令和元年度

菊池市議会報告会報告書

令和２年２月

菊 池 市 議 会

Kikuchi-city-council

より開かれた議会を目指す取り組みとして、市民の皆様のご意見をお聞きす
るとともに、議会活動の報告を行い、今後の議会活動に生かすために議会報告
会を開催しました。
本年は、泗水公民館で報告会を行い、昨年から実施している各種団体との意
見交換会を菊池市文化会館で開催いたしました。

【議会報告会】

議会報告会では、まず議会運営委員会から議会のしくみについて説明を行っ
た後、各常任委員会委員長より令和元年６月及び９月議会定例会における委員
会での主な審議事項を説明し質疑応答を行ないました。次に市民の皆様からの
質疑応答及び意見交換を行いました。
・日 時：令和元年１１月１８日（月）
・場 所：泗水公民館 大研修室
・参加者：４７名 （内アンケート提出者４０名）
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・当日の日程（進行 城 典臣 議員）
１ 開 会
２ あいさつ 柁原 賢一 議長
３ 報 告
議会運営委員会
大賀 慶一
総務文教常任委員会
水上 隆光
福祉厚生常任委員会
猿渡美智子
経済建設常任委員会
坂本 道博
予算決算常任委員会
平
直樹
（質疑応答）
４
５

その他の意見交換
閉 会
水上 彰澄

委員長
委員長
委員長
委員長
委員長

副議長

質疑応答
当日会場から出されたご質問、ご意見、ご要望を掲載させていただきます。
なお、紙面の関係上、主なものを記載させていただいております。
一部のご質問には、当日回答できておりませんので、本報告書により回答（下
線部分となります）させていただきます。
【議会運営委員会及び各常任委員会報告に関する質疑等】
➀ 菊池市役所泗水支所、旭志支所の工事請負契約に関連してだが、公共施設
が多い。極端な考えで見直さないと財政改善はできないのでは。
（回答）
泗水支所は改修、旭志支所は建て替えということで予算審議をしている。
➁ 高齢者はどんどん増えていく。最後を迎えたときに苦労しなくていいよう
な菊池市になれば一番いいと思う。
（回答）
おっしゃるとおりである。安心して老いていける菊池市にしたい。
➂ 本年９月の定例会において、菊池市文化会館の設計委託料が計上されてい
るが、耐震診断は平成２９年度に行い適合していないのに、なぜ今頃か。も
っと早く着手すべきでは。
（回答）
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他の公共施設から行ってきとこともあり、目視により経過を見てきたとの
ことだが、指摘のとおりと思うところもある。
➃ 医師会病院にいれたマンモグラフィーは２D か３D か。電話で当時調べた
が、ほとんどが３D ということだった。２D は技術力を持った先生じゃない
と発見が困難。ほかを削ってでも３D をいれるべきだった。
※導入されているのは２D でした。一部回答を踏まえてのご意見です。

【その他のご質問、ご意見、ご要望等】
➀ 菊池市役所泗水支所改修工事以外にも電気改修工事や管工事があり合計で
３億６千万円ぐらいかかっている。主な審議項目なのではずしたのか。
また、最近知人が道路のくぼ地でケガをした。支所職員自ら来て直した。
本当に必要なところは率先してやってもらいたい。
（回答）
工事請負契約については、１億５千万円以上が議会の議決を経る必要があ
るため審議を行った。
➁ 菊池一族に関する資料館についての議論はなかったか。菊池神社には資料
館があるが、神社とも協議し、本市に来訪してもらうためには必要だと思っ
ている。
（回答）
一般質問では必要ではないかとの話はでている。現在のところ資料館建設
にはいたっていない。
➂ べんりカーやあいのりタクシーについて、今の交通システムが菊池市にマ
ッチしているか疑問に思っている。小型化して路線を増やすとか、乗りやす
い時間帯設定するとか、そうしたところから取り組むべきでないか。
（回答）
具体的なところは審議していない。ご指摘の点は執行部に伝えたい。
➃ 来年から水銀灯の製造販売が中止される。本市における今後の計画を知り
たい。総合グラウンドはあれだけ数があるのに変わっていない。具体的な計
画があるのか。
（回答）
菊池公園多目的グラウンドナイター照明については、平成１０年度中に完
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成しており、設置当初から水銀ランプは使用していない（メタルハライドラ
ンプ・高圧ナトリウムランプ使用）。長期的には他の園路等も含め、改修時期
に併せ投資費用・電気代等を比較し、LED 化も検討したい。
➄ 秋祭りは１０月１５日で設定してあるが、今年は平日で全然盛り上がりが
ない。１０月の第２日曜日にするなど考えないといけない。そうした意見が
いっぱいある。議会のほうでも真剣に考えてもらいたい。アンケートなどで
市民の考えを聞くことも考えて欲しい。
（回答）
議会でも真剣に考えたい。
➅ 一般会計総額で合志市に比べ菊池市は大幅に予算が使われている。議員定
数についても今一度考えてくれたらと思う。
（回答）
９月議会で議会改革検討特別委員会を設置しており、その中で検討するよ
うにしている。
➆ 専門的な知識が年々必要な状況になってきている。職員は異動していくが、
専門職の採用は考えているのか。また、AI 等の導入も併せて考えられないか。
加えて５G のインフラ整備についての考えも聞きたい。５G は田舎ほど必要
である。本市を早くやってもらう考えは。早めにやらないとどんどん遅れる
のでお願いする。
（回答）
市でも専門職の採用はあっている。５G は老人福祉や交通手段であったり
と思うが、専門的なものを入れてやっていく必要があると考える。
➇ 先日、キクロスでデジタル掛け軸が開催された。過去２回開催時、人が来
ないイベントだった。なぜ、誰も止めろと言わなかったのか。なぜ、１００
万１５０万出してしまうのか。初市とか泗水の夏祭りとか旭志の元旦マラソ
ンとか予算がない中やっている。議会が止めないとどうしようもないと思う。
無駄なお金ではないか。それを審議してストップをかけていくのが議員では
ないか。
（回答）
デジタル掛け軸は今回審議していない。今までやってみたことがない事業
を「待て」ではなく、やってみてどうだったかを受けて次につなげるところ
は予算と決算の考え方にあるから、次の判断に持っていきたいと思う。
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（※実際の支出は 26,400 円でした）
➈ 資料に「多数の外部委託がなされ」とある。なぜ、外部委託が多くなって
いるのか。
（回答）
外部委託が問題になったのは、システム改修のことであり、国の制度改正
に併せ補正予算に何件も出ている現状である。議論の中でエキスパートを育
成できないか議論した。適正価格の判断がしづらく金額の根拠を出していか
なければとして提言しており、どう反映されていくか１年様子を見なければ
分らない状況である。
➉ 地元で商売をしている方が少なくなっている。地元のために使うことを考
えるなら地元の方たちも頑張れるのではと思う。
（回答）
地元を使うことに関しては中小企業振興基本条例を県下で一番につくって
いるが、執行部には常に言っている。
⑪ 昨年の議会報告会で、総務文教常任委員長より「大津町の図書館でも１脚
１０万円のイスを３０脚購入されている」との発言があったが、それは事実
か。
（回答）
正確には、現在のカタログ価格では１０万円程度のイスでありますと言わ
なければならないところを不十分な説明であり、深く訂正させていただきま
すという旨の菊池市議会報告書により、お詫びと訂正をさせていただいてい
る。市民全体には周知できていないと思うので、この場を借りてお詫びと訂
正させていただきたいと思っている。
⑫ 中央図書館の閲覧用イスに関して、今年５月に各議員に対し公開質問状を
提出した。賛成４人、反対５人、無回答１０人だった。無回答は納得できな
い。これまでの経緯を話し、増額が税金で支払われたことを伝えると全員憤
りを持たれる。執行部をチェックするのが議会の役目なのに何のために議員
がいるのか。私はそれは許せない。ぜひとも１００条委員会を設置して真実
を明らかにしていただきたい。何のために誰のために議員になられたのか真
剣に考えてもらいたい。
（回答）
公開質問状の件は返事するしないは個人の自由だということで返答されて
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いないのではと思う。１００条委員会をこれまで認めてこなかったというの
は各議員の考えた結果だと思う。
⑬ 市内繁華街に行ったら呼び込みがあり、ものすごく気持ち悪い。条例等考
えてもらいたい。
また、高齢になり免許返納したいが買い物や病院通いでなかなか返納でき
ない。交通の便が悪いところ等の巡回が合志市はできているのになぜできな
いのか。
（回答）
呼び込みについては警察に連絡しお願いしたい。免許証返納は難しい問題
だと思う。巡回バスは検討する時期にきているので執行部に申し入れしたい。
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令和元年度

参加者

【全体集計】

【年齢】
１０代～２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
記載なし
計

人数 (割合)
0
0%
2
5%
3
8%
1
3%
17
43%
17
43%
0
0%
40 100%

【説明内容】

人数 (割合)
17
43%
わかりにくかった
8
20%
どちらともいえない
11
28%
無回答
4
10%
計
40 100%
わかりやすかった

【開催範囲】
全市で１ヶ所
旧市町村単位
小学校単位
無回答
計

菊池市議会報告会アンケート結果

人数 (割合)
8

20%

27
1
4
40

68%
3%
10%
100%

【居住地】
菊池
七城
旭志
泗水
菊池市以外
記載なし
計

【説明時間】
短かすぎた
長すぎた
ちょうどよかった

無回答
計

47

名

人数 (割合)
15
38%
1
3%
0
0%
24
60%
0
0%
0
0%
0%
40 100%

人数 (割合)
6
15%
1
3%
26
65%
7
18%
40 100%

40 名
85%
【開催情報入手方法】 人数 (割合)
26%
広報きくち
16
25%
議会だより
10
6%
市ホームページ
2
19%
区長文書
9
2%
防災無線
3
6%
回覧
2
4%
知人から
2
11%
議員から
7
1%
その他
2
計
53 100%
※複数回答あり
【報告会評価】
人数 (割合)
43%
良かった
17
10%
良くなかった
4
38%
どちらともいえない
15
10%
無回答
4
100%
計
40
アンケート提出者
（回収率）

【今後の議会報告会の内容についてどのような方法
人数 (割合)
が望ましいですか】※複数回答
これまでどおり議会からの報告の後、市民からの意見
55%
22
や要望を聞く
少人数による意見交換会
20%
8
そのほかの方法
10%
4
無回答
15%
6
計
100%
40

【意見・感想等】
アンケートの中から市議会へのご意見・ご感想を掲載します。
◆市民の皆様からの市議会議員の返答がどれもこれも中途半端な解答にがっか
りさせられた。もうちょっと明確な返しがほしかったと思います。
◆市民の為の議会運営をやってほしい。議会出席の費用支払いはやめるべき。
◆今回は議会報告会に始めて参加。市議会審議事項について議員さんも大変だ
ろうと感じました。市の情勢が良くなる方向を望んでいます。議員さんも大
変かと思いますが、質の良い方向に移行される事を期待しています。頑張っ
て下さい。
◆第一印象として議員の勉強不足である。又、世の中の流れをつかめていない
ような気がする。議会の報告会では何も解決しないように思う、ただ会議を
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しても執行部まかせになっているようだ。市長か市役所の役職も来てもらっ
て聞いてもらいたい。
◆行政区の合併を議論すべき。（人口減少の為）
◆建設的な議会として活動して欲しいと思います。
◆沢山の議案等が審議されていますので、〇月議会では〇件とか説明されたが
いいかと思います。紹介されたものくらいしか審議されていないのかと思わ
れます。
◆議員さんと話しをする機会があまりありませんので、何か気安く話される様
な場があれば、ありがたいです。（だれでも議員と協力し合える場もほしいで
す。）また、通年議会とか夜間議会なども考えて下さい。
◆今後も議会報告会を実施してほしい。市長が参加されるべきであると思う。
◆計画については目標数字を、結果については成果数字を示して具体的な説明
をしてほしい。議員は市民の代表、個人の意見で物事を決めてはならない。
◆泗水道の駅について、もっと広くしてほしい。例：先日、友人を（熊本市内）
道の駅に連れていき食堂で注文したところ、もう売り切れと言われたので、
他の物を注文した。ところが、すぐ後に来た人が同じ物を注文「はい」と言
って出しました。これを見て「もう来ません」と友人は話してくれた。
◆未解決事項の市図書館の椅子購入について市民の声を取り集める。
（議会には
「是」がない。）一般質問は要望かお尋ねか判断のわからない議員が多数あり、
もう少し勉強して欲しい。公開百条委会
◆今回初めて参加したが今後も年 1～2 回の開催を希望する。市長の参加が欲し
かった。市民の参加の方法をもっとアピールする必要がある。
◆数年前は各町村で開催されていたが、一般市民との報告会が一ケ所であり、
時間も PM7：00 から。夜の説明会では高齢者は不利と考えます。（夜の交通
事情）
◆開かれた議会を目指しているのであれば議員個人に対しての質問も OK にす
るべきだと思う。
◆議員の方達も、いろんな所に参加して市民との交流をしてほしい。議員さん
達の顔が見えないとう話があります。
◆色んな意見があり勉強になった
◆参加人数少ないのが残念でした。意見ももう少し大事な事があるのでは？
※当日、アンケートでいただいたご意見・ご感想等は全て記載しております。
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【議会報告会

意見交換会】

昨年から開催している意見交換会では、JA 菊池女性部、菊池市女性の会、菊
池市ＰＴＡ連絡協議会、菊池市商工会女性部、菊池市文化協会、菊池市スポー
ツ推進委員協議会、市内学校に勤める教職員、市内保育園の先生の８団体から
参加していただきました。
６つの班に分かれ、班毎に設けられたテーマに沿って意見交換を行い、交換
会の終わりに話し合った内容を各班から発表していただきました。
・日 時：令和元年１１月２１日（木）
・場 所：菊池市文化会館 小ホール
・参加者：７７名 （内アンケート提出者７０名）
・当日の日程（進行 大賀慶一 議員）
１ 開 会
２
３

あいさつ 柁原 賢一 議長
意見交換会内容
１班から３班
・皆様の団体からの要望、その他
・人口減少対策、ふるさと納税の取り組み
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４
５
６

４班から６班
・菊池市の良いところ、悪いところ、その他
・現在と将来の議員定数、投票率アップのための取り組み
各班からの発表
各班からの発表に対する質疑
閉 会
水上 彰澄 副議長

当日のご意見等
１班
担当議員 荒木崇之 猿渡美智子 田中教之
（テーマ：皆様の団体からの要望）
○JA 菊池女性部から
・七城の農業祭や地域の祭りを一緒にできないか？市と JA 一緒に行うこと
で、たくさんの人が来てくれると思う。
○菊池市ＰＴＡ連絡協議会から
・通学路の安全確保。花房台のファミリーマート三叉路交差点に早く信号
機設置を。不登校対策を学校と一緒にできると効果的だと思う。
○菊池市文化協会から
・研修時に市役所所有のバスを借りる時があるが、その貸出基準が不明確。
団体によって差があると考える。
○市内学校に勤める教職員から
・予算執行の際にもっと柔軟に条件を整えてほしい。物品購入の際に、指
定業者しか購入できず、支出が増える場合がある。
○市内保育園の先生から
・他の保育園と共有型の土曜保育ができないか。人員確保が難しいので、
全部でなく数カ所で対応できたらいい。あと、災害時と感染症のガイド
ラインを制定してほしい。保育園や担当で異なる対応があるので。
（テーマ：人口減少対策・ふるさと納税の取り組み）
➀人口減少対策
○働く場所の確保を
・まず、若者が地元に残るように働き口を確保してほしい。結婚して出
産するにも働く場所が必要。そのための企業誘致も必要だと考える。
○宅地問題、農地活用
・家を建てる場所が少ないと思う。場所があっても農地法で宅地にでき
ない場合がある。その緩和に取り組むことはできないか。市営住宅や
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アパートも少ないと思う。
○子育てしやすい環境
・高校生まで医療を無料にできないか。住みやすい街というイメージを
PR すべき。
➁ふるさと納税の取り組み
○ふるさと納税の仕組み自体を理解する
・市民がふるさと納税の仕組みを理解していないので、ほかの市の返礼
品などを検討すべき。目玉商品を返礼品にするために、珍しいものを
開発しては。毎月異なる返礼品があるとドキドキしてうれしい。
○市民に PR を
・菊池市がふるさと納税をやっていることを知らないので市民に PR し、
都会にいる家族や友人に利用していただくよう勧める。
２班
担当議員 山瀬義也 東奈津子 福島英德
（テーマ：皆様の団体からの要望）
○菊池市商工会女性部から
・県下でも市域の広い本市の生活手段でもある交通網の整理について
・養生園周りの、木々の枯葉の処理を考えてほしい。
・商工業者の発展に対する期待の受け止め
・隈府の街並みの保存と開発についての考え方
○JA 菊池女性部から
・同じようなイベントを JA と市が行っているが、一緒にやれるものは共同
で行えば費用の分担もできるのではないか。
・酪農家や農家が多いので、菊池の肉、野菜、果物等、特産物の PR をたく
さんしてほしい。
○菊池市女性の会から
・市より助成金をいただいて日々自己研鑽の学習をしています。まずはお
礼まで
○市内保育園の先生から
・保育士確保のための手立てが必要
・保育園給食の副食費の全面補助か一部補助を望む。
○市内学校に勤める教職員から
・インターネット環境を校内に充実させてほしい。
・ICT 機器の再整備。（例えば電子黒板が見にくい、使いづらさがある）
・子どもの人口増加につながる施策をお願いしたい。
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○菊池市ＰＴＡ連絡協議会から
・冬場の下校時は真っ暗なため、小学校の運動場に灯りが欲しい。
・七城総合グラウンドのトイレが長い間故障のまま放置されており、使え
なくて困っている。
・菊池にすばらしい高校があるのに、進学は熊本市内に行って学力（高校）
の低下が著しい。中学生に魅力のある高校にしてほしい。
・子どもが少なくなってきて、何をやるにも不便が多くなっている。人口
増加につながる何らかの方策を求める。
・公共の交通機関を充実させてほしい。
○菊池市スポーツ推進委員協議会から
・各団体にマイクロバスが使用できる環境づくりを求める。
・班蛇口湖ボート場をより利用しやすくするために改善してほしい。
（ボー
トの上げ下ろしを楽にできるレールをつくるとか、駐車場の整備等）
○菊池市文化協会から
・泗水ホールの楽屋が狭いから楽屋を広くしてほしい。
（テーマ：人口減少対策・ふるさと納税の取り組み）
➀人口減少対策
・市が主催する大きなイベントの際に上手く「住みよい菊池」を PR してみ
ては
・子育てしやすい環境をつくることで家族での移住を増やす。
・保育園での子どもを受け入れやすくするためにも、菊池で保育士で働く
人を増やす。
・アパートが集中している所があるなど子どもの数の片寄りがあるので片
寄りをなくす。
・温泉付き住宅をつくる。
・宅地、住居を増やす。
・農地も大事であるが、ある程度宅地として住宅が建つようにしてほしい。
現在は荒地でも許可が出ない。
・若い人が住みたいと思うアパートが必要。
・保育士を確保するためにも保育士のやりがい等をアピールする機会を中
高生向けに設定してほしい。
・小中学校の校区見直し→中学校の人数が少ないところは部活も成り立た
ないので自由に選べる様にしてほしい。
・交通の便が悪い。バスや電車の路線の再復活を願う。
・大企業を誘致してほしい。
・国道沿いに病院を誘致してほしい。病院を増やしたりして住みよい街づ
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くりをする。
・高齢の方が“買い物難民”とならないように移動販売車の取り組みが必
要。
・大型商業施設を誘致してほしい。
・道の駅に温泉をつける。
➁ふるさと納税の取り組み
・返礼品をもらった人たちの感想をどんどん公表していく。
・「ふるさと納税」のことを知らない人が多いことが課題。もっと PR が必
要。
・PR パンフレットを封筒に入れて知人に送ってもらう郵便セットを市民に
配る。
・魅力ある返礼品をだす。
・菊池市出身の方へダイレクトメール等で PR に力をいれる。
３班
担当議員 泉田栄一朗 水上隆光 緒方哲郎
（テーマ：皆様の団体からの要望）
○市内保育園の先生から
・子育て支援に力を！
・小中学校施設の整備。バリアフリー化をお願いしたい。トイレを洋式化
へ。
○菊池市女性の会から
・買い物難民への対策
○菊池市ＰＴＡ連絡協議会から
・不登校児童対策、費用弁償を。
○菊池市商工会女性部から
・空き店舗対策。街並みを美しくして、活気ある街にしてほしい。
○JA 菊池女性部から
・嫁不足の解消。後継者不足への対策。
○菊池市文化協会から
・文化祭時の集客と情報の周知
○菊池市スポーツ推進委員協議会から
・スポーツ推進員の増員
（テーマ：人口減少対策・ふるさと納税の取り組み）
➀人口減少対策
・宅地造成に補助金がでないか。
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・１種農地の見直しができないか。農地転用を考えてほしい。
（宅地が少な
いので、親の宅地を利用している人が多い）
・交通アクセスが悪い。旭志地区はかなり不便である。学生の通学アクセ
スを考えていくべき。
・働く場が少ない。企業団地はあるが、若者の働く場が少ないのでは。
・３０代、４０代の未婚者が多くなった。仲立ちする人、機会をもっと増
やす。
・学校区の見直しを考えて、もっと行きやすいようににする。
➁ふるさと納税の取り組み
・返礼品の種目を多くしてほしい。水田ごぼう、肉、米、宿泊券、温泉券、
郷土料理等、土地をあげますよ！
・納税者の声を聴くことを重視して、それを発信していく。
・農家宿泊体験を推進する。例えば、酪農家宿泊体験等。
・ふるさと納税経験者から「窓口対応がよくなかった」
「返礼品がよくなか
った」との声あり
４班
担当議員 木下雄二 松岡讓 後藤英夫
（テーマ：菊池市の良いところ、悪いところ）
➀菊池市の良いところ
○環境
・温泉があり、自然が豊かで素晴らしい。
・歴史遺産が多い。
○福祉
・中学生まで医療費が無料
・学校歯科保健事業の補助があり助かっている。継続してほしい。
○食
・美味しいお米やお肉がある。
・食事が美味しい。
○その他
・楽しいイベントが多く、家族で楽しめる。
・市民広場が整備され、子ども連れの若い人が増えた。
・生涯学習センターが出来て歴史の勉強が楽しみ。街の中も明るくなっ
た。
➁菊池市の悪いところ
○交通
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・交通の便が悪い。特に中山間地域や高校への通学時。
・バスの本数が少ない。特に七城方面
○観光
・史跡や文化財等の案内板をもっとわかりやすいところへ。
・観光について広告、PR が足りない。
・街が寂しくシャッター通りと言われる。
・温泉街が温泉地に見えない。
・温泉を活かした場所がない。観光するところがない。
・秋祭りが平日のため人が少ない。
○その他
・道路整備がされていない。
・旭志には公園がない。
・通学路に街灯が足りない。
・各施設を使用するにあたり、受付の仕方に問題がある。
・家を建てたいという声はあるが宅地がない。
・イノシシ等の鳥獣被害対策ができていない。
（テーマ：現在と将来の議員定数、投票率アップのための取り組み）
➀現在と将来の議員定数
○減らす
・人口減少とともに減らす。
・１０名減らす。
・一般質問も同じ内容が多く減らすべき。
・出来るだけ減らす。
○現状維持
・現状維持で問題ない。
・定数は現状維持だが、女性議員の増加望む。
○増やす
意見なし
➁投票率アップのための取り組み
・議員が市民から憧れられて、なりたいと思われるようになれば良い。
・子どもを投票所に連れていき、投票に行く習慣を養う。
・魅力ある選挙活動を行い有言実行する。
・女性議員を増やす。
・若い（２０代）議員を望む。
５班
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担当議員 水上彰澄 工藤圭一郎 平直樹
（テーマ：菊池市の良いところ、悪いところ）
➀菊池市の良いところ
・子どもたちのことに協力的。人情が厚い。
・中学生までの医療費免除。
・野菜、米、酪農製品が美味しい。農作物が豊富
・自然が豊かで伸び伸びと子育てできる環境
・水がおいしい。
・伝統文化が継承している学校がある。
・地域未来塾の取り組み
・温泉がいい。
・子どものクラブチームの合宿先が多くある。
➁菊池市の悪いところ
・交通の便が悪い。電鉄の復活を！通学手段が少ない。
・街灯が少ないので危険。
・空き家が多くなってきている。
・公園が少ない。体を動かせるような遊び場みたいなところがほしい。
・近くにショッピングモールがほしい。
・各団体への参加が少ない。
・病院が少なくなってきている。
・温泉街が男性向け。女性が集まらない。
・山林の荒れたところが多い。
・道路の草が多く、道路管理ができていない。
・地元で保育士を確保するために何か妙案はないか。
・イノシシの害が大きい。鹿の鳴き声も聞こえる。
（テーマ：現在と将来の議員定数、投票率アップのための取り組み）
➀現在と将来の議員定数
○減らす
・高齢化と人口減少に伴って若干の定数を減らしてもいいのでは。
・中学校校区５区×２名＝１０名
・人口も年々減っているから１５
・１５～１６人
○現状維持
意見なし
○増やす
・２５人
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・報酬を減らして定数を増やす。
○その他の意見
・人口も減ってきたし、もっと地域密着の人になってほしい。
・全体の数云々より、女性議員を増やすべきだ。
・ジャンル分けした当選枠をつくってはどうか（年代、男女、職業等）
・数の問題ではなく、質の問題では。
・議員の意識改革をやってほしい。
➁投票率アップのための取り組み
・投票所が少なくなった。近ければ行く。
・学校教育での選挙に関する指導の充実、特に高校生に。
・議員、市からの利益活動が見えていないから。
・お金はかかるだろうが、郵送やネット
・人間関係が希薄化してくると社会参加へのハードルが高くなると思われ
るので、低年齢のうちから関心を持つ取り組みをする。
・女性の声をもっと拾い上げてもらえる仕組みが必要。
・子どもたちに議員の職業体験をしてもらったらどうか。
・議会だよりはみても面白くない。
６班
担当議員 二ノ文伸元 城典臣 坂本道博
（テーマ：菊池市の良いところ、悪いところ）
➀菊池市の良いところ
・観光地、水源、菊池公園、米どころ
・自然が多く住みやすい
・店が多く便利がいい。
・車でのアクセス（空港、新幹線）はいい。
・子どもの医療費が１５歳まで無料
・予防接種等の補助
➁菊池市の悪いところ
・高齢者の交通が不便だから考えてほしい。
・観光地としてもっと有名になりそうなのにもう一歩
・旧菊池市の物産館にお食事処がないのでお客が少ない。
・４市町村まとまりがない。
・空き家対策
・市のアピール不足
・農業中心であるため宅地化が難しい。
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・医師が少ない。
・便利さに偏りがある。
・観光に目玉がない。
（テーマ：現在と将来の議員定数、投票率アップのための取り組み）
➀現在と将来の議員定数
○減らす
・地域が元気になるなら増やしてもいい。
・２０人から１６人
・議員を減らして他へ金をまわす。
○現状維持
・そのままでいい。
・現状維持でいいが、一生懸命議員の仕事をやってほしい。
・女性議員を増やしたい。
○増やす
意見なし
➁投票率アップのための取り組み
・若者の投票率を上げるためスマホからのインターネット投票
・投票所を地区の公民館等にする。（投票所を近くにする）
・投票所をもっと増やす。投票日だけリムジンカーをだして送迎する。
・投票によるポイント制で景品交換。
・郵送（希望による）

18

Kikuchi-city-council

令和元年度

菊池市議会報告会（意見交換会）アンケート結果

【全体集計】
【年齢】
１０代～２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
記載なし
計

【市議会への関心】

非常にある
少しある
あまりない
まったくない
無回答
計

参加者
人数 (割合)
1
1%
3
4%
16
23%
15
21%
23
33%
12
17%
0%
70

100%

【居住地】
菊池
七城
旭志
泗水
菊池市以外
記載なし

77

名

人数 (割合)
30
43%
10
14%
12
17%
13
19%
5
7%
0
0%
0%

計

70

100%

人数 (割合)
11
16%
51
73%
5
7%
1
1%
2
3%
70 100%

アンケート提出者
（回収率）
【参加者内訳】
ＪＡ菊池女性部
菊池市女性の会

70 名
91%
人数 (割合)
12
16%
7
9%
菊池市ＰＴＡ連絡協議会
12
16%
菊池市商工会女性部
7
9%
菊池市文化協会
10
13%
菊池市スポーツ推進委員協議会
6
8%
市内学校に勤める教職員
10
13%
保育園の先生
13
17%
計
77 100%

【意見交換会評価】 人数 (割合)
大いに評価
21
30%
ある程度評価
45
64%
あまり評価しない
2
3%
まったく評価しない
0
0%
わからない
2
3%
無回答
0
0%
計
70 100%

【今後の議会意見交換会への参加について、どのような考えか】

人数 (割合)

参加したい

49

70%

参加したくない
そのほか（参加したいと参加したくないの真ん中にチェック）
無回答
計

11
5
5
70

16%
7%
7%
100%

【意見・感想等】
アンケートの中から市議会へのご意見・ご感想を掲載します。
◆いつもご苦労様です。
◆本日の会で出た要望を１つでも多く、実現していただければと思います。こ
ういった場が職種別や年齢別など、対象をしぼって行われると、より議会へ
の関心が高まると思いました。議会があったことで実現したこと（成果。地
域別に具体的に）や選挙・投票率が上がるとどのような良さがあるかなどを、
わかりやすく（端的に）まとめたリーフレットや学校へのゲスト授業などで
啓発していくと変わるように思いました。
◆ガンバレ！議員内でもめてる場合じゃない！
◆イノシシが悪さしています。とって、加工してふるさと納税に利用しよう！！
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◆３０年後、５０年後の日本のためがんばってください。
◆透明性のある（個人議員）情報。公約の実現の有無をはっきりしてほしい。
◆意見だけで終わらないようにしてほしいです。
◆もっと議員さんと市民の距離が近くなる様に願います。議員さん達の仕事、
役割などを小学生のうちから分かる様に公開して欲しい。
◆交通網を整備してほしい。高校生を持つ保護者や送迎に悩み、行きたい学校
が制限されて受験校も決めにくい。
◆今日出た意見をぜひ、これからに活かしていっていただきたいです。
◆女性議員をふやして下さい。
◆本日の意見が少しでも市政に反映されるようにお願いします。
◆街を活性化するために、市議会としての案がどんなものがあるか分からない。
◆今日の様な機会をもっと増やしたらいろいろな意見が出てくるのでは。今日
の取組は良かったと思う。
◆今回、参加当日、終了時刻、詳しい内容を知りました。参加者へ、もっと情
報を知らせてほしかったです。
◆市民の意識改革につながる様なイベントを考えてほしい。菊池市を市民の手
で盛り上げたい！
◆市民の声をもっと聴いて活動してほしい。
◆意見が出た事を少しずつでも改善してほしい。
◆市長に対しイエスマンだけではいけない。
◆報告会へは、なかなか行けないので、いろんなグループ、特に若い方のグル
ープの誘いも必要ではないか。
◆初めて参加しました。少し興味がわきました。
◆菊池市内はいろいろできて便利になっているが、旭志はとりのこされている
のではないかと思う。旭志は特に地震の為、家、人口も減少しているのでも
っといろいろ考えてほしい。
◆議会だよりの記事のことばを少しわかりやすく。改正の為の改正の条例～み
たいなのは？
◆議会だよりは、もっとわかりやすい内容、ことばでお願いしたいです。泗水
からの小川基金、もっと泗水のために使ってほしいです。菊池ばかりよくな
っているように感じます。
ホントは、泗水にお年寄りが１日ゆっくり休める七城温泉のような温泉を作っ
て合併してほしかったです。泗水は、何も変わっていません！！（残念）。
皆様から選ばれた方々なので、菊池市のためしっかり頑張ってほしいです。お
世話になります。
◆議員定数について話し合いましたが、いろいろの角度から考える事ができ、
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今後の後輩への働きかけを取り組む展望が見えやすくなりました。
◆いろんな所に足を運んで見て下さい。（何の仕事をしているかわからない）
◆何も期待は有りません。
◆住みやすい菊池市つくりに努力して下さい。
◆意見を集約して、議会に取り上げて討議してほしい 。
◆各分野において議員さんには勉強してほしい。
◆議員定数などの意見を聞きたい。
※当日、アンケートでいただいたご意見・ご感想等はすべて記載しております。

○来年度も開催する予定でありますので、議会に対するご意見・ご要望を
お聞かせください。

※市民の皆様のご協力ありがとうございました。

発 行
発行日
電 話
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