
田川市議会に対する市民の意識調査票 

    

田川市議会では、平成２２年４月２７日に開催した臨時議会において「田川市議会基本条例検討特別

委員会」を設置しました。この特別委員会では市民に開かれた議会づくりをめざし、田川市議会に対す

る市民の皆様の率直なご意向を伺い、議会基本条例策定に向け議論していきたいと考えています。 

本アンケートは、その趣旨に基づいて実施することをご理解いただき、ご協力いただければ幸いです。 

※※※※    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例とはとはとはとは、、、、議会運営議会運営議会運営議会運営のありのありのありのあり方方方方やややや議員議員議員議員のののの責務等責務等責務等責務等をををを明文化明文化明文化明文化したしたしたした、、、、議会議会議会議会のののの憲法的憲法的憲法的憲法的なななな意義意義意義意義をもつをもつをもつをもつ条例条例条例条例ですですですです。 

    

同封の返信用封筒をご利用頂き、お手数ですが 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまで    にご投函  

くださいますようお願いいたします。 

    

（（（（以下以下以下以下のののの各項目各項目各項目各項目にににに、、、、□□□□にににに☑☑☑☑チェックチェックチェックチェック又又又又はごはごはごはご記入願記入願記入願記入願いますいますいますいます。）。）。）。）    

    

１１１１    あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別はははは男性男性男性男性、、、、女性女性女性女性のどちらですかのどちらですかのどちらですかのどちらですか？？？？    （（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ）））） 

□□□□⑴ 男性  □□□□⑵ 女性 

 

２２２２    あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢はははは次次次次のうちどれにあてはまりますかのうちどれにあてはまりますかのうちどれにあてはまりますかのうちどれにあてはまりますか？？？？    （（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ ２０歳代    □□□□⑷ ５０歳代 

□□□□⑵ ３０歳代    □□□□⑸ ６０歳代 

□□□□⑶ ４０歳代    □□□□⑹ ７０歳以上 

 

３３３３    市議会市議会市議会市議会にににに関心関心関心関心がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    （（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 関心がある   □□□□⑵ 関心がない 

 

４４４４    地方政治地方政治地方政治地方政治のののの二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制についてごについてごについてごについてご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？    （（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 知っている   □□□□⑵ 聞いたことはある   □□□□⑶ 知らない 

    

５５５５    田川市議会田川市議会田川市議会田川市議会のののの会議会議会議会議をををを見見見見たことがありますかたことがありますかたことがありますかたことがありますか？？？？    （（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 直接、傍聴したことがある（下記の質問にも、お答え下さい） 

□□□□ア 1回  □□□□イ 5回以下 □□□□ウ 10回以下 □□□□エ 11回以上 

□□□□⑵ インターネット中継で見たことがある（下記の質問にも、お答え下さい） 

□□□□ア 1回  □□□□イ 5回以下 □□□□ウ 10回以下 □□□□エ 11回以上 

□□□□⑶ 見たことはない 

 

■■■■    調査目的調査目的調査目的調査目的 

■■■■    回答期限回答期限回答期限回答期限 

■■■■    調査項目調査項目調査項目調査項目 



６６６６    「「「「議会議会議会議会のおしらせのおしらせのおしらせのおしらせ」」」」（年４回発行）をををを読読読読んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか？？？？ （（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 全部を読んでいる      

□□□□⑵ 関心のある記事だけ読む 

□□□□⑶ 読んでいない（その理由：下記の質問にお答え下さい）    

    

    

    

    

７７７７    「「「「議会議会議会議会のおしらせのおしらせのおしらせのおしらせ」」」」以外以外以外以外でででで議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを得得得得ていますかていますかていますかていますか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 情報を得ている （その方法：下記の質問にお答え下さい。複数回答可） 

□□□□ア 市議会のホームページ   □□□□ウ 議員個人のホームページ 

□□□□イ 議員個人の便り      □□□□エ その他（                ) 

□□□□⑵ 情報は得ていない 

 

８８８８    市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの選挙選挙選挙選挙にににに行行行行きますかきますかきますかきますか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ） 

□□□□⑴ 毎回、選挙に行く 

□□□□⑵ 気が向いたら選挙に行く 

□□□□⑶ 選挙に行かない（その理由：下記の質問にお答え下さい） 

 

 

 

 

 

９９９９    市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの活動内容活動内容活動内容活動内容をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 知っている    □□□□⑵ 知らない 

 

10101010    選選選選んだんだんだんだ市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの活動活動活動活動にににに満足満足満足満足していますかしていますかしていますかしていますか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 満 足       □□□□⑶ わからない 

□□□□⑵ 不満足       □□□□⑷ 選んだ市議会議員はいない 

 

11111111    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員にににに自分自分自分自分のののの意見意見意見意見やややや要望要望要望要望をををを伝伝伝伝えていますえていますえていますえていますかかかか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

□□□□⑴ 意見や要望を伝えている（その方法：下記の質問にお答え下さい。複数回答可） 

□□□□ア 議員に直接      □□□□エ 議員にメール 

□□□□イ 議員に電話      □□□□オ 第三者（区長等）を通して 

□□□□ウ 議員にＦＡＸ     □□□□カ その他の方法（            ） 

□□□□ア 忙しくて選挙に行けない 

□□□□イ 選挙に関心がない 

□□□□ウ 誰がよいかわからない    

□□□□エ その他（          ) 

□□□□ア「議会のおしらせ」を知らない 

□□□□イ 記事がつまらない 

□□□□ウ その他（            ) 



□□□□⑵ 意見や要望を伝えていない（その理由：下記の質問にお答え下さい。複数回答可） 

□□□□ア 伝える意見、要望が特段ない   □□□□オ 伝える手段がわからない 

□□□□イ 議員に遠慮をして伝えていない  □□□□カ 直接、市役所に行く又は電話する 

□□□□ウ 議員に伝えても実現しない    □□□□キ その他（             ） 

□□□□エ 知っている市議会議員がいない 

 

12121212    市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの人数人数人数人数についてどうについてどうについてどうについてどう感感感感じますかじますかじますかじますか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

        （（（（※※※※現在現在現在現在のののの条例定数条例定数条例定数条例定数はははは２２２２２２２２名名名名、、、、来年来年来年来年のののの一般選挙一般選挙一般選挙一般選挙からからからから２０２０２０２０人人人人になりますになりますになりますになります））））    

 □□□□⑴ 適 当    □□□□⑵ 多 い    □□□□⑶ 少ない    □□□□⑷ わからない 

   ※※※※「「「「多多多多いいいい」」」」又は「「「「少少少少ないないないない」」」」と回答回答回答回答されたされたされたされた方方方方のみのみのみのみ記入してください 

     田川市議会議員の人数は、何人が適当だと思いますか？                     人人人人    

その理由もご記入ください。 

    

    

13131313 市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは月額月額月額月額４１４１４１４１万万万万５５５５千円千円千円千円（（（（年額報酬年額報酬年額報酬年額報酬はははは、、、、期末手当期末手当期末手当期末手当をををを含含含含みみみみ税込税込税込税込みでみでみでみで約約約約６６５６６５６６５６６５万円万円万円万円））））

ですがですがですがですが、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬についてどうについてどうについてどうについてどう感感感感じますかじますかじますかじますか？？？？（（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

 □□□□⑴ 適 当    □□□□⑵ 多 い    □□□□⑶ 少ない    □□□□⑷ わからない 

14141414    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬にににに関関関関してごしてごしてごしてご意見意見意見意見があればがあればがあればがあれば記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

 

    

15151515    議員議員議員議員のののの政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はははは月額月額月額月額１１１１万万万万２２２２千千千千５５５５百百百百円円円円ですがですがですがですが政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費についてどうについてどうについてどうについてどう感感感感じますかじますかじますかじますか？？？？（（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

 □□□□⑴ 適 当    □□□□⑵ 多 い    □□□□⑶ 少ない    □□□□⑷ わからない 

 

 

    

16161616    政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費にににに関関関関してごしてごしてごしてご意見意見意見意見があればがあればがあればがあれば記記記記入入入入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

    

    

    

17171717    現在現在現在現在のののの市議会市議会市議会市議会をどのようにをどのようにをどのようにをどのように評価評価評価評価しますかしますかしますかしますか？？？？（（（（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

  □□□□⑴ 評価する         □□□□⑶ 評価しない 

  □□□□⑵ ある程度評価する     □□□□⑷ わからない 

 

政務調査費とは、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として会派に対し交付されるもの

で、その使途基準は、研究研修費、調査旅費、資料購入費などと定められています。 



18181818    市議会市議会市議会市議会にににに市民市民市民市民のののの声声声声がががが反映反映反映反映されているとされているとされているとされていると思思思思いますかいますかいますかいますか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

  □□□□⑴ 反映されている         □□□□⑶ 反映されていない 

  □□□□⑵ ある程度反映されている     □□□□⑷ わからない 

 

19191919    市議会市議会市議会市議会のののの改革改革改革改革がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか？（？（？（？（１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

  □□□□⑴ 必要である   □□□□⑵ 必要ない   □□□□⑶ わからない 

  （※「「「「必要必要必要必要であるであるであるである」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方は、具体的な改革の内容を選んでください。複数回答可） 

   □□□□ア 議員による議会報告会を行う 

   □□□□イ 市民と議員の意見交換会を行う 

   □□□□ウ「議会のおしらせ」の発行回数をふやす 

   □□□□エ「議会のおしらせ」の内容を充実させる 

   □□□□オ 議会のホームページを充実させる 

   □□□□カ 議会を夜間や休日にも開く 

   □□□□キ 議会の審査機能、監視機能を強化する 

   □□□□ク 議員の質を高めるための研修を充実させる 

   □□□□ケ その他（                             ） 

    

20202020    議会議会議会議会にににに対対対対するごするごするごするご意見意見意見意見、、、、ごごごご要望要望要望要望がございましたらごがございましたらごがございましたらごがございましたらご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。 

返信用の封筒に入れて、ご投函をお願いいたします。 

 
※※※※おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 【 田田田田    川川川川    市市市市    議議議議    会会会会    事事事事    務務務務    局局局局    】】】】    〒８２５－８５０１ 田川市中央町１番１号 

 電 話 ０９４７－４４－２０００ ／ ＦＡＸ ０９４７－４４－２０４３ ／ E-mail gikai@lg.city.tagawa.fukuoka.jpgikai@lg.city.tagawa.fukuoka.jpgikai@lg.city.tagawa.fukuoka.jpgikai@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 


