず誰

もが持っているのではないかと思いますが、それをどんな風に、いつ、どこで届けていけば良

いかその方法や場所を考えていく必要があるのではないでしょうか？小さな意見を誰もが気

軽に町議会に届けることができれば済んでいることに楽しみが持て、希望につながるような気

がします。また選挙前だけでなく、普段の生活の中でもっと議員さんの活動や力を入れている

ことなど知ることができるといいなと思います。 

・どのように町民の声を聴いていくのか（現在はどのようにしていて、今後はどのようにしてい

くのか）を広く周知してほしい。 

・議員の方々も視察に行かれ参考になる情報を持っておられるのではないかと思います。わかり

やすくて具体的なアイデアを町民ひとりひとりの幸せのために実行に移せたらいいですね。そ

のアイデアを町民から集めるのもひとつの方法かもしれません。良いアイデアを持っている人

がいたり、何気ないお茶飲み話の中からアイデアが生まれたりするのでは。隠岐の島町民のた

めにこれからもよろしくお願いします。 

・活動されていると思いますが、目に見えての？よく分かりかねます。 

 

その他、行政に対する意見           

・これまで行政に関して私自身無関心だったと反省しています。他人事のような感覚だったと思

います。が、年齢を重ねたこともあるかもしれませんが。毎年のように起こる自然災害や町の

抱える様々な課題（空き家、少子高齢化、観光客の減少など）に対して未来のために今できる

ことがあるなら協力したい気持ちがあります。ニュースや番組を観ていると同じような課題に

様々なアイデアで地域みんなの力で取り組む内容があり、隠岐の島町でもできるんじゃないか

なあと思うこともあります。 

・自分が住んでいる町のことなのにあまり興味と期待がないのが正直な気持ちです。隠岐の島町

がより良い町になるように頑張ってくださっている町議会議員の皆さん、これからも住みよい

町になるよう頑張ってください。 

・街灯を増やして町を明るくして欲しい。早く愛の橋を建て直して欲しい。 

・島民の意識を変えて欲しい。 

・隠岐の島町の島民が安心して豊に暮らせるよう尽力していただきたい。 

・隠岐の島町の人口減少に不安があります。ジオパークである島の魅力を県内外に発信してもっ

と移住者が増加することを願っている。 

・早く乳房杉と壇境までいけるようにしてほしい。小中学校の生徒数に偏りがないように合併さ

せてほしい。島内の道路に五箇や都万の案内板が多すぎる。西郷への案内板を増やして欲しい。

道路ががたがた。きれいにしてほしい。凍結したときも怖い。重要な町内放送は繰り返して欲

しい。 

・人口減少高齢化による基幹産業の衰退危機に対し政策が何もない。（観光・建設業）給与に見

合っていない。（公費の無駄遣い） 

・放課後の子どもの居場所について文化学院幼稚園の土地売買ありきで動いてないか。箱物は庁

内にたくさんあるのになぜ巨額の税金を投入することにＯＫを出したのか。木質バイオマスの
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事業はメンテナンス・日常の焼料を考える手間がかかると思うが、なぜ学校に投入するのか。

一部業者へのひいきとしか思えないが。このアンケートに町民から受けたことに対して把握す

るだけなのか。あなたたちが把握できていないからこんな費用を出してもったいないと思いま

す。あなたたちのポケットマネーで実行推しているのなら別ですが税金を投入しているのなら

不愉快です。アンケート結果をすべて公表して欲しいです。 

・集合墓地を検討してください。それぞれが道路沿いに墓地を移動しています。地域で互いに支

え合えば管理できると思います。子育て支援に力を入れ、産み育てやすい町づくりを強調して

ください。雇用の場を広げられる策を考えてください。若者が帰って来れません。 

・少子高齢化、人口減少は地方においてはどこも課題になっています。離島においてはその地域

でのメリットがなければ定住する人はなかなか増えないのは明らかです。隠岐の島町の「強み」

を先鋭化させて全国的に目立つことも重要ではないでしょうか。 

・やる気、能力のある町民が町議として生活できる環境を作る。→議員報酬ＵＰ，政務活動費導

入と議員定数の削減。子、孫の時代（50 年後、100 年後）を見据えた町政。交付金、町債に頼

らない身の程をわきまえた町政。議員立法がない、予算など採決のあるもので否決されたこと

がありますか（町が提出したもので）？私は反対しましたで済まさず多数派工作などして議会

としてのチェック、ストップ機能を果たして欲しい。町内の視察（ドライブ、散策）していま

すか？（カタクリの里、倒木で行けませんよ）。通行止めの看板もなく狭く、落ち葉で滑る道

でのＵターン、ジオパークの建物と看板は立派だけど、未だに壇境さんに行けないのでは？住

んで良かった？生まれて良かった？安心して子どもも埋めない島なのを早急に改善してくだ

さい。前回の一般質問の少なさ、もう一度あなたたちのやるべき仕事を考えてください。でき

ないなら宿泊の補助などもっとしてください。 

・観光客の誘客など大事な施策を推進していかなければならず、予算との兼ね合いなど島の発展

のため議会ではご苦労が絶えないことと思います。ただ目先のことについての施策が多く長期

スパンでの島の発展につながる施策も考えてみてはどうでしょうか。たとえば森林（林業）に

関することです。令和元年度から森林環境譲与税が導入されるなど国の林業に対する注目度は

高いと思われます。隠岐の島も以前は林業が盛んでした。今もバイオプラスティック原料の研

究、製造、木質チップの製造など林業復活の足がかりが島内にはあります。漁業（水産業）と

林業の両輪となれば島の経済は一段と良くなり、島民の生活がアップ、町の収入もアップにつ

ながると思います。長期スパンの施策にも力を入れてみてはどうでしょうか。 

・議会の仕事かわかりませんが、住んでいる集落は高齢者だけの世帯も多く空き家も増えてきて

います。自治会としての機能、嘱託員の仕事（回覧板など）、一斉清掃など近い将来まわらな

くなるのでは？と。新しい方法を考えてほしいです。老人介護等の問題もあります。10 年後、

20 年後、自分はここで暮らしていけるのか不安です。 

・高齢化もどんどん進み、財政も熟考しなければならないと思います。大変ですがみんなが笑顔

で長く暮らせるために、これからもよろしくお願いします。 

もっと文句を言ってほしい。多勢に無勢感しかなく議会だよりの後ろのページのほうもほぼほ

ぼ反対意見はなくどう見ても行政におされている感しかない。何もかも問題がうやむやになっ

ている。特に町職員の不祥事、民間なら退職ケースが平気で勤務を続けている。他部署に異動

している。どう思われますか？もっともっと議員さんたち頑張ってください。応援しています。 
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・障害児の支援の充実を求めます。現状の把握ができていないと思います。観光地、ツアーの島

民割引などサービスしてもらえると助かります。観光地、ローソク岩の遊覧船に乗ってみたい。

神社の歴史を優しくガイド付で巡ってみたい。など。島外からのお客さんに体験してからお勧

めしたいので。料理も割引券を出してほしい。SNS で挙げたら割引とか。タグ付け割とか。観

光客の宣伝効果になりうる。素人考えですからいろいろな状況が分かりませんので失礼な書き

方かもしれませんが気持ちが伝わるとうれしく思います。 

・町の将来を見据えた上で次代を担う子どもたちを町としてどう育てていくか、どのような子ど

もたちになることを目指すのか（18 歳までに）のビジョンを町として定めて、町民に広く周知

してほしい。（全町をあげての育成の気運を高めるために）。 

・コロナ中で町民も耐え抜いて生活している中、飲食店さんご苦労なさってる中、町議さんのあ

まり意味の無いインスタ。いろいろと助け合いなどが伝わらない。活気づける町に目指してほ

しい。 

・役場職員の給料が高い。全国でも上位にある仕事量が見合っているかチェックを!インフラの

整備を！役場所有の車が多すぎる、チェックを! 
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自由意見(６０代) 212件 

 

議員定数・報酬に関する意見  

・議員定数は 12 人にすべきと思う。 

・議員定数削減 2 分の 1 に。 

・議員定数削減。 

・議員の数を減らし報酬を上げ議員活動に専念できるようにしてはどうか。 

・議員定数の削減を求める。町民の代弁者であると自負している議員先生は本当に町民の気持ち

が分かっているのか疑問である。 

・町民は議員の自らの立場の改善と凛とした姿を求めている。自ら議員定数の削減を行うことを

期待しています。 

・少数精鋭。 

・議員人数が多い。 

・町の人口割合からいって議員数が多過ぎる。少数精鋭を目指しては。 

・議員定数の見直し 16 人から 12 名に。 

・議員定数の削減。 

・議員数は減員でいいと思う!! 報酬をもっと上げて専念できるように支えるべき。 

・議員定数の削減 14 名。 

・議員の数を減らす。 

・人数が多過ぎる。 

・あんなに沢山の議員は必要ですか？ 税金の無駄じゃありませんか？ 

・議員定数の改定を考えてはどうか、現状が適正か否か。 

・定数削減の実施。 

・今の議員数が必要でしょうか？ 半数位でいいのでは・・・ 

・町議会の議員数とかについて、町規模において妥当かどうか議論はありますか？人口の減る分、

議員さん方、自ら見直しをするような町議さんであって欲しいと思います。 

・町議の人数も多いと思う。 

・議員定数の削減を真剣に考えるべきだ。町の人口に対しての議員の数が多すぎるとおもう。 

・議員数が多いと思う。 

・無報酬で!! 定年制を!! 70 歳。老人クラブではないと思いませんか。 

・合併後議員数は減りましたか？ 

・定数について疑問です。人口割合に対して多いのではないですか？ 

・定数削減お願いします。 

・議員数の削減。 

・人口に対して議員の数が多いと思う。 

・議員の数が多いと思う。 
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・議員の報酬額は高すぎると思う。活動に見合った報酬とすべきです。議員の数が多すぎるので

減らすべきです。 

・町の人口が少なくなっているので議員数を減らして仕事のできる人を皆さまが選んでほしい。 

・議員を少なくし報酬をそれなりに、町の支出は変わらぬよう。 

・県内の市町村に比べて町議さんの数が多い。今の定員より 2 名程度は減らせるのでは。 

・議員定数の削減を検討してください。隠岐の島町の人口であれば１２人ぐらいでいいのでは！ 

人口は減少の一途をたどっている。 

・議員定数の見直しを議員が提案してほしい。（削減と議員報酬のアップ） 

・議員数が多いと思います。 

・議員数を減らし最高 75 歳終わり。もっと若い方の参加を!! 賃金も高すぎる。 

・議員定数をどのように考えているのか？定数を削減する意見は議員の中であるのか？ 

・定数の削減 16 → 14 名。 

・議員報酬を上げて議員数を減らす。（議員報酬だけで生活できる程、議員専任できるだけの報

酬） 

・報酬をもっと下げて議員数を減らす（日当、交通費くらいの日額に相当する等）など議員の間

で議論してもらえないでしょうか？ それとも身を削るようなことはしませんかね。 

・人口も少なくなっている中で議員ばかり多いのも町民の不満の一つです。 

・定数減を望みます。 

・今は議員が多過ぎる減らすべき。 

・議員数が多過ぎます。 

・議員定数の見直し(多すぎる)。 

・現在の議員定数でないと活動は難しいのか。人数を減らしても良いのではないか。 

その分の経費を他に利用することはできないか。 

・議員が多すぎる数を減らしてもらいたい。 

 

議会のあり方に対する意見 

・活動内容を分かりやすく発信するホームページの活用。 

・議会の傍聴ですがこういう時代ですから町のホームページでも利用してちょっと配信してもい

いのではないでしょうか。 

・もう少し外部へ目を向け島の活性化を図って欲しい。期待をするが誰が議員となっても変わり

はない。 

・議員の視察もどうなのか？疑問に思うことがあります。行く人数は３人程度、視察地も隠岐の

島町に必要と思われる取り組みをしている地方へ行くべきです。町民の納得いくような視察報

告が欲しいものです。議員の皆様の活躍を期待しています。 

・町の継続、発展のためには何が重要なのかをまずは第一番に考えるべき！ 

・町民の声をどこでどういう形で聞いているのかわからない。どのようにして声を届けるのか。 

・住み良い隠岐の島町にするために必要とするものや事業、不必要なものに対してきちんとした

判断できる議会であってほしい。 



22 

 

・議会(議員)と行政がくれぐれもカンジンチョウにならないように。 

・今回このようなアンケートを実施されたことはとても良いことだと思います。私たちの先祖が

隠岐の国を作ろうとした志を忘れず、自治の気運が感じられる町政と町議会の活動を期待して

います。 

・YouTube などを使って議会中継をしてください。 

・不祥事、特に金銭的不祥事については真相を解明すべき。 

・ネガティブな事案が発生した場合、責任の所在を明確にすること。 

議員定数制の導入検討（70 歳程度？）。 

・ガラス張りの民生政治を願います。 

・各委員会の会議録の公開。 

・本土の方に出るのは本当に不便だけれど、隠岐の島に住んでいて老若男女がハッピーだなあと

思える暮らしを味わえるよう、議会の皆さんでもっと知恵を絞ってください。 

・議会を休日にしてくれると行けるのですが、気軽に足を運べるような議会のあり方も検討して

ほしいです。町政だけでなく町職員の職務も気に留めてみてほしいです。職員が勤務中に公用

車で買い物に行ったり授業参観に行ったりしていますよ。 

・町議会は町政（町長）の暴走を防ぐ最終のチェック機能を有しており、大変大事だと思います

ので今後も活躍を期待しています。しかしながら町民あっての町政、町議会であることは根幹

であり、これからも町の活性化の為（特に若者の定住、働く場の設置、創生）に積極的に取り

組んでいって欲しいと思います。 

・10 年後を見据えた行政をチェックするには議員定数を減らし、厳選された議員で私利私欲のな

い議会を運営してほしい。このアンケートに議員定数に対する質問がないことが、住民の関心

や参加を得て改革と信頼に応えるという趣旨に反していると思う。 

・ケーブルテレビなどを設置して、傍聴に行けなくても自宅で議会の状況が分かるようにする。 

・地元をどうすればよいか考えてほしい。町のみならず県に対しても発言権を希望します。 

・議員の政治的なレベルが低いと感じているため、開かれる議会そのものに期待していない。市

町村合併以前の西郷町議会に戻してもらいたい。 

・ホームページに会議状況を動画掲載したら興味ある人は見ると思います。 

・年２本程度の政策を提案してほしい。 

・行政のチェック機能は当然だが、町の課題（人口減がもたらす産業、福祉、教育の問題点）に

対応すべく、提案型（町と一緒に活動する）議会が必要ではないでしょうか。 

・町の政策の徹底検証を行う。 

・町議会選挙において立候補する人が少ないのは議員に魅力がないからではないかと思う。もっ

と議員の評価を上げるべきと思う。その中にあって、議員にふさわしくない人が立候補し当選

している。議会では国会討論のように一問一答の討論すべきでは・・・！ このことがないか

ら町民の声を代表した議員の素晴らしい質問に対し町長の答弁は前もって作成した原稿を読

むだけで噛み合わないことが多く傍聴に行く気になれない。このようなことが魅力ない町政議

会になっていると私は思っている。議会もっと頑張れ!! 

・議会の傍聴にもっと気楽に行けるような雰囲気を作って欲しい。 

資質を問われる議員に対し辞職勧告等、毅然とした態度での議会運営を願う。 
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財政がひっ迫している町の役場職員の給与等がなぜ県職より多いぐらいなのか？議会でも協

議願いたし！ 

・議会の開催をユーチューブ等で公開してもらいたい。 

・選挙で皆さんの投票によって選ばれた人たちなので、各々皆様頑張っていっしょうけんめい活

動してくれると思い感謝しています。ただ民主主義の利点、多数決も大事ですが、少数意見も

大事にしてほしい…と思います。なぜって…小さな島なんですから身近なところから…小さい

ことから…臭い物に蓋をせず、わざわざ開けて難問に向かっていってほしいです。楽な道を選

びたいのはよく分かります。でも疑問に思ったこと。ちょっと引っかかったことなど「まあい

いか」「前からそうだったし」な～ぁんて思わず、ちょっと足を踏み込んでほしいです。小さ

な島なんだからやろうと思えばできますよね…期待しています！ 

・町民あっての町議であるし、議会ももっと町民目線での議会であってほしい。議員数も多いし、

今のままでは選挙にも行かなくなる町民が多くなる。 

・そもそも「議会基本条例策定特別委員会」とは何をするのか説明がほしいです。 

・特になし。 期待していません。 

・議会基本条例の原案作成は専門家に依頼し、外部の人が議会がどのようにあって欲しいか盛り

込むべきと考える。 

・議会質疑の内容をもっとわかりやすく自分の言葉で話してください。 

 

議員活動に対する意見 

・選挙時と当選後の態度が違うように感じる。 

・隠岐の島町が良くなることを一番に、町民の生活がもっと良くなるように皆さんの頑張りに期

待しています。 

・隠岐の島が豊かになり住みやすくなるにはどういうふうにすれば良くなっていくか考えている

議員が何人いるだろうか。隠岐島町のためではなく自分のためではないのかと思えるような人

がいるような気がする。 

・ちょっと偉そうにしているのではないでしょうか。町内の施設を利用されている議員さんを見

かけますがまず自分の方から挨拶をしない。挨拶は人間関係の基本でしょう。町民の一票で選

ばれているのですからもう少し腰を低く笑顔で接してほしい。 

・各議員さんの苦情を聞いて回る姿を見たことがないです。 

・余り活動していない様な人もいる。名誉職のように思い地域のことをしっかり把握していきて

ください。 

・町民のためにしっかり働いてください。 

・町の継続、発展のためには何が重要なのかをまずは第一番に考えるべき！ 

・各議員が話を聴くも大事だが、各地区の状況様子（悪天候等の時）見て回ることも大事だ。 

・活動内容が見えるものにしたら良いと思う。選挙の時だけ活動しているように見える。 

・少数精鋭。行政と信頼し合い協力し、町議員であることに誇りを持って臨んでほしい。 

・町民や町職員、各種団体職員などいろいろな立場の人の話を聞いて、どのようなことを行えば

町がもっと暮らしやすくなるのか、行政に提案したり、町民に説明していただきたい。 
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・町民や町職員に対する議員の振舞いは、上から目線の方が多いので直していただきたい。 

・選挙の時だけで、後は町民のことを考えていない。 

・批判してもよくならないので何を良くしたいか、実現へ向けて力を合わせて人や職場に出向い

てほしいです。 

・行政の質問や意見は議員の責務であると思われますが、問題点の中身をよく吟味して解決方法

への建設的な意見を述べてほしい。 

・議員としてただ議会に出席しているだけの議員はいらない。 

・足を引っ張るようなやり方ではなく、前向きで建設的な議論をしてほしい。 

・議員の選挙公約をどのように実行しているのか。また達成率を報告願いたい。 

・数名の議員さんが活動報告のチラシを新聞に入れていますが、他の議員さんも出すようにする

と議員の個性、何に力を入れて活動されているか、町の今の問題点などもわかるので出しても

らいたい。 

・町民のこと（安全安心）をしっかりと考えておられる議員さんがほとんどだと思いたい！残念

ながら私利私欲に進んでおられる方々反省してほしい。税金で飯を食べたらいけません。利権

がらみの公共事業、忖度の就職案内、斡旋。 

・議員さんの中に、議会・行政のルールや制度を充分に理解しないままに本会議で発言される方

がおられるように見受けられます。その結果発言がとんちんかんな内容となってしまっている

と感じます。全てのルール・制度を理解することは無理だと思いますが、少なくともご自分が

質問することについてはしっかりと勉強して欲しいものです。時には役場の担当者と直接話を

して、政策の内容について知識を深めることも必要ではないでしょうか。（ごく一部の議員さ

んに議会のルールより自分の都合を優先される方がおられるのでは？） 

・各議員は選挙の時に住民にまちづくりを公約しますが、その公約に対してどこまでできている

のか町民に報告がない。選挙の時にのみ良いことを述べているような気がして思えない。また、

地域の現場を知らない議員が多い、そのため地域が本当に何を求めているのか分からないと思

います。議会条例による機能強化と改革を進める前に、まず第一にすべきことは、各議員の資

質向上が求められる。議員が町民の信頼と負託を得るには、条例を策定することではなく、地

域に出向き町民のさまざまな意見を聞くことである。 

・町議の人たちは当選したらあとは知らぬ顔をして、町民を下目に見ている。町民は馬鹿ではな

い。真面目な人はやっぱりそれなりの教育を受けて、町民の目線で話をしたり行動していると

思います。町議にも年齢制限して、あまり歳の上の人は考え方が種々の面で遅いし、考え方に

差がある。 

・選挙時のみ頭を下げるが、後はどこで会っても無視で上から目線の議員が多い。 

・選挙が近づけば一生懸命で訴えるが、終われば活動が薄れてあまり分からない。 

・選挙の時には低姿勢でお願いされるけど、終われば偉い人になられる。それでは町民に耳を傾

けることはできないんじゃないでしょうか？中には熱心な議員さんもいらっしゃいます。女性

ですありがたいです。 

・議員さんとしてどうかなと思う行動される方がおられます。保育園に孫のお迎えの時、玄関脇

の入り口（一番近い）から入られる方。本当の入り口はちょっと遠回りになります。若いお母

さん達はちゃんと守られ、重い赤ちゃんを抱っこして沢山の荷物を持っても、決められた通路
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をちゃんと使っているのに、歩ける孫のお迎えにその行動はどうかなと思っていました。この

議員さんは他でも見かけましたが、決められた駐車場を使わず、玄関前にクルマを停め用を済

ませておられました。 

また、別の議員さんは、役場の職員さんに対して大変横柄な態度で、資料（たぶん自分の勉強

の為と思いますが）を請求している姿を見ました。このような態度の議員さんにご自分の行動

を改めていただきたいと思っています。 

・議員の活動って何なのか？ 

・一般質問の顔ぶれが決まっている。一般質問こそ議員の役割である。箱物行政に歯止めをかけ

られない。地域の福祉が充実していない。役場はいつも「絵に描いた餅」で終わる。議員をは

たから見ると、勉強している人いない人がわかる。議員の歳費を目的に議員になっている人は、

議員としての仕事が二の次になっている。（重要問題を軽視している） 

・今の隠岐の島町の人々にとって何が一番いい行政なのかを、町民の付託を得た全議員が勉強し、

役場の執行権のある人の独断とならないよう公平な判断をしてほしい。 

・議員が議員の仕事をわかってない。4年間給料貰えるだけで議員になっている。それは議員数

が多いからである。しっかり選挙で選ばれるためにも、現在の半数で良い。アンケートを取っ

たらその意見をしっかり尊重して欲しい。役場の職員の仕事をしっかりチェックし、町民の為

になるようになってほしい。自分の目、耳で役場職員としっかりチェックして、それを町民に

報告してください。全員がその報告をホームページなりに掲げてください。アンケート内容を

発表してください。 

・立候補する時は、ほぼ全員の議員のかたが「少子高齢化と人口問題の対策をなんとかする」と

述べていますが、議会だよりを拝見するとこの一番大切なことに自分の考えを述べている議員

が少ないように見えます。地域活性化の一番は人が増えることだと考えています。立法（町長）

に建設的に意見し、考えを述べて町民が共同できるようにお願いします。立法を監視すること

も大事です。もう少し政務活動費を使用して、町民に自分（議員本人）の考えと活動内容を開

示して欲しいと思います。 

・選挙公約が全て叶うとは思わないが、叶うための努力は必要と思う。現代的課題（人権、環境、

高齢社会、領土問題、コロナ禍等）への深い認識と課題解決への動きを見たい。 

・選挙当選までは各地域を回って、口ではどの人も理想を言うが、当選してしまえば口ばかりで

地域を大事にすることなく実践が伴わない議員だらけでうんざりしている。 

・町民の意見を議会で検討して結果を報告してほしい。要望のあった現地を視察して町役場に働

き掛けて欲しい。 

・議員の自己満足で活動している。 

・アンケートの実施はとても良いことだと思いますが、逆に言えば住民の声をこういう形で聞か

ないと、議員さん議会が、住民の意見がわからなくなっていることの現われではないでしょう

か。選挙の公約に立ち返り、初心を忘れずこの隠岐の島町をより良い町にするため、力を発揮

してくださるようお願いします。 

・選挙の時には頭を下げて「お願いします」と挨拶していた方が、議員になった途端挨拶もしな

い方がいます。どこであっても声はかけてほしいですね。 

・一般質問は町民にかけ離れた質問が多いように思える。町民との触れ合いが少ない証左ではな
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いか。 

・議員に投票して夢や希望隠岐の島町を良くして住みやすくしてくれると信じて一票を託してい

ますが、いざ当選すると様子を聞いてくれたり困っていることはないかと日々の小さなことで

も気にとめてもらえればと思うが、そんなことはどの議員も一切ない。投票までは一生懸命で

頭を下げ笑顔なのに、全く反対の態度となります。だから誰が議員になっても何んにも変わら

ないし、だったら投票にも行かないと言う若者が多いと思う。私はいつも思っています。役場

の職員もどうせコネで入ったくせに、私たちの税金でご飯を食べているくせに、町議もそうだ

と思っている。投票までペコペコして当選したら手のひらを返す奴らだと。役場職員、議員の

人数を減らせ!! 税金をフーフー払ってあなた達を養いたくありません。高齢化率の高い隠岐

の島町です。税金を払う人がいなくなります。役場職員、議員が偉いと思っている人が多くい

るようです。自意識過剰だ。 

・一般質問する人、しない人、年間一回もしない人もいる。疑問がないのかやる気がないのか？

町民の代表であるなら毎回全員が質問をするぐらいの気概が欲しい。議員報酬を基本給と歩合

給に分け（会議出席、議員活動等）に分けて支払ったらどうか 

・議員さんは選挙の時に公約したことの自己評価をすべき。 

・個人で議員活動の様子や主張・取り組み等を便りで知らせてくださる方は、好感が持てますし

投票の際の判断にも影響を与えると思います。選挙で選ばれた議員であり選んでもらった町民

や団体の声を聞いて町政に反映させるのが主になるでしょうが、選ばれたからには街全体の将

来（目先ではなく 10年 30 年 50 年先のこと、今の子供達が生きる未来）を考えた活動や仕組

みの構築を目指していただきたい。 

・そもそも議員さんが私利私欲の為に働いているようにしか思えない。例えば自分に投票してく

れた人のみに要望のために動いているように思う。それは次回の選挙のために自分に投票して

欲しいと思っているからだとしか思えない。 

こんなアンケートをとっても議員さんは町民の声に本当に耳を傾けて、その意見に真剣に取り

組む気持ちがあるのでしょうか？こんなアンケートは無意味です!! 

・各議員さんの活躍されているのは分かりますが、もっとわかる活躍があると思います。成果が

見受けられず、新発想を上からの力で捻じ曲げてなかったことにする。意見も通らない新人議

員さんもおられると聞いています。自分の経済的な理由で議員を任せられている人そうでない

方もおられますが、町民の立場で考えて欲しいです。まず上から目線はやめてください。 

・町執行部に対し何がしら理屈をつけ反対ばかりしている議員のかたが見受けられますが、本当

に町民のためを思い発言されているのでしょうか。もう少し大所高所の見地で発言された方が

町民の皆様にも理解されると思います。隠岐の島町のことを議論されるのは結構ですが、まず

はご自分が住んでおられる地域のために汗を流されてはいかがでしょうか。地域の方々はちゃ

んと見ていますし評価していると思います。 

・選挙の時にはお願いしますと言いながら、役場のすることで納得いかなく訊ねましたけどあま

りいい返事は聞かれませんでした。 

・町議１人ずつ選挙の時みたいに防災無線で報告をしてみたらどうか？（各地区でも良いと思う）

選挙の時だけ良いことを言っても町民には日ごろの仕事は何をしているかわからない。議会の

時だけ仕事をしているように思われる！ 
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・各学校や各施設の声をもっと反映していただけるように、その立場の方と話をしていただきた

い。表面だった内容では町は良くならない 

・それぞれの議員が得意分野で力を発揮してほしいです。地域によって要望も異なるし、職種に

よっても異なるのですべてを受け入れることは不可能ですが、知ることは大事かと思います。

町民が知りたいことの追求は必要ですが、過ぎる追求は求めていない。建設的な意見を望みま

す。選挙の時の公約でとても興味のある方がおられました。楽しみにしています。（しっかり

読んでいます）議員職は大変とは存じますが、隠岐の島町のためにどうぞ存分に力を発揮して

くださいませ。 

・隠岐全体を考えている議員が少ない。町政に対してもっと隠岐の将来を考えたことを言って欲

しい。出身地区のことしか考えない議員じゃ期待することもありませんが、選挙に投票するの

は義務だと思っていっています。 

・狭い隠岐の島町のことなので全員が全体のことを把握し、各地域の特性等を生かして町政に取

り組んでいただきたい。旧西郷町（原田～西郷）の方に偏りすぎるのではないかと思う。 

・議員としてそれぞれの地域の状況を理解し、その要望を議会にはかっていただきたい。 

・選挙の時だけ挨拶するが当選したらあっても知らん顔!! また議員が出ていない地区は誰に町

民の声を届けるのか！ 

・いろいろな意見を交わされるのはいいことですが何もかも反対していたら先に進まないと思い

ますのでみんなで隠岐の島町を良くして欲しい。 

・せめて町民に（まあ私が選んでない人）全員とはいわないけど、挨拶だけでもしてもらいたい

です。知らん振りしている人が多いです。 

・町議が変わっても、何がどのように変化しているのかが自分たちには今一つ分かりづらい。年

配者にももっと目を向けてほしいです。 

・議員の中には選挙の時は聞こえのいいことばかり話し、当選後議員になると何をしているのや

ら。町民の代表で行政に携わることを忘れないでもらいたい。島の発展の元になっていると思

うので町民の公僕となり働いてもらいたい。 

・議員の皆様、一般市民の声を聞く努力をためらってはいけません。貧富の差の是正改善にしっ

かり取り組んでください。期待しています。 

・議員の方は今まで各地を訪問し視察研修をされているが、そうした中には様々な参考になる取

り組みを視察されたと思う。それを黙って見てきたというのではなく、発言の折「私はこうい

う事例を視察したので参考にできないか」というような提案があっていいのではないだろうか。 

・自らの選挙公約が１年 1 年実行できているか評価し町民に知らせてほしい。（できているかど

うか） 

・反対しかしない議員は不要であると思う。 

・議員になってしまえば各地区に回ってくることはない。災害等が発生したときにも地域に回っ

て話を聞く議員が見られない。 

・議員によってはどんな活動をしているのかまったく分からない人もいて、議会活動も行ってい

るのでしょうか？ 

・自分の生活が精一杯で、議会の方の活動は紙面（議会だより）ぐらいでしか分かりません。便

りではいろいろな方面で町長などに回答を求めたりしていますが、実際にその方がどんな活動
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をされているのか、現場に出向いて活動されているような場面を見たことがありません。町民

も勉強不足かもしれませんが議員の方の現場での活動を期待します。 

・行政のチェックも大事だけど議員たちが町民の声を聞き行政に対し政策を提案するようにする

ことを要望する。 

・町議は自分が国会議員になったかのような錯覚。隠岐の島町はたった 13,000 人の島国、本土

から 80 キロも離れた離島。町議は隠岐の島町をどうすれば住みよい島にするか勉強の方法が

わからないのでは。 各地区を自分の足で歩いて区民の困っていることを聞くべきかと思う。 

これでは隠岐の島町どんどん毎年本土から離れていきます。隠岐は天然の釣堀、船釣りすれば

レンコダイ、ボッカなど釣れます。ホテルと釣り船セットで安く観光客に提供するとか、私な

ら他にも沢山あります。隠岐の島町の収入を増やすのも町議の務めかと。・ 

 

住民と議員との関係(広聴)に関する意見  

・印刷物やネットだけではなく議員の地元でなるだけ町民との接触を心がけていただきたい。も

ちろん今はコロナにより活動が制限され、思うようにできないのは承知しているが、もっとや

かましくして良いのではないだろうか。 

・議員報告を便りだけでなく、地域ごとに報告会を開いて問題点を聞いたり、議会内容を報告し

たりして欲しい。地域によっては議員がいないところもあります。細かい問題にも耳を傾ける

機会・場を作って欲しいです。 

・年寄りはホームページなんか見ていない。印刷物が一番。 

・町民の意見を議会で検討して結果を報告してほしい。要望のあった現地を視察して町役場に働

き掛けてほしい。 

・各地区での議会報告会を行うようにしてほしい。そうすれば、議会の仕事の内容、町が抱えて

いる問題等がわかり、町民が町政に対しもっと関心が出るのではないかとい思います。 

・活動内容をわかりやすくしてほしい。 

・1 人ひとり何をされた一年か、町議だよりにのせるなどしてみてはどうか。 

・各地域で議会報告会を開くことで、各議員がもっと町民の話を聴く場を設けることが可能とな

る。ぜひ希望します。 

・議会だよりも読ませていただいていますが結果・結論の報告であり、それに至るまでのことが

不明です。議題にあげる時の経緯等も知らせてもらえると嬉しいです。 

また、議会開催時にはどんなことを議論するのか詳細がわかると嬉しいです。 

・議員の活動がわかりづらい。議会だよりの充実を。 

・町のホームページに載っている議会の「会議録」を議会だより全て載せればよい。 

 

その他、行政に対する意見    

・全体的に町民の行政に対する関心が少ないと思う。自分への反省も込めて議会だけの声とは言

わないが。 

・私は 14 年間犬を飼っていました。14年も一緒に居ると家族です。その子が一昨年なくなりま
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した。その頃は獣医が週末しかおらず一週間後、病院で息を引き取り自宅に連れて帰り、翌日

再びレインボーでいつもの動物専門の火葬場に連れて生き埋葬しました。今は獣医が常時いま

すが、まだまだ設備は不十分で結局島外の病院に連れて行かなくてはならない現状である。町

からの補助金もなく一人の獣医の負担。亡くなった後の火葬等を考えてもらえないでしょうか。 

・事業協同組合の設立。 

・各地区のわがままが過ぎると思われる。あの地区に投資するなら反対自分の地区に先に投資せ

よという雰囲気がする。補助金等投資は分散より集中的に適用が効果が大きい。 海士町→岩

がき生産等への補助金投資。西ノ島→わかめ加工場への投資。 

・給与を半分に。 

・10 年後に隠岐の島町の人口は 1 万人を切ると思います。町長以下、町役場の職員が身を切る思

いで人口減を止めなければならないのに、その姿が感じられない。 

・建設的な意見が出ないようであれば海士町に視察に行き、良いことは真似たら良いと思う。 

・島内を活性化するために、港周辺の飲食店を中心に充実するとか、人が集まりやすいスペース、

イベントが欲しい。バスの乗り場を一箇所に。港周辺で合銀あたりの停留所に待つのか、空港

行きはビューポート前とかバラバラなので、ターミナルが欲しい。始発場所を一つにするとわ

かりやすいのでは（観光客にとっては） 

・隠岐は良いところで生活面では問題ないと思います。ただ、今、高齢化が進み医療の充実に力

を入れて頂きたい。歯科など健康のもとですが、全く足りず皆困っています。 

・新庁舎建設にあたり合庁保健所の保健師より喫煙所は建物の敷地内に造ってはいけないと指導

を受けながら造ってしまう町の考えの甘さ。議会で喫煙所の場所を指摘。 

・以前から少し気になっていた、役場の公用車多数保有していると思いますが、車の傷（ヘコミ）

汚れ、特に細かい傷のあることが気になるのは私だけでしょうか？こすった、当てたなんて報

告を上げているんでしょうか？ちょっとした事故感があるんですが、どのように対処している

のか？ 当事者の自腹、又は、税金で直す？ 

・行政と町議会は両輪の関係。必ずしも反発し合うというのではなく手を携えて進むということ

もあると思います。国会をみているとまるで政党同士の足の引っ張り合い。本当に日本を良く

したいのかと政治に不信感を覚えます。議員数も多く、その方たちの報酬や活動費等、無駄な

支払いが削減できないものかと思います。ただ、我々一般市民（国民）は何の手立ても打つこ

とはできません。町議会の議員さん方は、このような国会の有り様。さて幸いなことにコロナ

禍、隠岐の島町は患者数が少なく、感染も１〜２人と見事に押さえ込んで行きました。これか

らもそうあってほしいと思います。そこには町長をはじめ、職員たちの連携や対応があっての

ことでしょう。このように頑張っている「町」をたたえることも議会の方から必要かと思い、

そのようなことを町民に報告して欲しいものです。隠岐の島町も高齢化が一段と進んできてい

ますが、当町議会は若手女性議員も加わり益々活発化して行くのではと期待しています。 

・島根原発有事の際の隠岐の島諸島への影響はどのように評価されているか。また現在本土から

来ている各種物資（燃料、食料、生活用品、etc）の代替入手ルート等の検討はなされている

のか？この問題に関する情報を会報に載せて欲しい。 

・現在の隠岐の島町の最大の問題点を一つ挙げるとすれば、私は魚の流通が悪いという点に尽き

ると思います。以前より議論はされていると思いますが、現実出まわっている魚は本土より来



30 

 

た魚が主です。隠岐の島町で取れる地魚を全体的に出せれば、もっともっと観光産業は上向く

と思ってなりません。 

小さな飲食店、民宿、大きなホテル等、誰でも簡単に地魚を手に入れられるようにならないで

しょうか。方法として隠岐の島町役場主導のもと大敷網をするとか、1 人ひとりの魚を集める

とかして安価で販売する等、町発展のためお願いします。 

・役場の無駄が多すぎます！ 建物等、他にも色々もっと追求してほしい！   

税金を納付している町民としては、納得いきません！ 

・町長にしても町議にしても選挙で選ばれ報酬もらっているので、責任と意欲を持って 

どんどん良いアイディアを出して、隠岐の島町のいいとこを拡大させてほしいです。応援して

います。 

・役場職員の職務改善（上から目線的態度、自己忖度的な優先工事等） 

役場機構の一点集中により各支所の疲弊、従って郡部の衰退が進行。早急に改善願いたし。高

齢者向けコロナワクチン接種は、全国的に 2 月末ごろにはほぼ終了なれど、隠岐の島町は 3 月

開始は何故？ 

・議会等ではありませんが、雪の日に塩化カリウムを道路にたくさんまかないで欲しいと思いま

す。まく基準は何なのでしょうか？凍結している方が滑りにくいのにわざわざ大量の塩化カリ

ウムを広い範囲で撒かれており、雪がザワザワにとけて、逆に滑りやすく塩水の中を走ること

になり車がすぐ錆びる。スペアタイヤは錆びてボロボロです。もし撒きたいのであれば交差点

に少しまく程度にしていただきたい。 

海の中を走るようです。私は県外から来ましたが、こんなに塩化カリウムを撒き散らすところ

は見たことありません。 

・（隠岐の島町民からの提案について） 

隠岐の島町役場の新庁舎が令和 2 年 9 月に完成し、庁舎北側に町職員用と思われる広大な駐車

場が確保されています。多額の建設費をかけて役場新庁舎が完成しましたが、この多額の建設

費に国の補助金が交付されるものの隠岐の島町には多額の負債が残りこの負債を抱えた町民

は今後税金で返済していかなければなりません。 

島根県では、県庁本庁舎を始め県内の各出先機関で通勤用自家用車を勤務職場の駐車場に駐車

する県職員（嘱託員、臨時職員、団体職員などを含む）に対し、駐車料金【１ヶ月：1,300 円】

を給料天引きで徴収しています。県職員からの駐車場料金の徴収は 10 年くらい前から行なわ

れています。 

ここで提案ですが隠岐の島町職員の皆様にも今後多額の負債を返済して行く町民の皆様のこ

とを考え、令和 4 年 4 月からでも給料天引きで駐車料金【１ヶ月：1,300 円】を負担して頂い

たらどうでしょうか。 

町条例などの法的手続きが間に合わない場合は、法的手続きが済み次第、遡って徴収するか、

法的手続き済み次第にそれ以降に履行されたらと思います。 

・コロナ禍のことが多く影響され町が寂しく思います。観光面でも減少、街歩きしても外灯が消

えている所（下校時の中高生、自転車に乗って人、車を運転しててもドキッ！とすることがあ

ります）。道路の草ゴミなど町民とも連携取りながら隠岐の島町を綺麗にして行きませんか。

春・秋２回くらいでも、草・ゴミなど綺麗にしませんか。大事な子供たち高齢者たち安心でき
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る町づくりしませんか。この島を綺麗に大事にしたいです。 

・隠岐の島町を美しく健康な島にしてほしい（S D G s） 

海岸は綺麗でないと危険な漂着ごみの発見も遅れるし気分も悪いし観光にもマイナスになる

ので地域住民やボランティアを含めた清掃活動を! 

野焼でビニール、プラスチック、漂白紙を燃やすとダイオキシンを撒き散らし近隣住民に健康

被害をもたらすので支所等で見守り隊や指導してはどうでしょうか。 

ある除草剤は枯れ葉剤の成分であり、ベトナム戦争後のような健康被害が発生するのが心配で

す。売る人、買う人共に成分をよく知る必要があると思います。売らないでほしいですが・・・

「隠岐にゴミはいらない!!」先日車中にあるタバコの吸い殻を川に捨てる人がいたとききまし

た 

・郡部港湾の整備を充実させる。特に船舶係留箇所のしゅんせつ工事。 

・豪雨災害、被災箇所の復旧を早急に行う。 

・もっと西郷町内を活気づける何かを考えてほしい。役場にしろ、いろんな施設が港周辺から出

て行き、昔みたいな活気が欲しい!! 

・I ターンに関することですが、去年から閉まっていた店もお金をもらえそうだったら開け始め

た話もあるのでチェックをもっと行ってほしい。インターネットだけで判断しないでほしいで

す。 

・公共の建物設置（何十年先を見通して）に関して。 

毎年後手後手の改良工事等に税金が使われているように感じている。平成 19 年に水害が出て

久しいが、例年のように各所で災害が起きている。 

血税を投入するからにはそれに似合った決断をしてほしいと思います。避難所になるからとの

改良工事は、建設時に想定できなかったのだろうか？ 3 月１日(火)レインボーアリーナにて

感じたことである。以前、五箇地区でも、整地された駐車場を掘り起こし高齢者の居住住宅を

建設したケースもあった。民間であれば先の先を考えている。行政の血税はと年度未に考えさ

せられる。 

・島民が安心して生活できるよう、もっと医療機関の充実に取り組んでほしい。 

隠岐病院は耳鼻科、泌尿器科、皮膚科等、常勤医師がおらず、急ぐ時困ります。 

泌尿器科当はなかなか予約も取れませんし、皮膚科は 1 度、総合診療科を受診してから判断す

るとかで、2 度手間になり費用も時間も余計にかかります。 

個人病院（歯科、内科）の充実もお願いします。個人病院の医師も高齢化してきていると思い

ます。 

・今や隠岐は、衰退の一途です。表向きだけを考えるのではなく、町民が士気を向上させるべき

事を考えていかなければ、本当に存続すら難しい時代に。 

港周りのプロジェクトも良いですが、何度失敗してもまるで懲りてない。中身の問題です。そ

んな行政に対して本当に向き合えるのは町議しかないことをよく理解していただきたいと思

います。③中には町議になったことで偉くなったように勘違いされている方もいらっしゃるよ

うですが、偉くなったのではなく、責任が大きくなったことを忘れず、町民のためにがんばっ

てください。 

・議会に対する意見というより、日頃思っていることですか・・・、ますます高齢化が進み医療
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に対する不安があります。 

離島というリスクをなんとかプラス思考に変えられないのかな？例えば、ドッグ、健診旅行を

セットにした宿泊プランを立てるとか。そのためには、病院の高度な医療体制が必要ですが。

（願い） 

竹島問題ですが、難しいと思いますが、気長な活動を願っています。 

魚の値段が高い！ せっかく海に囲まれているのになぜ？ 島民特権はないのか？ 

安くて新鮮で美味しい魚が食べたいです！ 

・町への収入 

職員駐車場の使用料を職員から毎月徴収したらどうか。（県は徴収を行っている。民間人は個

別に支払っている。）検討願いたい。少しでも増収になるのでは。 

・人口減少、空き家対策は緊急の課題です。このままではどこかしこが限界集落だらけです。若

者をいかに定住させるか、雇用の場の確保、若者向けのレジャー施設等、必要と思います。自

主財源が 15%ぐらいの自治体で、ラスパイレス指数が高すぎると思いませんか。 

・病院の医療体制が整ったなら、島民が病気しても島外へ行く必要もなく経済的にも助かり、各

科の先生をベテランの医師で揃え、安心して治療を受けられるようを隠岐病院の改善を希望し

ます。今のままでは島民が安心できる病院ではないので、しなくていい検査などさせられたり、

薬も異常にたくさん出されたりして不信感だらけの病院です。島民の大半はそう思っています。

どうにかしてくださいお願いします。 

・役場職員のタバコ時間に対して議員の方が意見していただいたようで頻繁に喫煙所に行く姿が

少なくなったように思います。 

・数年前の洪水により水害を受けその後、水路を修理し横切る小道をポンプにし、ふたをする工

事が必要だったが、各地域に災害があり順番が回ってきていない。いつ工事が始まるのか予想

がつかない。行政は一回見に来ただけで進展がない。また、議員さんに現状を見てもらい、災

害に備えたい。（都万） 

・補助金は町の為に長く続けられる人に、頑張っていく人に、根性のある将来性のある人に出す

べきです。基金も直接町民が肌に感じるようなことに使ってほしい。 

・島民の数が減ってきていることで、やる気も減っている住民も多く感じます。隠岐の島の活性

化を考えている町の考え方も耳にしますが、考え方次第。 

新しい試みで若者から年配の方まで、皆で考えを出し合って将来魅力ある隠岐の島町にして行

きたいですね。 

・歯医者が減って２院になってなかなか診てもらえない、非常に困っている。何とかしてもらい

たい。隠岐からの転居も考えざるを得ない状態である。 

・もう少し高齢者にやさしいまちづくりをしてほしい。コロナウイルスワクチン接種が役場であ

るそうですが、一度隠岐病院に行ってから病院前からタクシーが出るといっています。時間に

よってはバスで早く行かなければいけないわけで、都万方面から役場にバスが入るので病院に

行くこともなく役場前で降りれば良いけど、家によっては車がなく、何時間も前から役場に行

かなければいけない。もう少し住んでいる所のことを考えて都万方面の人は困ると思う。隠岐

の島町は人に対して親切でない島です。もう少し島民のためになることをしてほしいと心から

願っております。 
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・直接は関係があるのかわかりませんが・・・ 以前の大雨で浄土ヶ浦（国立公園）の道が崩れ

ており、未だにそのままの状態です。観光客が海へ降りようとしても大変です。本来は行政の

仕事だと思いますが、もう少し早く動いてくれるよう議員の方からも後押しをしてもらえると

助かります。“ジオパーク隠岐”ですよね。 

・議会関係ではないですが、防災無線放送の件です。一度だけの放送ですと聞き逃してしまいま

す。放送内容の復唱をお願いします。音が小さかったり聞き取れない事もあります。確実な放

送をお願いします。 

・具体的に良くして言ってほしいこと①働く母親（父親）支援（放課後の子供を預かってくれる

仕組み有料でもいい）②若者を町に帰す・来させる仕組み（雇用、魅力、創生等）③離島のハ

ンデを感じさせない取り組み（例えば一般家庭がフェリーに車が乗せられる料金を目指す） 

・町職員の給与が高いのでは？市町村職員（県内）に比べてラスパイレス指数が高いのはなぜ？ 

・隠岐の島町は海・山にゴミのポイ捨てが多いと思う。もっと海・山のゴミのない隠岐の島町を

目指して欲しい。年に１回とは言わず、環境整備を行ないゴミのない隠岐の島町にしてほしい。

海や山にはゴミ箱か持ち帰りの立て看板。いろいろ考えてほしい。 

・隠岐の島町の玄関口であるという理由で、旧西郷町の街並みをいじり回わすのはやめていただ

きたい。予算の使いかたをよく考えていただきたい。本土との交通の便等をもっと便利になる

よう県に陳情するとか。町独自の海上交通の手段を考えるとか。島外に通じるような改革を考

えて行かない限り隠岐の島町は良くならない。島内だけのことで予算を考えている限り町の発

展も将来も見えてこない。 

・昨今のウクライナ、中国、北朝鮮を見ますと、一方的な外部からの侵略だけでなく内部からの

工作、沖縄、石垣、鎌倉、武蔵野市等の住民投票条例問題があります。自治基本条例の見直し

も進められています。有人国環境離島の最前線である隠岐の島町ではどうなっているのでしょ

うか？心配しています。北海道の土地買収問題もしかり、心配しています。 

・リサイクルは環境に良くない。公園等の管理を良くし綺麗にする。川のしゅんせつをし、洪水

を防ぐ政策を出す。 

農業を保護し、隠岐内での食料確保に努める（地産地消）＋安全保障の観点から。 

SDGｓにだまされない。二酸化炭素を出しても地球環境は悪くならないことを地方議会からも

訴えていく。学校の予算を削らないで増やす。公務員を増やし、非正規職員は早めに正規に雇

用する。（安全保障の観点から） 

・外部からの町民が増えていますが・・・ 五箇までの入浴は大変です。町内にも風呂とか入れ

るところがあればと思います。ホテルとかはありますけど宿泊の人しか入れない。銭湯とかあ

れば良いと思います。 

・各地域の公衆トイレをもっときれいにするべき。町民、観光客が使っても汚くて掃除もされて

いない。（トイレットペーパーさえない）→予算がとれればの話。トイレ掃除は地区の方（65

歳以上）にお願いして、少なくても日当を払って。 

地域の公園を整備して保育園～小学生ぐらいが遊べる遊具をもう少し増やしてほしい。ダムの

ところの公園は大きく遊具もたくさんあるが、すぐ遊びに出かけるには遠すぎる。もっと木と

か花とか、ベンチ、トイレを作ってみんなが集まれる場所が地域ごとにほしいです。 

・交通弱者、買い物弱者のことを考えてください!! 
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自由意見(７０代) 242件 

 

議員定数・報酬に関する意見  

・人口減少の中 16 人の議員は多いと考える 16 人から 12 人で定数減をすべきだ。 

・今の議員数は人口の割に多すぎると思う。議員数を減らすべきだと思う。 

･議員の高齢化対策として定年制導入または当選回数制限等。 

・議員定数を減らすことは町民の声を町政に届けにくくなることになります、これ以上の減数は

しないようお願いします。議員一人や二人の報酬を減らすことよりも議会機能の充実の方がよ

り重要です。 

・次に議員の定数給料の件ですが、経済六団体も提案している定数減も聞くけど本気度がわから

ない。次の世代のことを考えて定数給料等特別委員会にしがらみのない町民を入れて、人口経

済いろいろの面から再度委員会を開くべきではないか。また住民投票アンケートをと取るべき

ではないですか。私は定数を減らしても何ら今と変わりはないと思うそれより次世代の人が参

加できるよう何かないかな。 

・町村合併の名残もあって議員定数が多いと思う。親戚が多いからとかこの地区の出身だからと

いう理由で当選してしまうことを少なくするためにも、広く町全体で立候補者の力量を問う選

挙になるとよい。そのために定数をもっと少なくする、また立候補者自身も自分の主張や活動

をもっともっと知ってもらうよう努力して行くべき。 

・議員の人数もっと少なくてもいい。アンケートの結果はどこで発表があるのでしょうか。 

・議員の定数を減らす旧町村で議会を開いて欲しい近くならば傍聴に行ける。 

・議員定数が多すぎる議員数を現在の 2/3 程度で充分と思う。 

・議員の人数が多いと思う。介護の人たちの給料を良くしてあげないと働く人たちが居なくなっ

て今に困ると思う。一番にあげることが大事だと思う自分たちばかりが良くなるのではなく、

本当に働く人たちを良くしてあげるべきだとおもう。 

・隠岐に限ったことではありませんがあまりにも高齢議員が多すぎるではありませんか。60 か

ら 65 歳定年制を強く望みます。次に議員定数 16 名はあまりにも多すぎる。 2021 年 4 月の

調査では人口 13,666 人です浜田市人口 52, 145 人に対して 22 名単純比較とは言え町民が

知ったらどう思うでしょうか。定数を半分にして報酬を五割アップ、定年制、少数精鋭、若返

りして議員にやる気を起こさせる。 

・削減すること。 

・議員定数 16 人はほかの市町村の議員定数を比べると多すぎる境港市は人口 33,000 人に対し

て議員定数は 15 人江津市は人口 24,000 人に対して 16 人大田市は人口 34,000 人に対し 

20 人以上のことから隠岐の島町議員定数を次回の町議選までに全議員自ら進んで定数削減に

取り組むこと。14 人希望。 

・議員数が多いと思います。 

・議員数が多い。町民のためより議員個人のため働いているように見える。 
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・五回以上の議員は引退してほしいそのことが広く町民の声を議会に反映することになる。春の

選挙がベテラン議員の票が大幅減になったことが表している。 

・隠岐の島町も人口が減っているのに議員さんの数も減らしてはどうですか十名程度でいいと思

います。 

・議員数が多い。 

・女性議員の増、議会での定数は減らして欲しい。 

・定数はもっと少なくていい。 

・議員が多すぎる。 

・定数削減へ 10 名から 12 名程度。 

・議員の人数をもう少し減らすこと。 

・議員定数の削減 13 名、町財政の削減と少数精鋭を目指す。 

・議員数が多すぎる。 

・議員の人数を減らしたほうがいい今の人数は多すぎる。 

・人数を減らしてほしい。 

・議員さんの数が多すぎ 10 名ぐらいに、また若返りが必要ではないですか。 

・議員定数削減についての協議決議。 

・議員定数についての項目がないのが残念。 

・定数が多いもう少し定数減を望む。 

・定数報酬設定は何故ない？ 

・議員数の検討、他の市町村の多くが最近人口減等を理由に議員定数を削減している隠岐の島町

も例外なく人口は減っている。次期選挙から他の同規模の町を参考に定数減の選挙を実施する

よう議論すべきだ。 

・議員数を減らして欲しい。 

・議員の定数が多すぎる気がします、もっと定数を減らすべきであると思います。 

・仕事をしているかいないのかよくわからない議員の数をもう少し減らして欲しい。 

・議員定数の削減。 

・町議数が多すぎる町議の若返り。 

・少数精鋭隠岐の島町議会は定数 12 名で効率的に地域密着して現場主義で運営すべきです 

・定数減望む。 

・議員数も多いのではないでしょうか。 

・現在の議員数が本当に必要か。 

・議会議員の人数を減らし議員が忙しく仕事をする議員の報酬を増やしてください仕事する議会

にしてください。 

・議員数が多すぎる数を減らし給料を減らしてほしい。人口の割に多すぎる役場職員も多すぎる。 

・現在の議員定数を削減し議員報酬を増額し議員活動がもっとできる状況にしたらどうでしょう

か。 

・やることやれることの区別をしてください。今思うことは言うだけの町議です。今の町議の数

は多すぎです。町民の数が多くないのに 16 人もいなくてよいです。また境港市は今 15 名で

す。もっと真面目にすべてを考えてください。私たち町民は今や何を言われても従うことしか
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できない、町政の中で意見ということも大切です。職員ももっと全てを見て考えて行動するこ

とです。私たちから見ていると何かに逃げている。議員も何を見て前へ進んでいるのか、まず

は 10 人議員を目標にしてください。すべて今後のためです。 

・現在の議員数削減。 

・隠岐の島をもっと愛する議員に。町議の数が隠岐の島町の人口に対しめちゃくちゃ多く、もっ

と 1/2 ぐらいでも内容の濃い議会にしていただきたい。 

・議員の人数を減らしてほしい 12 名ぐらい。 

・選挙の時だけで町民目線ではない、議員数を減らした方がいい。 

・隠岐の島町の発展に直結する議会であるためには議員がもっと勉強して支出を向上し目指すと

ともに議員定数を減らし報酬を上げるべきである。町民のほとんどがこの考え方だと思うが自

分たちで決議することができない今の議会議員の皆さん次回の議員選挙までにぜひお願いし

ます町民はこの件について怒っています。 

・議員数を減らすこと、私は反対です。そんなことをしたら今の力では何も発信することができ

ないと思うからです。 

・島民の割には議員数が多すぎると思う。特に何もしていないのに報酬をたくさん受け取ってい

ると思う。町民のために何もしていない。選挙の時だけお願いしている。 

・毎月島内の人口が減少していますそのような中で議員数が多い議員定数の削減を望みます。 

・人口の割に議員が多い 14 人にしては旧都万村に三人旧五箇村に三人旧布施村に一人、旧西郷

町に七人と割り当てて選挙をしたらどうか。 

・人口減少が取り上げられる現状でこのような議員の集まりならば数を減らしてはどうか。その

ことについて言及する議員が一人も居ないのは残念である。 

 

 議会の在り方に対する意見  

・旧町村で議会を開いて欲しい近くならば傍聴に行ける。 

・議会が充分に機能し行政チェックや提案のできるしっかりとした議会を望みます。町民と町政

の乖離は様々な問題場面があるのは日常的なことです、それを埋める役割を課せるのが議会だ

と思います。町が抱える各種の課題で議会が行政側の説明ばかりでなく町民の声をもっと聴く

機会を積極的に作ることが大事だと思います。行政の声を議会へだけでなく町民の声も議会へ。 

・町民サイドの考え意識で行政へのチェック機能を充実していただきたいと思う。 

・町議会に行くとしてもバス便とか自分ではいけないので隠岐の島町に充分に話し合って少しし

でも住みやすい街にしていただけるようお願いします。 

・隠岐の人口も少なく大勢の集いはそんなにないので、少人数の集まりにも目を向け傾けて耳を

傾けてほしいと思う。細かい話し合いとか島の情報を島民のリーダーとして話し合いに同席し

て貰いたいし島のことをもっと安心に導いて欲しいです。 

・現在の議員は年齢も若返り女性もいて頼もしく思っています研究心や町民のために頑張ろうと

する気持ちを忘れず皆様ご活躍を期待しています。 

・前回の選挙で新人が多く出たので今後の活動に期待しています。ベテランと新人が役場の職員

に少し喝を入れてほしい。高額給料でありながら町長をはじめ職員すべてに危機感が全く見ら
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れない。役場職員が町長になると改革は期待できない。 

・議会費その他ムダ遣いにならないよう将来の役に立つことを考えてください色々な計画を先の

また先を想像して取り組んでいただきたいです。 

・なれあい主義は議会からなくせ。 

・いろんな地域の活動を学んで隠岐の島町をますます活性化するため頑張ってください。 

・どのような問題事案が起こっていてどのような議論をしているのかさっぱり分からない。時々

個人の方から報告のチラシが入っているが何が起こっているかさっぱりわからない。広報も配

られたのは読んでいます。 

・町議会の一般質問を土日または祭日にすれば仕事等で平日見に来られない人も傍聴することが

できる。議会関係者の皆さんで海士町を視察されてはいかがですか。 

・世代交代で若い人が隠岐を変えて欲しいと思っています。 

・議員手当年金等を充実させ若い世代が安心して立候補できる環境づくりが大切だと思います。

色んな世代の人々で議会は構成されるべきであり現状は高年齢に偏りすぎのように感じられ

る。 

・ここ数年の議会だより等を見ますと町政に対する反対意見や批判ばかりが多く見受けられます。

町民の信頼と負託に忚えるため本庁の活性化をどうすべきかを議論すべきだと思います。 

・充分に討議されず中途半端で終わっているしっかりとした討議を望む。 

・無駄なものに町民の税金を使わない。真に必要なところにお金を投入する。そのような目で行

政をチェックしていただけたらと思う。 

・議会だよりについて次第に美しくわかりやすい制作されてきていますが、多色すぎて読みづら

く困ってしまいます。 

・議会の様子を動画で配信する。 

・18 歳から選挙権があるようになりましたので高校生に議会の傍聴をしていただいて、未来の

隠岐の島町に対するビジョンを描いて欲しい。 

・町議会の傍聴を町民に望むなら議会の開催時間を考えるべきだと思います。土日とか。 

・前例踏襲ではなく、町民のために議会はつね新しい考え方を生み出し進んで頂きたい。新人議

員は町民感覚を忘れず「それはおかしい」「議員の常識は町民の非常識」と言った感性を忘れ

ず活動をしていただきたい。 

・今は議場に出向かなくてもインターネットで経過を知ることができますがそのことの周知がで

きていないように思います。特にこれから成人する人たちにこそ議会に関心を持つ大切さの一

つとして習慣化できるような取り組みも必要だと思います。 

・町議会だよりの町議会紹介の写真の写し方で工夫してください気になります。 

・今一つ男性ばかりであった町議会に存在感がなく評価も悪かったのに素晴らしい女性三名が参

画することにより明るい日差しが感じられるように思います。男性もふるって活躍して欲しい

と思います。ただ背広を着て役場に出入りしているのが町議でその姿は偉そうにしているとし

か思えなかったのに女性三名がスーツ姿で出会うと偉そうにしている男性町議も叱咤激励さ

れるであろうと頼もしく思うのは私だけではないでしょう。 

・もっと町民と話し合いをする。行政のチェックの充実をしてほしい。 

・町のために日夜活動ありがとうございます。他に比べれば活動の様子を知らせてくれて評価し
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たいと思う。 

しかし、まだ島前の町村に比べて進歩的な町の建設が遅いような。全員一丸となることお互い

の足を引っ張ることのないよう女性議員さんの足を停めてはいけない。私利私欲は無いか今一

度、いや常に心にして活動をしてほしい。 

・災害の復旧が遅いが議会でチェックしているのか。 

・若い議員女性議員の活躍に拍手です。以前のことですが前鳥取知事をされた方が鳥取の議会な

んてものは幼稚園のお遊戯会だと新聞の報道に驚きました。議員の方たちに定年制はいかがな

ものでしょうか、提案いたします。 

・独立独歩。もっと自立せよ税金に頼るな。中立公平であること一部町民のための議員議会であ

っては面白くありません。 

・町民にとってイエスマンの集まりでしかない議会など怒りの対象でしかないのである議員報酬

をもらっているならばそれに見合った働きをして町民の日々の暮らしに反映させる位の気持

ちを持って議会が開かれていない。 

・議会のときに国会もどきの難しい言葉で話すことよりも日常の小さな問題点や改良点に目を向

けてその上で議論してほしい。 

・今この町に何が大切か将来どうありたいかとビジョンも何もありません。目標のない議会は無

意味です。力量のないスタッフをコネで採用させるだけのお粗末です。 

・隠岐の活性化のための工夫や改革を考えていないように見える。 

・議会として町政チェックするのは町民目線でチェックできてこそ町民の代表と言えるのではな

いでしょうか。 

・町民の多くはこの町やこれから先のことに期待や希望を持ってはないという現実を知ってほし

い。行政のチェック機能が全く実施されていないということは、さっきの漁業集落関連への使

途不明金についてでも一部の人を除いて何もかもうやむやに終わらせてしまっている。これは

無能な議員の集まりとしか思えない。 

・議会や町職員が自ら歩いて島内を周りチェックしてほしい。 

・議会だよりは毎回読ませてもらっています。予算やその執行状況等全般的な内容は勿論必要で

すが、各委員会で取り上げられた重要課題についてそれぞれの立場の考え方の違いを掲載して

いただけるともっと行政議会に対する関心理解が深まると思います。 

・今回のようなアンケートを企画されたことは議会が変わろうとしている意欲を感じ、心から応

援します。 

 

議員活動に対する意見  

・議員の雇い主は町民であり二元代表制であると同時にお金より地域を思う人であり町民と同じ

目線で身を切ってでも活動して欲しいです。一部の人は副業を持っており、サイドビジネス的

に議員をやっているのではないかと思われる人もいるかな。私利私欲しか見えない人も居るか

も。 

・各議員が自分の足で町内を歩き自分の目できちんと見てそして自分の耳で町民の声を聞き議題

に取り上げてほしい。 
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・隠岐の人口も少なく大勢の集いはそんなにないので、少人数の集まりにも目を向け傾けて耳を

傾けてほしいと思う。細かい話し合いとか島の情報を島民のリーダーとして話し合いに同席し

て貰いたいし島のことをもっと安心に導いて欲しいです。 

・今思うことは言うだけの町議です。 

・一部の議員さんですが実生活の行動に頭をかしげることがある町民から選ばれたことの自覚が

薄いように感じる。 

・議会より議員に対してもっと問題意識をもてと言いたい。選挙の際におかしな公約を並べるん

じゃない、議員は行政サイドの人間ではない、まるで町長選挙のように誰もが行政上の公約を

声高々にしゃべっているが間違いと気づいてほしい、町議は単に行政のチェックマンにすぎな

いのだ。 

・現在、議員個人が定期的に発行している自身の議員活動報告をもっと他の議員も見習って自身

の活動報告を発行すべきだ。各議員が現在の街の行政についてどう思っているのか、どうある

べきかを町の行政にもっと発信して行くことが大切だと思う。町が提出された議案を賛成反対

と採決するだけでなく、長い目で将来の隠岐の島町のあるべき姿を議員同士や町の若年層も巻

き込んでディスカッションする場を多く持つべきだと思う。高い給料やボーナスを貰っている

のだからそれに見合った活動をどんどんやってほしい。 

・選挙の時だけ「頼みます、頼みます」あとは知らん顔です。もう少しコロナの対策、その他い

ろいろ努力して欲しいものです。町民はほとんどが 65 歳以上です難しいことはわからないの

で簡単にわかりやすく次の選挙の時はそうしてもらいたいです。何の仕事をしているのかさっ

ぱりわからん。 

・議員の方々はそれぞれの出身地区にある程度の基礎票があるので、その地区の存続をどうする

かということを常に向き合う姿勢が必要ですし、それを議会通じて実行した上で町全体の将来

像を検討する必要があると思います。まずは自分の足元からよくする活動から初めていただき

たいと思います。 

・議員ひとりひとりが自分の意見を言う場を議会以外で設けて欲しい。 

・よく議会で耳にする言葉にその件については全く考えておりませんというものがあるが、これ

ほど町民を馬鹿にした言葉はなくもう少し別の言い方があるのではと思ってしまう。役場全体

もしくは町議会全体で考えるというだけでなく町長を筆頭に役場職員各議員ひとりひとりが

個人としての資質や意識を高めるように日々努力して頂きたいと思っている。 

・隠岐の島町は全体として個人としての資質や意識が低すぎると感じている。 

・議員活動をして町民の声をしっかり聞くこと 4 年間の活動が見えない。議会の一般質問が一

日だけのようですが議会の盛り上がりがない問題意識がないのか。 

・各議員さんが選挙時にあげた公約が守られていない気がします、町民はその声を信じ一票投じ

たと思います。わたしもその一人です。 

・数名の議員を除いては町民のために活動をしているという話も気配すら感じていないのは私た

ち夫婦だけでしょうか。 

・選んだ議員さんのその後の活動がわからない、議会でもどのような質疑をしているのか 一度

傍聴してみたいと思うけど、議員さんでも活動報告を出している方もいるのでこれはとてもい

いです。選ばれた議員さんだから皆さんのやる気が見えたらいいですけど。 
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・出身地域のみならず隠岐の島町全体の方向性を町執行部と連携して議会に反映させることが大

切また議員として町の条例や法規にも精通してほしい。 

・あまり目に見えたところがわかりません。 

・特に女性議員に期待していましたが姿を見たことがない。いつの間にか役場でお目にかかれば

職員に挨拶しながら、町民の私達を無視。選挙前には優劣訪問くださったのに。 

・選挙運動中は車の中から手を振ってお願いしますと笑って言われましたが当選後は何か別人の

ように思えることが多い同じ人なのかなと不安。 

・選挙が終われば地域に来られることもなく忙しい毎日と思いますが地域住民の声を聞く機会を

増やして頂きたいです。 

・町民の顔を覚えること選挙の時だけ挨拶があるけど再度あったときは挨拶ができない。喉元過

ぎれば熱さ忘れてですか。 

・町議は各地域の代表者ではない町全体の代表である執行部との馴れ合いが目立つ。 

・町内を歩いてみてください、道がどうなっているか、街灯がどうなっているか通学路がどうな

っているか町を歩いてみてください。 

・議員の若返り若い人が出てみようと思えるような魅力ある町議会であってほしい各個人で活動

状況をもっと発信して欲しい。 

・黒い噂のある人に飲食の接待の供与を受ける議員、視察に行っても本文は数時間であとは観光

している議員、議員報酬が目的の議員、議会は行政の間違いや誤った事にブレーキをかける役

目でしょう、質問が自分で考えられない議員、学校の授業とは違うのに他の議員の質問の最中

に上の空かうまく寝ている議員、議員数が多すぎるから当落の危機感が無い。意見箱を作って

議員名指しで批判できるようにする。 

・議員さんたちも町民目線で仕事をしているように見えません。 

・限られた財源を有効に使うよう常に自分ごととして質疑忚答してほしい。 

・選挙の時だけでなく日頃の挨拶がなくもっと町民の顔を見てほしい。 

・イベントがある時は全員の方ガでかけてほしい数人の方しか行動していないです。交通安全集

会の時だけでなく登校時間にはお巡りさんと一緒に立って欲しい。地区の役員に進んで協力し

てほしい。副業はしてほしくない現在ほとんどの人が仕事を持っています 

・立候補して当選した以上は町民が満足するように勉強するなり努力するべきだと思います。未

だに一部のことにしか知識がない人はすぐに辞任すべきだと思います。 

・コロナ禍の中で出かけることが少ない生活です。議員の方々も思うように行動できないかもし

れませんが特技、経験、アイディア、知識等を活かして隠岐の島町が笑顔あふれる住みやすい

所にしてほしいです。リーダーシップを発揮して頑張ってください。 

・議会質疑忚答においてもう少し突っ込んだ議論を望みます。 

・選挙の時だけあとはお見かけすることもない。 

・今の役場の職員は変化とか改革を望んでいないのでは隠岐の島町を活力ある街に作っていくそ

のような風潮か見られないので議員の方に指導していただけたらと思う。 

・町民の声要望が議員から町議会にとどいていないように見られるもっと町民の声を活かしてほ

しい。 

・選ばれた人たちなら色々な催しに顔出しお願いします。 
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・各議員さんもっともっと住民の皆様のために働きなさい、活動をしなさい、現時点で皆様方は

何の役にも立っていないことに気づきなさい、住民の皆様方を裏切らないでください。 

・町民の声をたくさん聞くよう努力してほしい、生の声をキャッチしていないから何に困ってい

るか何が問題なのか等がわからない、将来への展望を持ち町の現状を正しく把握した上で。今

の町行政をこまめにチェックしてほしい。レベルアップしてください。 

・議員の皆さんは毎日出勤されているのかまた一日のスケジュールを知りたいと思う。 

・評価に値しない議員になったら終わり何もしない人が多い。 

・議員に対して数人の議員はビラを各戸配布活動や自分の考えを示してくれるのでよく理解でき

るが、自分が推した方は、らしきものがないどのような活動をしているのかどのような考えな

のかわからない、町議の皆さんが最低年一回以上出すようにしてはどうか。選挙の時のポスタ

ーだけではと言う時代ではなくなった。 

・地域の代表の議員さんだと思いますが、地域のために力を入れているかどうか疑問。選挙の時

は公約を話されるが当選後それが実行されているかわからない、今回、三人の女性議員さんが

活躍されるようになり新たな目で町を見てくれるのではないかと期待しています。議員さんに

よっては独自で広報を出されているが具体的で分かりやすいと思います。町民アンケートの取

り組みが今後の議会が町民のための議会になるよう願います。 

・地元議員の顔を 7 年 8 年の間に 1 度しか見たことがない聞いたことや質問は他地域の議員

に聞いている。 

・全議員とは言わないが議員の職務に対する熱意を感じられない。 

・議員が日ごろ何をしているのかわかりません質問をもっと勉強して。 

・全議員の議会に向ける発言内容を一年間まとめて公開すること。 

・人口が少なくなっていろいろ難題が多くなる中、一つ一つを深く取り上げて解決してほしい各

議員の品格と給料に恥じないようにお願いしたい。 

・議会広報をいつもよく読んではいるけれどよく一般質問している議員さんもいるが、ほとんど

質問していない人もいる。この辺がよくやっている議員かそうでないかの分かれ目の一つにな

る。容れ物の形を変えても中身は変わらないと思います。議員ひとりひとりが住民の生活の状

況を見て感じ取って一般質問をどんどんしていくことが大切です、そうすれば議会が活性化で

きるはずです原点に帰って勉強してもらいたいです。 

・教養のない議員パフォーマンスだけの議員さんがいるように感じる背中で町民の声を感じ取り

議員はもっと発言するべきです。 

・この人何の目的で議会に席を置いているのかと思うような人がいます。選挙の時には手を振り

笑顔を振りまき当選してしまえば知らぬ顔、自分は先生と呼ばれても当然という感じ。全員と

は言いませんがこれで生活は安泰とでも言うような顔をして挨拶もしません。自分は知らない

人でも島人全員顔は知っているんです。本当に町民のために思っている人はやってもらいたい

ものです。公約と言う言葉もう一度その心にしっかりと刻んでください給料泥棒と言われない

ように。 

・議員が町民の話声を聞くだけでなく自ら活動してもっと勉強して町を暮らしやすいところにし

て欲しい。 

・選挙が終われば町民の話を聞く場がなさすぎる子供の通学路を雪の日に歩道を歩いてみ 
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てほしい。 

・選挙前になるとペコペコ頭を下げてあとは素知らぬ顔そういう人ばかり議員さんもお金儲けで

すかね。もう少し住民のために働いてください。 

・積極的に活動されている議員さんと反面議会の場だけで満足している議員さんがいるの 

が少々不満です、選ばれたらそれだけの活動が見えるようもっと町内に出かけて町民の声を聞

きましょう。 

・もっと心の底から町民そして住民に対して思いやりの心をもって行動してほしいです。自分だ

けよければとそんな方たちが多いのでは例えば学校の朝のおはよう挨拶など町内に立って子

供たちの顔を合わせているとかもっと町民と短い距離で時間をとってほしいです。選挙の時だ

けでなく町民に近くなってほしい。町そのものが死んでいます。 

・各議員が普段から町民に活気をつけてくれるよう心がける情報収集に努める 

・議員さんたちは一生懸命に頑張っておられると思うが、この隠岐の島町が変わったぞという何

かつかみなどがないと思います。何年経っても同じようなことでは若者は帰ってきません。コ

ロナではありますが町民も頑張りますので議員さんたちも隠岐の活性のため頑張ってくださ

い。 

・議員はなんのために誰のために議員になったのかと言うことを常に心に起きもっともっと勉強

をしてほしい行政のやり方におかしいと思ったら反対する勇気を持ってほしい議会便りを読

む限りほとんどが行政の言いなりになっているどう考えても町民の思いが反映されていると

は思えない。 

・行政に反対ばかりではダメ。 

・議会だよりを拝見して Q＆A で行政側の A に対するチェックが機能しているようには見えない。

立候補時に掲げた公約達成したどうかく議員ある時点で自己評価して発表してほしい。 

・町民の直接選挙で選ばれた町のリーダーである町長の公約に対して深い理解とその実現に対し

て心から協力していって欲しいですその先頭にあるのが議員であると思います。それぞれの議

員の力量により新しい発想であるとかビジョンであるとか議員としてそれぞれの地域の思い

と町長と話し合い、進言し別の角度からの新しい発想などもあるならば攻略がより素晴らしい

ものになるのではないだろうか。 

・各議員ひとりひとりが選挙の時は頭を下げ、お願いしているが選挙が終わり、当選すれば町民

に対しても高いところから話す、自分からいちばんというような態度が思われる何様でしょう

か。でなければ議員にならなければよい。反省を願う。 

・質疑を考えるともっと勉強してもらいたい、議会広報を見て一般質問の内容が本人の得票を増

やすために一部の人の意見をそのまま質問事項としている。議員あるいは分かりきった内容の

質問が多く、個性がない議員質問が目につく。 

・今の議員さんは勉強不足です。専門分野に特化した議員が不在委員会を中心に何を勉強しその

成果が議案として上がって来ない、さみしい限りです。無関心無関係そのものです。議員提案

で町が良くなった話を聞いたことがありません。 

・隠岐の島町のため町民のために真剣に仕事をしてください。 

・つまらないものたりない無駄町議なら町議らしく、ふんぞり返ってないで。 

・議会や各委員会がないときに議員さん個人で町民のためにどのような活動をしていますか。個



43 

 

人での活動の様子議会だより等で知らせて欲しい。 

・サラリーマン化、思いあがっている。 

・選挙のとき自分が町民に訴えて演説していた時のことを日々忘れることなく活動をしてほしい。 

・何期も何年も議会に身をおきながら自分が頑張ってこの町がいい方向へ向かってきていると本

当に感じているのか。中には議員とは名誉職と告知した人もいる。悲しい限りこんな人に本当

に任せられるのか無力感に襲われる。 

・議員は公共工事林道工事などにも少し現場を見て歩いて自分たちが決定した責任を自覚 

してほしい。 

・議員はもっと住民の声をきく。 

・議会の活動内容を町民に伝えるため、個々の議員さんがもっと報告をすることを望みます。便

りでもいいですし報告会、街頭報告でもいいですいろいろな機会を知らせることで身近なもの

として言ってほしい。また町民の要望増やしてほしい愛の橋の建設こまめに報告してほしいな

ど。 

 

住民と議員との関係(広聴)に対する意見  

・各議員の一人ひとりと質疑忚答できる機会を作って欲しい。 

・議員に要望したくても直に家に行くしか話をする機会がない。地区の集会所で町民の希望とか、

今何をしているのか話せる場所を作ってください。 

・住人まで地区を回ったり声をかけたり集会的なことを年に一回はしてほしい。各地区の要望を

聞いて周り地区住民の意見を良く聞いて議員と住民の隔てをなくし小さな問題からいろいろ

なことを地域と相談してほしい。 

・各議員さんは町民のために一生懸命であることに感謝しておりますが選挙の時のような親近感

は薄れます地域に降りて話を聞いてほしいです。 

・出かけて意見交換等はなかなかハードルが高いので紙面で情報発信してくれると嬉しい。 

・年に１，２回各地区で説明会を開いてもらいたい。 

・町議会の方が地域の集会所等で肩ひじを張らずに意見を出したり話し合いの場を作って要望す

るのもいいかなと感じます。 

・土木だけでなく福祉の方にももっと頑張って欲しい。行政等について議員と話す機会がない。 

・町民の声が町議会に反映されているかの問にそのものに疑問を持つ町民の声とはどう定義づけ

ているのかわからない。まさか個人的な発言を町民の声としてないと思うが。したがって議員

の方々と町民各地区民との会合を頻繁に開催し広く考えや意見を拾うことが大切にされるべ

きと考える。そのことが選挙時に訴えただけでなくその後の主張や考えを町民に伝えることに

なると思う。 

 

その他、行政に対する意見  

・言いたいこと伝えたいことを要望するよりも、プライバシーが保ててない。怖くて口が開けな

い。 
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・何年も前から愛の橋が通れないままになっています。皆様はどう思っておられますか。私とし

てはすぐそばに行きたくても遠回りをしなければならない、もう少し民間のことを考えて、い

つまでも不自由な思いをさせてほしくない。お年寄りが多い町、生活しやすい町をお願いした

いと思います。 

・ここ隠岐の島が国境離島であることを常に頭に置いた上で安心して経済活動が継続できること

が日本国の国土保全防衛につながります。人口減少対策を優先していないと島がなくなってし

まいますよ。 

・広報で当初予定の工事が延期になったので、その予算で別の工事を行ったとの記事を見ました、

工事計画に伴う予算であると思うので、しっかりした計画をたてることを望みます。 

・ホームページ上で議論する。役場ホームページを充実させる大切です。 

・フェリーターミナル周辺の都市計画で一部の街づくりを進めていくようだが本当に必要なのか

理解できない。もう一度議論の必要があると思う。65 歳以上の高齢者が人口の 41%、今後高

齢者が増加し、若い人が少なく高齢者と子供たちのためにも明るく生活しやすい住みやすい街

づくりを進めてください。生まれてよかった、住んでよかった、来て良かった街としての理念

にあった街づくりを望む。人口減少に伴い I ターンの受け入れがされていない声を聞く町と

してもしっかりバックアップする必要がある。 

・コロナでさらにさらに落ち込んだ島に活性化を取り戻すラストチャンスにしようではありませ

んか。イカや漁場が取れなくなって何年も経っている。でもゼネコンは好景気とか、定数は議

会で決めるとか、賛成者１名立派ですね、あとは我が身かわいいやの税金泥棒、町民投票やる

べし。 

・災害水害にあった観光地等を早く治してほしい特に中村、布施地区は遅いと思います平等にし

てほしいと思う。 

・このアンケートはとても良いことだと思います。 

・デマンドタクシーの件でお願い致します病院に行くのは助かりますけど、買い物もできると助

かります。 

・島の活性化のために補助金を使って島外からの転入者受け入れに尽力されているが、あまりう

まくいっているとは思えない。そろそろお方針を変えたらどうでしょうか、私は少々不便でも

いいから昔の島の人情味がある静かな生活がしたいのです。 

・医療関係の充実。隠岐病院の診察の改善特に予約時の長時間待ち大変つらい。災害発生後の対

忚が遅すぎる二次災害防止。隠岐地場産業の対忚、取るから作る開発へ、空き家対策を考えて

ほしい。 

・災害のあとの 2 年以上経っても作業をしてもらえない活動が丁目に届かない何を言ってもし

てもらえない。 

・島民が生活しやすい街づくりをしてほしい西郷町内だけ観光のため建物を作り郡部のほうはあ

まり良くなっていないと思います。 

・知っていると思いますが東郷湾に廃船が傾き燃料が流出見苦しい状態になっている。廃船があ

る付近の道路はジオパークの観光バスルートにもなっている。観光客がこの光景を見たとき必

ず目に入ると思う。だいぶ前から船はあるが誰一人として対処していない、町議会の議題に取

り上げ検討をお願いします。 
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・海士町に比べて隠岐の島の良さ将来に対してのアピールが少なく感じる。 

・町長が時々放送することがあるが、紹介しても「町長の何々です」と言ってから話をするべき

ではないですか。息子たちが帰省している時に聞くとずいぶん偉そうに上から目線で話してい

るなといっています。 

・愛の橋が 10 年あまり不通です、津波等で避難先へは愛の橋が一番いい、隠岐の島町行政は愛

がないのか。 

・なんで今になってアンケートなのかと思う、今までにアンケートをやらなければならないと思

われる場面があったはず。例えば、議員定員報酬の決定の時など町民の声を反映すべき時には

自分たちだけでチャンチャンと決めて、今回のような基本条例の策定などといやらしい事項に

なると町民のアンケート意見が入っていると逃げ道を作るように感じる。 

・アンケートの意見要望を広く町民に知らせてほしい議会だよりでもいつでも意見要望を求め発

表してほしい。議会だよりの内容をもっとわかりやすく変えて欲しい。 

・道路工事が非常に多く感じます。それぞれ工程に沿って工事を実施していると思うが、同じ場

所を何回も工事している感じがあるのでもう少し効率よく出来ないものか。議会としてもチェ

ックしてほしい何年も前に決定した工事だからといってそのまま進めるのではなく、現時点で

本当にその工事が必要であるか、見直ししているかどうか疑問である。国道、県道、町道とそ

れぞれ管轄主体はあるかもしれないが、既得権益とするのではなく国・県・町が横断的に連携

することが必要と思われる。コロナ禍が続く中、予算は逼迫しており、この大判振る舞いのつ

けが必ず降りかかってくるはずです。 

・障害者に対して優しい町づくりにして欲しい。 

・アンケートに記入したら自分自身がもっと議会に興味を持ち勉強しなければと反省しました議

員さんの方頑張ってください。 

・毎年の人口減少が大きいので長期の計画を立て無駄がないよう工夫してほしい。 

・一流ホテルのロビー並みの新庁舎立派な役場ができました。16 名の議員の方もそれぞれ目標

政策を定めて隠岐の島に皆が安心して住むことができ希望に輝く町を作るために地域活性化

に取り組んでおられます。若い方が多くなってきましたこと、期待しています。最近の災害に

より家屋が崩れ被害を受けています。役場に相談し、現場を見てもらいましたが、その後何も

してくださいません。補修の相談をしたいのですが。 

・議会基本条例策定特別委員会を設置し広く町民に議会議員の活動についてのアンケートにして

は質問内容があまりに粗末だ。もっと実のあるアンケート調査とすべきだ。 

・基本条例策定前に町民の意見を聞いてほしいこのアンケートの声をきちんと聞いてほしい。こ

のアンケート用紙は発送しなくても職員配布でよかったと思う。 

・予算の付け方配分保身に身を削る、片寄る。 

・少子高齢化過疎化が進む中での町の将来に明るさを見つけることはなかなか困難なことですが

議員の皆さんには先頭に立って頑張っていただきたいと思います。また国境離島最前線の島と

して議員の皆さんにはもっと国防に対して強い意識を持っていただきたいと考えます。県や国

に対してもっともっと強く要望すべきことは多いと思います期待したい。 

・隠岐の島の特性を活かし活気ある町にして欲しい。負の部分マイナスのイメージの部分に特別

に対策を考え実行して肯定させるようになればいいと思います。 
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・I ターン、 U ターン若い人の住宅就職の世話進んでやる、若夫婦を隠岐に帰った時一番に住む

家がない。 

・沢山ありすぎて書ききれません、しかしこのようなアンケートは高齢化が進みコロナが拡大し

子供たちも自分の将来について真剣に考えている現状からすること大変いいことだと思いま

す。 

・自分たちも勉強不足で議員さんの評価はできません。議員だよりはよく見て少しでも知ろうと

思っています。住みよいまちづくりお願いします。 

・隠岐の島町の未来が見えない。 

・わくわくするような我が島の前途が欲しいです。 

・隠岐の島町の日々安全安心を心掛け対策を講じながら実行する実動の姿が全く見られない。将

来に向けて豊かな島と姿を描き、収入を得られる事業を開拓する部署を設けるなど積極的な姿

勢が欲しい。観光事業が中途半端な動きで熱心さに欠ける。しげさパレードの踊り手をもっと

美しい踊り方を教育しメディアに取り上げる程度が欲しい。漁業もとるから育てる漁業に力を

入れる今後、魚は減ってくる陸上で養殖業が中心となっていくと思う。カワハギ、ウニ、わか

めなど魚類資金提供も考えて島外から若者を呼び込むなど手はある。 

・町内人口は減少に歯止めをかけるよう具体的な対策をお願いしたいです。 

・世界ジオパークなのに廃船、廃車があちこちに見られますが何とかしていただきたい。人口を

増加させる方法を考えてください。自衛隊の誘致、農業法人を設置して他県から空き家に入居

していただき町内町外県外に販売をする。海士町を参考に人口を増加させる方法を考えてくだ

さい。 

・防災工事がなされていない場所が中心市街地にあり豪雨に備えた事前の防災工事を実施してい

ただきたい。土砂災害レットゾーンの防災事業について真剣に取り組んでもらいたい。憲法 13 

条防災基本法に行政の防災の責務が挙げられています。防災を未然に防ぐことこそ被災者を出

さないことだと思います。 

・施設に入居しています。週三回の通院送迎休職感謝の日々ですが、国や県等の費用面の対策を

切にお願いしたいと思います。 

・独居になった時のことを考えると不安です子どもたちはみな都会で生活をしております。ベビ

ーブーム世代ですので施設利用も困難自宅で人生の幕を下ろす覚悟はしているものの、不安は

大きいです。安心して人生を終えるため、町議会の皆様の活躍に期待しております。 

・町の税金を大切にしてほしい。ただの給料取りでなく今どのような人が困っているのか、社会

福祉のために使ってほしい。なんで今回のアンケートなのか遅すぎです、皆様全員で考えて欲

しい。今回のアンケートに対しても充実したアンケートがない、今生活をされている中で困っ

ていることは何ですかとか、今隠岐の島町に何が必要ですかとか今一度考えて欲しいです。 

・バスに乗っている人が少ないのに大型バスが来る。マイクロタクシーのようなものを走らせ回

数多くして欲しい。役場が遠くなり町内の人はかえって不便になっていると感じる。この先高

齢者が数多くなる。 

・お年寄りと若い人たちも共に手をつなぎ笑いのある町にして欲しい。ジオパーク拠点施設、役

場新庁舎が建っても何も中身は変わっていないと思います。町長室は一階で良いと思う。毎日

の人の顔を見てください。町長が何をして欲しいかと何を願っているかとそう思います。大変
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でしょうが期待しています。 

・街の再開発等が計画されているが、箱モノはそんなにいらない。自然を生かしたコミュニティ

ーを中心に観光客のみだけでなく、地元の人々が常に利用できることも必要なので考えて再開

発してほしい。 

・港には廃船があふれかえっている。公約として掲げた候補は複数いたが、廃船対策が有効に実

施されているようには見えない。公共工事入札等を議会だよりで大きく取り扱って欲しい。 

・私は高齢者です。買い物へ出るのも大変です。バスを利用したいですが停留所まで行くのも大

変です。いつもバスは乗客がいない状態で走っています。皆が利用しやすい良い方法はないで

しょうか。議員の方々考えてほしいです。 

・団塊の世代をさかいにどんどん少なくなって、数十年と言わず数年後にはと考えるとどうなっ

てしまうのだろうと心配になります。少子化問題もさることながら、婚活対策を進めて欲しい

と思っています。 30 代 40 代の男女の出会いの場を作り交流を広げるのは必要不可欠と考え

ています。昔はおせっかいなおばあさんがおられ、あっちこっちの年頃の男性女性をお見合い

お世話して縁談をまとめてくださるこんな方も必要ですよね。どんなやり方が今の時代に合っ

ているかわかりませんが、やる気を見せて隠岐大好き人間なので影から応援致します。 

・町民を大事にしない調和繁栄はない。たたみかけてものを買わない。町費を使用して不動産を

買い入れる時はよくよく調査してほしい。 

・町長に物申す。税金の使い道が土建業や建設業に偏っている。 

・高齢とともに外に出て遊ぼうと思っても行くところがない。水鳥公園などトイレも壊れ整備不

良で安心して散策できない。 

・話しやすいという点で女性議員がおられることは心強いです。女性議員の方に観光について提

案をし、快く相談に来ていただきました。 

・当委員会も議員が都合のいいように勝手にしたものだろう。作る前から町民には何も聞かされ

ていない。どんな現状があって、どんな必要があって、どうしたいのか等、何もわからない。

なぜ住民との話し合いが出来ないのか、いつの世も当選するのが目的であって当選したが最後

で住民からは別世界となっている。当選したら勝手に会派とか作ってしまう始末、私はメンバ

ーの方に投票したが選挙期間中は何も聞いていない、そんな勝手な議員で本当に良いのか、ま

ったくの公約違反だ。当会のメンバーもその方たちの意向で進められそう。その方たちを改革

してほしい、せめて住民を入れて検討してほしい。 

・隠岐の島町がこれから先どんな方向に進んでいくか全くわかりません。産業で生きるか観光で

生きるのか。観光で生きるのには、あまりにも大切な自然を壊しすぎている。産業で生きるに

は地産地消が何年も前から生かされていない。特産があるのに特産として生かしきれず、もっ

たいない。特に漁業産物、国政調査を活かしてもう少し計画的に島の発展を考えてほしい。何

も都会の真似ばかりすることはない。もう少し島の良さを伸ばしてほしい。 

・白島灯台を見ていて欲しい。事業計画に関しては優先順位をつけてほしい。これ以上この狭い

島に林道を増やさないように。 

・地元にいながらここが良くなった、ここが改良されたなどあまり進んでいないような気がしま

す。私の住んでいる集落も空き家が目立ち、その空き家が危険な状態となり放置されている。

なんとかならないでしょうか。解体されたとしても、周りの建物、特に風の強い場所での建物
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は自分たちでなんとかしないといけませんでしょうか。環境保全から言えば残された建物にた

いしても何らかの措置があってもよいのではと考えます。安心して暮らせる町づくりを町全体

のことを考えてほしいです。 

・子育て支援を進めてください。一時保育とありますがほぼ使えません。しんどい時にどこも頼

れず病院に行けないお母さんがたくさんいるとご存知でしょうか。つまり子育てサポートが一

切無い状態。保健師さんに子育ての相談をしても、病院に行ってくださいというスタンスで親

身に話を聞いてもらえず、診断書そして一時入園という形でのサポートしかないようです。子

どもを家で見たい、でもしんどい。少しでいいから見てほしい。その願いが伝わらず悲しいで

す。鳥取や松江市の真似からでも良いのでどうか子育てサポートをすぐ進めてください。虐待

の通報注意喚起だけきつくし、お母さん方を苦しめ、実際のサポートは皆無なんて最低です。

さまざまなアンケートにこのようなことをずっとここ数年書いていますがまったく何も進ま

ないので書くのも虚しくなってきました。結婚時の 30 万も辞めて子育てサポートにあてては

いかがでしょうか。結婚し子供を産んで終わりではないのですよ。 

・どんな活動をして日々町民の思いがこの町を取り囲む生活環境がどのような状態にあるのか、

気持ちを配っているのか全く届いてこない。大きく派手に飛び込んでくるようなものを作った

りすることよりも、今ある日常の問題点に目を向けてほしい。道路の荒れ様、そこの詰まりで

水があふれている。こんな小さなことに目を向けてほしい。元議員さんの虚しさを感じて議員

を辞めたとの言葉にびっくりの町民の多くがそう感じている。西郷港周辺の再開発事業に関し

ても前から情報を得て、土地買収に乗り出した大手企業のこともささやかれている。この事に

どんな議員議会に追求できるのか。 NOであろうことは予測できる。住んでよかった、こんな

きれいごとのキャッチフレーズは誰一人思ってはいないだろう。 

・こうしたアンケートが実施されたことは大変評価する。 

・何らかのことを築くであろうから、側道にどれだけ空き缶、タバコ、ゴミがポイ捨てられてい

るのか側道の状態はどうか。側道の木々、竹がどれだけ視界を遮っていて、通行に危険か、観

光がこんなんでいいと思っているのか。現状を議員や町職員たちはどう見ているのか、意識の

ない人が多いのか見ていても見えてないのか。 

・ウルトラマラソンで走っていた選手が、沿道の溝や道路に落ちていたゴミを次の休日に一緒に

拾って回っている光景を見て頭が下がる思いだ。こんな町民もいたのかと島外からも客を迎え

入れるのにこの有様は恥ずかしいことと思い、次年度からは環境に配慮すべきだ 

・町民の意見を議会で取り上げてもらう手段はいかに行政相談に何度か出かけても一向に取り上

げてもらえない。特に西田農道。動物の火葬場建設については、返答はいつも「行政の係に連

絡しておきました」その後の様子が一向にわからない行政相談にかけたことが議会まで行くに

はどのような手順がいるのか。家族同然に過ごしてきた動物を旅立たせたい時に、ゴミと一緒

に処分すると聞いた。他地域と同じように動物だけの火葬場を是非作って欲しい。 

・アイランドパークの壊れた遊具が使用禁止でロープに囲まれたまま長期間放置されている。撤

去はいつになるのか。議員はどう感じるのか。早く新しいものを設置して、子供たちの明るい

笑顔や声を聞きたい。 

・独居老人対策はしているのか。すぐ駆けつけることのできる、近くの人に緊急時の連絡対策は

考えているのか。港の駐車場を広く多くの車が停められるようにしてほしい。 
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・災害場所の視察をして痛みを理解して欲しい。 

・例えば 2、3 年前の漁業の方のお金の問題がありましたが、のちに新聞でこの事件を知ったわ

けで、詳しいことは一切分かりません。詳しく町民に知らせることが必要では。現在進行形の

問題を知らせてほしい。関心を持っている人間もいる事を知るべきです 
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自由意見(８０代)  82 件 

 

議員定数に関する意見 

・議会の定数を減らしたら良いと思います。 

・町議会業務内容の統合やスリム化によって、議員定数を３～５減らす。 

・若い人をもっと増やして年長者は引退すべきか相談役にまわるのが良いと感じる。 

・議員の数が多過ぎる。 

・議員定数削減し、その分１人１人の給与を増し、若い人になってもらいたい。 

・議員数が人口に対して多いのでは。議員数が多いから町民の意見が反映するとは限らない。 

・人口のわりに議員が多すぎると思っています。 

・数が多すぎる。 

・議員定数の削減。現在の１６名は同規模の町村に於いては多い。 

１２名が適度と思えるが一歩譲歩しても１４名にすべきである。 

・町議会議員の定数人数が多すぎる。 

・議員定数を 2 名減にすべし。 

・４年先を先取りしてほしい（人口減）議員の人数が多いと思います。 

 

議会の在り方に対する意見 

・町議会の傍聴について 

数年前は何度か傍聴に出かけたが一般質問では本当の議論の中身も分からず、せめて 

全員協議会が拝聴できれば議員の質の向上と町民の理解もでき議員も勉強すると思う。 

議会傍聴を促すならば布施・都万・五箇へ。 

【一般質問】時にケーブルテレビの設置は難しいいと思うので、足の確保として過疎バスを 

用意すれば町民の関心も少しは増すと思う。 

・このようなアンケートは良い試みです。単なる、数値比較や編年比較にとどまることなく、情

報を開示していただきたく思います。 

・最近、風水害による被害が我が町でも多発するようになりました。その復旧対策がすごく遅れ 

ています。町民の安全を守ることに全力を挙げてほしいと思います。議会のしっかりとしたチ 

ェックに期待します。 

貴議会が民主主義の原則に沿った議会活動を充実されるよう要望いたします。 

・議場にテレビ放送を入れて欲しい。 

・議長・副議長の選出には何か規則や資格がいるのか？不透明に見えるが…。 

・町議会に女性議員が 3 名参加出来、大変うれしく思う。女性の意見も取り入れてほしい。 

・町民の皆様にアンケートを実施する事、今まで初めて池田議長様に感謝申し上げます。 

・温泉の話題が議会でよく取り上げられる噂を耳にします。赤字は理解できますが、 
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 これは入浴者が増えれば解決できる事。議員の方々入浴されたことがありますか？ 

一度、皆さん全員で入浴されたら如何ですか？心まで温まりますよ。こんな場所でも 

思わず住民の声も聞けるんじゃないでしょうか。赤字でも継続しなければいけないも 

のもあるんじゃないでしょうか。 

・議会活動、御苦労様です。子供の出生数が減っているように思います。何とか多くなることを

考えられてはどうでしょうか。 

 

議員活動に対する意見    

・良く勉強をされている方もいます。 

・口先上手で低姿勢のあなた！生活の為とは云え、だまされた者は忘れていません。 

まず、真人間になり、人様に尊敬されるよう努力して下さい。その後、議員として勉 

強し、隠岐の島町に貢献することが償い…と心得ることを強く望みます。 

・町議の方には「学士」程度の学識が無いと、町議の固有名詞発行の公文書がその体を 

なさないことがあります。一住民として恥ずかしい限りです。年齢には関係ありません。 

学ぶ姿を町民に示されますと。多くの共感を得られるはずです。一例として放送大学などは 

お薦めです。大卒の方も学び直しは大切です。 

・質問に対しての答弁に誠意と勉強と課題が不足している。 

今まで通りばかり。対論・討議・課題の研究が少ない。他の行政の新しい取り組みの勉強をし

てほしい。 

・議員が選挙だけでなく普段から町民１人１人に聞いて歩いて回る事を望む。 

専門的な勉強が少ないと思います。 

・有限実行をお願いします。 

・今回の選挙で女性議員が多数当選し自分のことばで内容を言ってくれて嬉しかったことです。

私は右半身が不自由で傍聴することはムリですが一度は直接に見分したいと思います。                

・町議会の方々、島を一緒に周ってみるべきです。 

・年に一度、地域を周り現状を見て欲しい。 

・各議員の活動が目に見えてこない‼ 

・町議会議員の活動がほとんどみえない。 

選挙の時だけお願いします。と、っておられるように見え、４年に一度顔を見せておられます。

本当に住民の事を考えておられるでしょうか。全員の方がそうであるとは言いませんが。皆様

のご活躍を祈るばかりです。 

・行政に対するチェックが全く出来ていないと思う。無駄な政策には無駄と言っても良いので

は？ 

・選挙前にはペコペコしていて、当選したら見向きもしない態度には、おどろきと共に 

人格をうたがう。もちろん多くを求めるつもりはないが、せめて時には顔を見せて安 

否を気づかってくれても良いのかなぁと思う。大変なことも言おうと思うが、住民の 

代表として町政を支える一員として、少しでも明るい町へと希望が持てるような発言 
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をしてほしい。少しでも、町長をはじめ町職員に勇気を与えて欲しい。 

・選挙の時だけじゃなくて、平素も時には地域をふらついてもいいんじゃないかと思っています。 

・まじめに町民のために仕事してください。 

・個人の議会だよりは分かりやすく表現してあるので理解の助けになっています。行財政につい

ては疑問に思うことがありました。 

・議会報告を発行している議員がいるが、議会だよりでは他の議員の活動がよくわからない。も

っと報告の方法を考えて活動してほしい。 

・議員の中に、議員報酬を目当てに出ている人も見られる。数年前に隠岐へ帰ってきて、家でゴ

ソゴソしていたが、何の目的、意図もなしで、ただ収入だけを頼りに無投票だからという理由

で議員になった人もいる。地区の特定の人とは話をするが、他の人とは情報交換をしない。こ

んな人が出ていれば議会も思いやられる。 

  議員は当該地区を含めて、地区の要望、問題点等を含めて活動するべきである。 

・女性議員が 3 名になったことは素晴らしいと思うし、若い人たちが議員になっていることも良

いことだと思います。 

・議員さんたちがもっと芸術文化面での教養を持って欲しいと思います。(隠岐の島町の文化芸

術のレベルが上がると思うので。) 

・議員は町民の意志を確認、町当局に住民の困っていることや改善してほしいことなど 

を議会で質問し、住民の生活の向上、苦難の解消などを解決する義務があります。 

現在、人口減少や高齢化などまちの課題は多くあります。住民の生活実態を反映した一般質問

などによって町政が住民の意志に沿った施策を行うなどを求め、町民の福祉増進に努めるため

に議会が果たすべき役割はたくさんあると思います。 

・議員一同様、役場だけの活動だけでなく、隠岐の島全体を時々は視察して（ほしい）。 

町政上色々困難だと存じますが、都万地区の議員さんと原田地区の議員さんと、東郷地区、五

箇及び旧町(西郷)、有木地区そして栄町の議員さん、共に協力して（ほしい）。 

失礼を申し上げたと存じますが隠岐の島町に(生まれて良かった)(生活して良かっ 

た)(観光に来てよかった)と、月並みですが努力されることを望みます。一つでも実 

現されることを心より願います。 

・人口は減り、高齢化が益々進んでいますが、議員さんはどう対策すべきか考えていますか。 

・期待しています。町民のために尽力ください。 

① 政治は結果論である。何をやったかである。云うだけでは「うどん屋の」カマである。 

② 云うよりは聴く事、声なき声を。 

・２年前位の夏(お盆前)中条ディサービス前で高齢夫婦が乗る車が川へ転落し死亡事故があ 

りました。その場所は五箇方面へ向かって左側、橋のたもと１０ｍ位。 

通る度にゾッとする。川沿いの危険なところです。橋入り口前方はガードレールがありますが、

事故の場所は道路端に不要の花の木が植えてありガードさせるようになっていすが、木のない

１０ⅿのところで川に落ちたのです。そのあと、誰も対策をしておりません。 

縄を張るとか何らかの予防を考慮すべきです。周辺の住人として行政側に配慮のなさに立腹し

ています。こんな事こそ地区代表の町議員さんの即座の対応策が行われるべきです。何の手だ
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てもされない無神経さ情けなさでいっぱいです。細やかな気づかいが大切です。 

・隠岐の島町を発展「振興」させるには議員さんの力が必要です。 

 

住民と議員との関係(広聴)に対する意見 

・議員の皆様、色々活躍しておられるのは良く分かりますが、結果が知りたい。 

・地元選出の議員さんの顔が見えない。出身地区の自治会等積極的に顔を出し、地区の 

重要事項等に耳を傾けることが大事だと思います。 

さらに、選挙の時だけじゃなくご自分の町政に対する信念、やろうとしている事柄について、

年に１回でもよいので議会報告に合わせ、出しては如何でしょう。 

地域とのつながりが普段うすいと思います。 

・昨年の選挙で大分議員の方々の入れ替えがあり新しい方々も入られましたネ。 

皆様、町民の為に色々と意欲的に活動なさっているご様子で心強く思っています。 

今回のアンケート記入にあたって自分がほとんど議会の内容や議題について知らない事に気

付きました。町議会だよりも主に載っているのに自分に関心の有る事や身近な件だけしか目を

通さず申し訳ない事です。何人かの方が御自分の活動や意見をのせた報告書を出しておられま

すが、その様な事が有ったのか…と身近に感じて出来るだけ読ませていただくようにしていま

す。 

（今回のアンケートだけでも大変なことと思います。御苦労様です。） 

・議会と町民のつながりがほしい。町民が信頼できる議会になって欲しい。 

・各議員が分かり易い報告をしたらどうか。一部議員は熱心に議会報告を発している。 

・議会だよりは充実していて大変感心している。毎回編集のご苦労に敬意を払っています。 

町報よりも内容、編集力共にすぐれています。女性議員の皆さんの益々の活躍を期待します。 

・今回の様なアンケート、大変良いと思います。これからも続けて欲しいと思います。議会だよ

り工夫され読みやすくなりました。 

・町民が反省すべきは地区報告会に出席しないことです。又、出席しても自分の意見 

を発表しないことです。これをワークショップ形式で解決できないものかなぁ～。 

・議会だよりに、カタカナ語、横文字は出来るだけ日本語にしてください。私は老人ですのでわ

かりかねます。 

・このアンケートを実施されたことは大変すばらしいことです。どうかこの結果を無にされるこ

とのないように願います。 

・安心して暮らせる隠岐の島町の皆様に対して、地区の議員の方からの町議会だよりを読ませて

いただいて、活躍されている様子がうかがえます。町民の一人として、明るく楽しい暮らしが、

出来ることを願っております。 

・議員の名前が分かるように議会だよりに発行するたびに名前入りにしてほしい。 

・個人の議会だよりは、とてもバラエティに富んでおり、興味津々。たとえ忙しくて、 

半分しか読めない時があっても、思い出して必ず詠みたくなる位ですが…、皆さんの堅苦しい

感の文章羅列に過ぎない感もする町議会報告パンフレットは(長文になるほど読みづらくて後
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日読もうと思う内つい忘れてしまいがちでした)老人の多い隠岐の島町です。 

老人達にもやさしく読めるような町だより各種をお願い致します。 

今後とも、町発展の為、皆さま頑張って下さい。誰の目にも魅力あるかきかたを望みます。 

 

その他、町政等に対する意見  

・頑張ってください。声をかけてもらえると嬉しいです。 

・港町に住んでいる者ですが（愛の橋）の出来るのが、もう生きている間には出来ない 

でしょう。お墓に行くにも回り道で腰痛でなかなか行くことが出来ません。 いつになった

ら？新しい橋の夢を見ながら、もうあきらめの心持ちです。 

その他、役場が遠くなって中々行く事も出来ません。不便なことだらけです。もっと頑張って

もらいたいと思います。 

・町民の私達も行政へのチェック機能の充実をあらためてもっと勉強してどんどん前 

に進んでいきたいと思います。交通路の水路の金窓のふたをしてもらいたいと思います。 

久見地区の漁協より(４組)（３組）の方に登っていくコンクリートの道のへりに溝蓋がないの

で金窓のふたをしてもらいたいと思います。 

これからも小さいことでもよく考えて前に進んで行きたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

・⑴地域活動をもっと主動（しかけ）してほしい。例えば清掃、独居老人訪問、レクレーション

など他にもいろいろあると思いますが町内会長と共同でいいので呼びかけしてほしい。 

町内の人との繋がりがなさすぎる。 

⑵汽船場に駐車場を。今のままではとめられない（すぐ満車になってしまう） 

⑶遠方からの来客を案内する隠岐の食事ができるところがあればいい。（そば、サザエご飯、あ

らめの煮物などセットで昼食用に） 

・町民の生活を良くしてください。 

・人口が減るばかりです。仕事が無いからです。 

 教育を受けた子供達が島に戻りません。仕事が無いからです。 

 風景や歴史の里では食ってはいけません。畑や山は荒れ果てています。みかん、ゆづ、栗、隠

岐産を作って人が島か減らない仕事を作って下さい。 

・コロナによって何も楽しいことがありません。もう少し町が明るくなる事が出来たらと思って

います。町民に商品券でも配ってもらえたら。役場の職員は給料もすごくてうらやましいです。 

・８６才の私は毎日穏やかな日々を過ごせる隠岐は本当に住み易い所だと思っていま 

す。これからももっともっと良い隠岐になりますよう宜しくお願いします。 

・町内の通路の溝やその周辺がきたな過ぎる。特に日の出トンネルの辺り。 

犬の糞が街路樹の根元等に見受けられる。取りしまりをきびしく。 

・アンケート等によって町民の声を聞くことは大変よいと思います。 

久見地区の出入り口災害現場の所、分かっている方は心配ありませんが、分からな 

い方が夜間通ることがあったら、大変危ないと思います。柵をもっと厳重にして早く！  
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勝手な事ばかり書きましたが悪しからず。 

・高齢者が必要に応じて（たとえば、役場、病院、郵便局、その他）交通の便があればと思って

います。 

・コロナ隔離の場所の件。朝のお知らせの放送は大切です。一人わかりにくい人がいます。 

何とかして下さい。 

・広報 隠岐の島 ２０２２～２に町長さんの年頭のごあいさつが書面で知ることが出来て良か

ったです。放送だけでは足りませんので。 

・⑴通行に関わる道路の災害地(場所)の早期復旧工事をお願いしたい。 

コロナ禍の状況下にあるにせよ、隠岐の島は観光地でもあります。少なからず観光に訪れる人

がいます。景勝地に通じる道路も特に早く整備の程、お願いします。 

⑵暫く「交通止め」の道路及び至る景勝地(場所)は雑草雑木などが茂り見映えが悪くなってい

ることと思います。観光地は景観が大切です。整備作業方、お願いします。 

・２年前に帰省しました。住み易い島です。お役所の皆さん全員優しいです。 

 隠岐の議会はまだですが交通の便が悪くバスです。車有りません。東京では品川区議会はよく

行きました。町議会も元気なうち一度行きたいです。 

・◎隠岐の島町の特産物や観光を全国的に発信する手立ては無いのか、インターネットやライン

などを利用して国内な勿論、諸外国に発信ができないでしょうか。 

◎都万塩の浜の砂が年々少なくなり残念に思います。 

昭和２０年代には砂が山ほど有りましたが、今では当時の数十分の１に減っています。 

（ごみと一緒に持ち去られている）観光にも繋がることと思いますので、本土からでも砂を運

ぶことを考えてほしいと思います。 

 

・歳を取ると病院通いが多くなります。その病院の往復の交通費がたくさんかかります。 

１人住まいの人はタクシー券をもらえますが、子供と居て運転人がいたりしたらもらえません。

子供がいても仕事に行き居りませんので、タクシー９７０円片道払っていく。不公平だと思い

ます。子供も年取っていて一銭ももらえません。安い年金で生活しています。 

議員さんはどう思いますか。子供が居る者にもタクシー券ください。一人でいるのといっしょ

ですが(＊)子供達生活が有ります。自由にはなりません。本当によく考えて下さい。 

券がほしいです。みんなそう言っております。年寄りの事少し考えて下さい。お願いします。

〘（＊）１人切るのといっしょですが…。〕 

・１.限られたパイ(財源の中)でよくやっておられると思います。しかし、この 30年で人口は

15,000 人減、島が浮いてあちらに流されて行きそうですね。イノベーションがない。 

２.提言；島の潜在資源を掘り出せ 

  ア、空き家の徹底調査(廃屋、使えるもの、etc)都万地区だけでも 50 軒はある。 

  イ、遊休田、畑、山林の洗い出し、今後数年で非耕作地になるもの含めて 

  ウ、地先漁場の利用状況(50 年前の 30％に減っている漁獲量)野菜だけでもあちら 

から年間 4 億円入れている) 

  ＜ ↑ア,イ,ウ 組み合わせる＞ 
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上記を AI に入れ、全国発信 

３.来島者を増やす。 

来島者の交通費を半額に。せめて 2/３にする。現在、都会離れが進行中でありチャンスである。

海士町と比べ建設、土地はある。海もある。発想の転換の絶好の時期だと考えます。                  

・港町の住民は愛の橋の実現を待っています。 

 港町西町の住民の為にも早く橋を架けて頂きたいと思います。これは港町西町の住民の願いで

す。実現よろしくたのみます。 

・港町の住人ですが、早く愛の橋を作って欲しい!! 

 私が初めて愛の橋の相談に行った時から 10 年以上は経っていると思われます。役場のふれあ

いセンターの 2 階でした。橋があるのに歩いても渡れない皆さんが不足を言っています。愛の

橋の話し合いに行った時にはどんな橋がいいのか、橋の図面まで出来ていたのに、あれから 10

年以上予算を他より早く廻して下さい。 

必要ないものに廻している様な気がします。港町に関係のない裁判所なんか後回しにしてほし

かった。 

・町政予算がないとよく聞きますが何故でしょう。努力が見えてきません。 

無駄を省く事が一番。 

  先日は隠岐病院の検査で PMバスで出掛けました。終わった時に 10分前にバスが出てました。

老夫婦で買い物をし、水車でご飯を食べて時間をつぶしましたが、それでも終バスには 2 時間

あります。つかれて帰りました。タクシーを使えばよかったねと反省。年金暮らしには 5000

円位は痛手になります。病院の検査の証明があれば、半額でも引いてもらえるとか何らかの方

法をお願いします。 

年々車の返納者が増えます。バス往復共 2 人でした。貸し切りの様でした。コロナが良くなっ

て子供等が帰れても親が入院したとして毎日タクシーも大変と思います。周りを見ても子供が

都会に居て 70 代以降の夫妻が沢山います。集まればそんな話ばかりです。何とか良い方法を!!   

・役場の職員が高齢者の家を訪問して話を聞いてあげる。 

原田地区の皆様は前町長の松田和久様との約束で原田に避難所を建設する。平成２５年８月役

場が倉庫を建設。電気も水道もないです。西郷町は責任を取ってください。 

・デマンド利用で各病院へ行って欲しい。サンテラス等、買い物先にも行って欲しい。 
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