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（10%）
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アンケートには、参加した１２９名中１１３名が回答。基本情報では、参加者の８
４％が男性であり、地区役員などの中心でもある６０歳代が半数近くを占め、地域に
おける女性と若手へのアプローチがより大きな課題となってきた。議会だよりへの評
価は、昨年とほぼ変わっておらず、更なる工夫で親しみやすい紙面づくりが求められ
ていることがわかる。新年度の５月からは、改選後の新体制で議会だよりの作成に取
り組むみことになるが、これまで以上の紙面で町民の皆さんとの距離が縮まるよう精
進することをお誓いし、報告とする。
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回

する必要がある他︑バ

30代（4%）

１２
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議 会 だ よ り

あまり良くない（1%）

ス・トイレの設置等の
規制はあるが︑可能で

女
（12%）
男（84%）

はないかと考えている︒

○ 参加回数

議会報告会・活動

未回答（4%）

○内 容

今後は︑厚生労働省内
での調整が必要と考え
若い人は議会中

ている︒
意
意見
継も情報メールも見な
い︒若い人が町の取り
組みに興味関心を持た
ないと町は活性化しな
い︒子育て世代や中高

○性 別

基 本 情 報

ふつう（57%）
良い（38%）

大まかに読む（51%）
毎回よく読む（42%）

未回答（5%）

○ 読むか

変化なし 未回答
（12%）（10%）
以前より活動が見える（42%）
活動が見える（35%）

ほとんど変わりなし（42%）
以前より読むようになった（48%）

１０

（参加者：男113名・女16名）

議会報告会
最上町の議会中継機 材 を 視 察
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金山町議会だより 第１１６号
金山町議会だより 第１１６号

15

未回答（4%）

○年 代

未回答（4%）
6〜7回目（7%）

○ 議会活動

毎回
（20%）
4〜5回目
（27%）
2〜3回目
（27%）
初めて
（15%）

70代〜
未回答
（12%） （14%）
60代（46%）
40代
50代
（10%） （13%）

ほとんど読まない（1%）

○変 化

２４

７７％が議会活動を評価
議会報告会
アンケート

あの意見は、どうなった？

