
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  白馬村議会では、議会の進め方や、皆様へのお知らせの方法など、

開かれた議会を目指して検討を続けております。そのなかで、住民

参加や情報公開などについて、皆様のご意見を伺うために 2,000 人

を抽出してアンケート調査を行ったところ 758 名の方から回答を

いただきましたので、結果を報告致します。 

 なお、皆様からいただいた貴重なご意見については、さらに分析

を加え、議会改革に活用してまいります。 

 白馬村議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会改革に関する議会改革に関する議会改革に関する議会改革に関する    

アンケート調査結果報告アンケート調査結果報告アンケート調査結果報告アンケート調査結果報告    

〇調査の方法等 

1. 調査地域 白馬村全域 

2. 調査対象 20 歳以上の村民 

3. 対象人数 2,000 人 

4. 抽出方法 人口・年齢比率による住民基本台帳からの無作為抽出 

(ア) 20 代   男性 91  女性 87 

(イ) 30 代   男性 130  女性 128 

(ウ) 40 代   男性 177  女性 173 

(エ) 50 代   男性 158  女性 160 

(オ) 60 代   男性 219  女性 200 

(カ) 70 代   男性 131  女性 128 

(キ) 80 代   男性  68   女性 119 

(ク) 90 以上 男性   8  女性 23 

5. 調査方法 郵送による無記名アンケート調査・改修 

6. 調査期間 平成 27 年 5 月 29 日～6 月 19 日 

7. 回収状況 2,000 人⇒回収数 758 人 回収率 38％ 
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６０女

５０女

６０男

７０男

７０女

４０女

５０男

４０男

３０女

８０女

３０男

８０男

２０男

２０女 90
以

上

女

90以上男

アンケート調査集計表アンケート調査集計表アンケート調査集計表アンケート調査集計表    

    

Q1.Q1.Q1.Q1.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    ３３３３３８人３８人３８人３８人    女性女性女性女性    ４１６人４１６人４１６人４１６人    

    無作為抽出で選ばせていただいた 2,000 人（男性 982 人、女性 1,018 人）の中か

ら、758 人（37.9％）の回答をいただきました。回収率は男性 338 人（34.4％）、

女性 416 人（40.9％）でした。なお、未記入の方が 4 人（0.2％）でした。 

 

QQQQ2222....あなたの年齢はあなたの年齢はあなたの年齢はあなたの年齢は。。。。    

☆対象者抽出の方法☆ 

 20 歳以上の方の総数から、

年代別、性別に構成比を求め、

その構成比を対象とする

2,000 人に当てはめて人数を

決定しました。なお、抽出はコ

ンピューターにより無作為に

抽出を行いました。 

    

    

    

    

選択項目 抽出数 回答数 回収率% 構成比％ 

20 代 178 35 20   5 

30 代 258 70 27   9 

40 代 350 108 31 14 

50 代 318 151 48 20 

60 代 419 197 47 26 

70 代 259 138 53 18 

80 代 187 53 28   7 

90 以上 31 5 16   1 

合  計 2,000 758 38（全体） 100 
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QQQQ３３３３....議会の情報の入手方法は。（複数回答可）議会の情報の入手方法は。（複数回答可）議会の情報の入手方法は。（複数回答可）議会の情報の入手方法は。（複数回答可）    

「議会だより」からの情報入手が一番多く６５％と約半分以上占め、次のユーテレ白馬 

の１９％と大きな開きがあります。 

    

    

    

    

    

    

    

    

◎その他の理由（主なご意見） 

〇いつ議会が開かれているかさえ知らない。 

〇区に未加入のため入手されない    

 

QQQQ４４４４....「議会だより」を読んだことがありますか。「議会だより」を読んだことがありますか。「議会だより」を読んだことがありますか。「議会だより」を読んだことがありますか。    

「必ず読む」と「読んだことがある」人の合計が９０％と高い数字になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

◎主なご意見 

○議会の受け答えだけでなく、村民の関心事「その後どうなったか」が載っていないよ

う」に思う。 

○形式的な文章が多く、「またか」と思うことが多い。 

選択項目 回答数 構成比％ 

議会だより  ６３２   ６５ 

ユーテレ白馬  １８２   １９ 

傍聴   １２    １ 

ＨＰ   ３４    ４ 

議員から   ７３    ８ 

その他   ３２    ３ 

合   計  ９６５  １００ 

選択項目 回答数 構成比％ 

必ず読む  ２５４   ３４ 

読んだことがある  ４２４   ５６ 

読んだことがない   ４９    ６ 

知らない   ３１    ４ 

合   計  ７５８  １００ 

議会だ

より

ユーテ

レ

傍聴

議員か

ら

HP その他

必ず読

む

読んだ

ことが

ある

読んだ

ことは

無い

知らな

い
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QQQQ４４４４----1.1.1.1.「議会だより」の入手方法は。「議会だより」の入手方法は。「議会だより」の入手方法は。「議会だより」の入手方法は。    

    

「区より」の入手方法が最も多く９５％を占めており、最大の情報源となっています。 

 

    

    

    

    

    

    

    

Q5.Q5.Q5.Q5.ユーテレ白馬の議会中継を見たことは。ユーテレ白馬の議会中継を見たことは。ユーテレ白馬の議会中継を見たことは。ユーテレ白馬の議会中継を見たことは。    

 加入者で見たことがある人が最も多く 39％を占め、続いて見たことのない加入者が

30％を占めました。 

 

    

    

    

    

    

ある

ない

しらな

い

未加入

選択項目 回答数 構成比％ 

区より ５９２  ９５ 

役場より ２７   ４ 

管理事務所・HP ８   １ 

合   計 ６２７ １００ 

選択項目 回答数 構成比％ 

見たことがある ３０７ ３９ 

見たことがない ２３８ ３０ 

中継を知らない ８３ １１ 

未加入 １５６ ２０ 

合    計 ７８４ １００ 

区の配

布

役場な

ど

その他
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Q5Q5Q5Q5----1.1.1.1.「見たことがない」理由があればご記入「見たことがない」理由があればご記入「見たことがない」理由があればご記入「見たことがない」理由があればご記入下さ下さ下さ下さ

いいいい。。。。    

「未加入」と「時間がない・興味がない」と答えた人を合わせると 80％近くになりま

した。 

 

 

 

◎主なご意見 

○初めてみたときに音声の聞き取りにくさの印象から、以来見ていません。集音の工夫

及び再放送時の字幕をお願いしたいです。 

○議会だよりを見ているから見ない。 

○質問することと回答がわかっているから。 

 

 

QQQQ６６６６....議会のホームページを見たことは。議会のホームページを見たことは。議会のホームページを見たことは。議会のホームページを見たことは。    

「見たことがない」と答えた人が圧倒的に多く 64％を占め、「見たことがある」と「知

らない」と答えた人はほぼ同じくらいの割合です。 

    

    

    

未加入

時間が

ない・興

味がない

テレビを

見ない

仕事中・

家にいな

い

知らない

その

他

ある

ない

知ら

ない

選択項目 回答数 構成比％ 

未加入 66 40 

時間がない・興味がない 64 39 

テレビを見ない 9 6 

仕事中・家にいない 4 2 

知らない 5 3 

その他 17 10 

合       計 165 100 

選択項目 回答数 構成比％ 

見たことがある １１８ １７ 

見たことがない ４４８ ６４ 

知らない １３７ １９ 

合    計 ７０３ １００ 
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QQQQ6666----1111....ホームページを閲覧した感想は。ホームページを閲覧した感想は。ホームページを閲覧した感想は。ホームページを閲覧した感想は。 

「情報不足・工夫が必要」という内容の答が最も多く約 35％、続いて「見やすい・良

かった」20％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎主なご意見 

○ わかりにくい、簡潔にまとめて読みやすくしてほしい。 

○ 形式的で真摯に向き合っていない。 

○ ＨＰ掲載情報は村民の立場で編集してほしい、要求を満足していない。 

 

QQQQ６６６６----2222....ホームページを見たことが無い理由は。ホームページを見たことが無い理由は。ホームページを見たことが無い理由は。ホームページを見たことが無い理由は。    

「パソコンがない・できない」が一番多く、続いて「興味・関心がない」で、その二つを

合わせると約 65％になります。 

    

※「年だから」や「視力低下で困難」は「パソコンがない・できない」に含まれています。 

◎主なご意見 

○ 議会だよりを見ている為、必要ないと思い見ていない。 

○ パソコンがありません、又あっても使用できません。 

○ ホームページの存在を知らなかった。 

 

 

機会が

ない

知らな

い

議会だ

より・

ユーテ

レを見

ている

興味・

関心が

ない

時間が

ない

パソコ

ンがな

い・で

きない

その他

選択項目 回答数 構成比％ 

見にくい・分かりにくい 6 12 

普通 7 14 

見やすい・良かった 10 21 

情報不足・工夫が必要 17 35 

その他 9 18 

合       計 49 100 

選択項目 回答数 構成比％ 

機会がない 5 2 

知らない 30 13 

議会だより・ユーテレを見ている 31 13 

興味・関心がない 73 30 

時間がない 10 4 

パソコンがない・できない 82 34 

その他 10 4 

合         計 241 100 

見にく

い・分

かりに

くい

普通

見やす

い・良

かった

情報不

足・工

夫が必

要

その他
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QQQQ７７７７....議会報告会を開催したら参加しますか。議会報告会を開催したら参加しますか。議会報告会を開催したら参加しますか。議会報告会を開催したら参加しますか。    

    

    

QQQQ７７７７----1.1.1.1.議会報告会に参加しない必要ない理由議会報告会に参加しない必要ない理由議会報告会に参加しない必要ない理由議会報告会に参加しない必要ない理由は。は。は。は。    

 仕事、子育てなど時間が取れないが 30％、興味、関心、わからないがないが 17％、

議会報など他から情報を得ているが 10％。また、報告会に対する要望や意見が 29％

を占め、対話型を希望する意見が寄せられました。 

    

する

しな

い

必要

ない

興味・関心がな

い、わからない等

仕事・子育てなど

で時間がない、取

れない等

身体的理由。交通

手段ない等

他から情報を得て

いるから。（議会

報、ユーテレ）

報告会の内容につ

いての意見、

選択項目 解答数 構成比％ 

する 211 28 

しない 465 61 

必要ない 42 6 

無回答 40 ５ 

合   計 758 100 

回答項目 回答数 構成比％ 

興味・関心がない、わからない等    39    17 

仕事・子育てなどで時間がない、取れない    70    30 

身体的理由で、交通手段ない等    32    14 

他から情報を得ているから。（議会報、ユーテレ）    22    10 

報告会の内容についての意見    67    29 

   合                 計   230   100 
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◎主なご意見 

○子育てと仕事で忙しく参加できない（興味がない訳ではありません） 

○その「報告」に対して反対意見や次の政策などにつながるような意見を表明できる場

が制度的にあれば参加したいという動機が大きくなるかもしれません。 

○参加しないではなく、参加したいが時間的制約になると思う。一回限りではなく、何

回か開催する必要がある。平日夜間・休日・平日昼間など出てみたいなと思う時間

設定が必要になる 

 

QQQQ８８８８....議会の傍聴をしたことは。議会の傍聴をしたことは。議会の傍聴をしたことは。議会の傍聴をしたことは。    

    

QQQQ８８８８----1.1.1.1.議会の傍聴をしたことがない理由は。議会の傍聴をしたことがない理由は。議会の傍聴をしたことがない理由は。議会の傍聴をしたことがない理由は。    

 平日の日中開催と仕事時間が重なり物理的に無理との意見が 42％と半数近くを占め、

開催日時を知らない等、連絡不足の指摘が 20％。ユーテレなど他から情報を得るが、

7％。また傍聴に関する意見・要望が、15％あり、一般質問開催日時の改善が必要と

思われます. 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎主なご意見 

○今まで行政に興味がなかったため傍聴しようと考えたことがなかった。最近は行政に

とても興味があるのでテレビで議会をみるようにはしている。 

○平日は仕事をしているため時間がとれない。開かれた議会であれば、平日の日中以外

ある

ない

選択項目  回答数 構成比％ 

ある   120    16 

ない   585    77 

無回答    53     7 

合  計   758   100 

回答内容 回答数 構成比％ 

興味がない 31 13 

時間がない仕事中 103 42 

いつやっているかわからない・機

会がない 

49 20 

身体的 6 2 

他から情報を得る 18 7 

その他（要望事項） 36 15 

計 243 100 

興味が

ない

時間が

ない仕

事中

いつ

やって

いるか

わから

ない・

機会が

ない

身体的

他から

情報を

得る

その他

（要望

事項）
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で開催されてもいいのでは    

○行政も議会にも何となく期待できません。ゴミ集積所、あるいはゴミ回収すら無い村

に何を期待できるのか（生活の基本であり、行政の責任） 

 

QQQQ９９９９....夜間や休日に議会を開催したら傍聴しますか。夜間や休日に議会を開催したら傍聴しますか。夜間や休日に議会を開催したら傍聴しますか。夜間や休日に議会を開催したら傍聴しますか。    

    

QQQQ９９９９----1.1.1.1.議会を傍聴しやすい時間帯は。議会を傍聴しやすい時間帯は。議会を傍聴しやすい時間帯は。議会を傍聴しやすい時間帯は。    

平日は夕方の１８:００以降が多く、休日は午前、午後の希望が多数でした。 

傍聴しやすい時間帯の回答数は 105 人で、そのうち、平日、休日の時間を記入された

方、どちらか一方のみを記入された方がいらっしゃいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴しやすい時間帯 

    

平日 回答数 

  

休日 回答数 

６～８ ６ 

  

9:00 ７ 

９～１０ ２ 

  

10:00 ２２ 

１０～ １２ 

  

12:00 １ 

１３～１５ ３ 

  

１３～１５ ２１ 

１５～１８ ７ 

  

１５～１７ ３ 

１８～ 1５ 

  

18:00 ２ 

１９～ ２６ 

  

19:00 ５ 

２０～ ５ 

  

こだわらない ３ 

こだわらない １ 

  

無回答 ４１ 

冬期夏期時間 １ 

  

無回答 ２７ 

  

     

する

しな

い

選択項目 回答数 構成比% 

する   134   18 

しない   546   72 

無回答   78   10 

合  計   758  100 

9時か

ら

10時か

ら

12時か

ら

13～15

時頃

15～17

時頃

18～20

時頃

休日休日休日休日６～10

時頃

10～13

時頃

13～１8

時頃18時～

19時～

20時～
平日平日平日平日
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Q10.Q10.Q10.Q10.議会は住民の意見を反映していますか。議会は住民の意見を反映していますか。議会は住民の意見を反映していますか。議会は住民の意見を反映していますか。    

「している」「ある程度している」が 49％で、「していない」「わからない」が 47％で

した。 

    

    

ＱＱＱＱ10101010－－－－1111「していない」「わからない」理由は「していない」「わからない」理由は「していない」「わからない」理由は「していない」「わからない」理由は    

意見総数 134 件 「していない」68 件 「わからない」66 件でした。 

  「していない」の意見 

選 択 項 目 回答数 構成比％ 

住民の意見要望を聴取しない 26 38 

議員の資質と若年議員を 11 16 

議会の議論不足や運営 5 8 

生活向上や村の発展がない 4 6 

行政チェック不足 4 6 

行政運営 4 6 

議会の情報公開と開示 2 3 

議員活動、行動が見えない 1 1 

議会に対する理解不足 1 1 

その他 10 15 

合     計 68 100 

    

◎主な意見 

○議員は住民の意見を集めていない    

○多くの議員は勉強不足・若い世代の議員が必要  

○もっと議論する場面がほしい 

    

してい

る

ある程

度して

いる

してい

ない

わから

ない

選 択 項 目 回答数 構成比％ 

している   29       4 

ある程度している   338     45 

していない    107     14 

わからない    251     33 

無回答     31      4 

  合 計   756   100 
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「わからない」の意見  

選 択 項 目 回答数 構成比％ 

議会に対する理解不足 29 44 

住民の意見要望を聴取しない 18 27 

議会運営 4 6 

議員の資質と年代 4 6 

議会の情報公開と開示 3 4 

生活向上や村の発展がない 3 4 

議員活動、行動が見えない 1 2 

行政運営 1 2 

下水道問題 1 2 

その他 2 3 

合    計 66 100 

 

◎主な意見 

〇議会の内容自体わかっていないため 

〇議員が住民の意見を把握しているのか不明 

〇議会で問題になっているのか明確でない 

    

QQQQ１１１１１１１１....議会に必要な改革は。（複数回答可）議会に必要な改革は。（複数回答可）議会に必要な改革は。（複数回答可）議会に必要な改革は。（複数回答可）    

住民が求める改革項目上位は以下のとおりでした。 

 1．意見交換会 25％ 2．政策提言 22％ 3．議員数 14％ 

 

選 択 項 目 回答数 構成比％ 

 意見交換会 319 25 

 政策提言 278 22 

 議員数 180 14 

 議員報酬 134 10 

 議会だより 128 10 

 報告会 112 9 

 HP 充実 57 5 

 基本条例 35 3 

 通年議会 29 2 

  合   計 1,272 100 

 

    

報告

会

意見

交換

通年

議会

議会

だよ

り

HP充

実

政策

提言

議員

数

報酬

基本

条例



11 
 

◎ 問 10・11 から得られる議会への要望・意見 

〇住民は、村の将来像や政策課題について、住民と議会の意見交換の場を要望 

〇議会あるいは，議員ひとりひとりが民意の集約が急務 

〇議会報告会での、審議経過や採決議案でなく、生活向上や白馬村の発展につながる政

策提言を期待 

 

ＱＱＱＱ11111111－－－－1111「その他」と回答いただいた方は具体的に「その他」と回答いただいた方は具体的に「その他」と回答いただいた方は具体的に「その他」と回答いただいた方は具体的に

ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。    

 

その他の改革上位は以下のとおりでした。 

１．議員の意識改革資質 19％  ２．住民の意識要望 12％  

３．情報公開・開示  11％  4．議員定数・報酬 10％ 

５．議員年齢・性別   9％ 

 

項        目 件  数 構成比％ 

議員の意識改革・資質 25 19 

住民の意見要望 16 12 

情報公開・開示 14 11 

議員定数・報酬 13 10 

議員年齢・性別 12 9 

議会運営 7 5 

子育て支援 7 5 

若者の政治参加 4 3 

議会報告会 3 2 

外国人対策 2 2 

人口問題・対策 2 2 

下水道問題 2 2 

観光対策 2 2 

白馬高問題 1 0.8 

役場職員教育 1 0.8 

交通対策 1 0.8 

村の将来像 1 0.8 

震災復興 1 0.8 

行政チェック 1 0.8 
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雇用対策 1 0.8 

村税滞納問題 1 0.8 

ごみ問題 1 0.8 

医療問題 1 0.8 

その他 11 8 

合       計 130 100 

 

◎主なご意見 

〇議員の知識と良識不足 

〇各年代層の意見をよく聞く 

〇情報公開を積極的に 

〇議員の情熱向上・定数削減 

〇もっと若手が議員になるといいと思う 

 

Q12.Q12.Q12.Q12.ご意見をどうぞ。ご意見をどうぞ。ご意見をどうぞ。ご意見をどうぞ。（自由記述）（自由記述）（自由記述）（自由記述）    

    

意見の上位 5 点は以下のとおりでした。 

  ①街づくり･村づくり 19 件     ①議員の意識改革･資質 19 件 

  ③情報公開･開示  18 件     ④住民の意見要望   15 件 

  ⑤観光対策     11 件 

 

項        目 件 数 構成比％ 

街づくり･村づくり 19 8 

議員の意識改革・資質 19 8 

情報公開・開示 18 8 

住民の意見･要望 15 6 

観光対策 11 5 

人口対策 10 4 

議会アンケート 10 4 

交通対策 8 3 

若者･女性の政治参加 8 3 

議会の理解不足･興味 8 3 

議員定数・報酬 8 3 

子育て支援 7 3 

震災復興･支援 6 2 
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健康・福祉対策 6 2 

雇用対策 5 2 

議会運営 4 2 

白馬高問題 4 2 

道路問題 4 2 

財政運営 3 1 

ゴミ問題 3 1 

災害対策 3 1 

農業対策 3 1 

廃屋･空き家対策 3 1 

生活環境 3 1 

税金問題 2 1 

医療対策 2 1 

図書館運営 2 1 

ふるさと納税 2 1 

下水道問題 2 1 

外国人対策 2 1 

マイマイガ対策 2 1 

地場産品 PR･販路 2 1 

その他 33 16 

合        計 237 100 

 

 

参考参考参考参考. . . . あなたの関心を持っていること（複数回答）あなたの関心を持っていること（複数回答）あなたの関心を持っていること（複数回答）あなたの関心を持っていること（複数回答）    

 

関心度の順位は以下のとおりでした。 

     ①観光振興 22％ ②震災復興 21％ ③少子高齢 18％ 

 

 

選 択 項 目 回答数 構成比％ 

観光振興 346 22 

震災復興 323 21 

少子高齢 278 18 
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教育環境 200 13 

子育て 181 12 

農業振興 167 11 

その他 62 3 

合     計 1,557 100 

 

 

参考 関心があること（その他） 

  ＊ その他の関心上位 5 点は以下のとおりでした。 

   ①健康福祉対策 11 件 ②雇用対策定住 9 件 ③景観自然廃屋 8 件 

   ④人口問題 5 件    ④道路交通対策 5 件 ④ゴミ対策 5 件 

 

項        目 件 数 構成比％ 

健康福祉対策 11 13 

雇用対策・定住 9 10 

景観・自然・廃屋 8 9 

人口問題 5 6 

道路・交通対策 5 6 

生活環境・安定化 5 6 

ゴミ対策 5 6 

観光対策 3 3 

外国人対策 3 3 

高齢者対策 3 3 

医療対策 2 2 

産業構造充実 2 2 

イベント 2 2 

行政環境・運営 2 2 

その他 23 27 

合      計 88 100 
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QQQQ３議会の情報３議会の情報３議会の情報３議会の情報の入手方法【その他】の入手方法【その他】の入手方法【その他】の入手方法【その他】    

・何も見たことがない（20 代男性） 

・入手していない （20 代男性） 

・知らない （20 代男性） 

・得ていない （20 代男性） 

・なし  （20 代男性） 

・情報入手していない（20 代女性） 

・ない  （20 代女性） 

・入手したことがない（20 代女性） 

・なし  （30 代男性） 

・見てない （30 代男性） 

・いつ議会を開かれているのかさえ知

らないほど議会情報を知りません

       （30 代男性） 

・見たことがない （30 代女性） 

・読んだことがない （30 代女性） 

・特にありません （30 代女性） 

・知らない （30 代女性） 

・知らない （40 代男性） 

・見たことがない （40 代男性） 

・ない  （40 代男性） 

・一度も見たことがない（40 代女性） 

・聞いたことがない （40 代女性） 

・知人から （40 代女性） 

・新聞  （50 代男性） 

・区から  （50 代男性） 

・情報を受けたことがほとんどない 

  （50 代男性） 

・議員報告書 （50 代男性） 

・人づて  （60 代男性） 

・見てない （60 代男性） 

・常ではないが本会議の傍聴にいく事

はある  （60 代女性） 

・議員個人のブログなど（60 代女性） 

・家庭に配られたことはない 

  （60 代女性） 

・入手できていない（区に加入してい

ないから配布されない）（60 代女性） 

・入手していない （60 代女性） 

・知人、友人、隣人からの情報入手 

  （70 代男性） 

・回覧される資料 （70 代男性） 

・議員よりの議会報告書（70 代女性） 

・区からの配りもの （70 代女性） 

・区の配りもの （70 代女性） 

・村の配りもの （70 代女性） 

・事務所よりの配りもの（70 代女性） 

・住人から （70 代女性） 

・特に情報を入手していない 

  （80 代女性） 

・議員に知人がいて少しは話を聞くが、

根本的な理解は出来ていない 

  （80 代女性） 

 

Q4Q4Q4Q4----1111 議会だよりの入手方法【その他】議会だよりの入手方法【その他】議会だよりの入手方法【その他】議会だよりの入手方法【その他】    

・配布  （40 代女性） 

・職場で  （40 代女性） 

・新聞の広告 （40 代女性） 

・管理事務所の配布 （50 代男性） 

・新聞  （50 代男性） 

・管理事務所の配布 （50 代男性） 

・ホームページ （60 代男性） 

・議員から （60 代男性） 

・議会の受け答えだけでなく、村民の

関心事は「その後どうなったか」が載

っていないように思う。（60 代男性） 

・行政区未加入なので担当の方が配布

してくれる （60 代女性） 

・区に加入していた時、今は脱退 

  （70 代男性） 

・形式的な文章が多く、又かと思うこ

とが多い  （70 代男性） 

 

Q5Q5Q5Q5----1111 ユーテレを見たことが無い理由ユーテレを見たことが無い理由ユーテレを見たことが無い理由ユーテレを見たことが無い理由    

・ケーブルテレビが映らない  

  （20 代男性） 

・今白馬に住んでいないので見ていな

い  （20 代男性） 

・興味がない わざわざ見る時間がな

い  （20 代男性） 

・テレビをあまり観ない為（20 代男性） 

・興味があまりない （20 代女性） 

・今興味がわかない （20 代女性） 

・ケーブルではない （30 代男性） 

・チャンネルをかえた時にたまに見る

程度  （30 代男性） 

・仕事中であるため （30 代男性） 

・機械がなかったため（30 代男性） 

・そもそもユーテレ白馬をあまり見な

いため  （30 代男性） 

・中継している時間に家に居ない 

  （30 代男性） 

・ユーテレ白馬にチャンネルを合わせ

ることがほとんどなく、議会中継をユ

ーテレ白馬でやっていることを知らな

かったためです  （30 代男性） 

・見る時間がない （30 代女性） 

・加入していない為 （30 代女性） 

・関心がないため （30 代女性） 

・ ケ ー ブ ル テ レ ビ が 見 ら れ な い

  

  （30 代女性） 

・テレビが無い （30 代女性） 

・ユーテレが見られないから（30 代女

性） 

・ケー ブル テレ ビ登録 し ていない

  （30 代女性） 

・正直興味がない。国会中継なんかも
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全く観ない （30 代女性） 

・ケーブルテレビ未加入（40 代男性） 

・チャンネルを合わせたくなるような

マーケ ティ ング がなさ れ ていない

  （40 代男性） 

・興味がわかない （40 代男性） 

・ケーブルテレビを設置していないた

め    （40 代男性） 

・ケーブルテレビがない（40 代男性） 

・ユーテレに入ってないから 

  （40 代男性） 

・加入を断られたことがある。職場に

はあるが  （40 代男性） 

・中継をしていることを知らなかった

から    （40 代男性） 

・ケーブルテレビに加入していないの

で、ケーブルテレビ自体を日常的に見

ることができません （40 代男性） 

・見る時間がない 時間帯がよくない 

  （40 代男性） 

・興味がない （40 代男性） 

・見ようと思ったことがなかった 

  （40 代男性） 

・ユーテレに加入していない為 

  （40 代女性） 

・テレビを見る時間がない（40 代女性） 

・自宅がケーブルないため（40 代女性） 

・必要を感じたことがない（40 代女性） 

・ユーテレ白馬があまり役に立たない

から  （40 代女性） 

・放映時間を知らない。自分の部屋の

テレビで映るかわからない（40 代女性） 

・テレビをあまり見ない（40 代女性） 

・見ている時間がない（40 代女性） 

・全く興味なし （40 代女性） 

・ケーブルテレビが入っていないので

  （40 代女性） 

・ケーブルテレビの受信をしていない

ため 忙しいからゆっくり見られない

  （40 代女性） 

・ケーブルではない （40 代女性） 

・初めてみたときに音声の聞き取りに

くさの印象から以来見ていません。集

音の工夫及び再放送時の字幕をお願い

したいです （40 代女性） 

・ケーブルテレビをあまりみない 

  （40 代女性） 

・意識して中継の時間にチャンネルを

合わせたことがない  

  （40 代女性） 

・村政に期待できないので議会にも興

味がない  （50 代男性） 

・昼間は留守で夜は他のテレビを見て

いる  （50 代男性） 

・ユーテレ放送をあまり見ないので

  （50 代男性） 

・ユーテレ白馬の番組自体つまらない

ものであり、チャンネルを合わせるこ

とすらしたくない （50 代男性） 

・時間帯のユーテレ放送時間がわから

ない  （50 代男性） 

・日中は仕事をしているため 

  （50 代男性） 

・関心がない （50 代男性） 

・議会だよりで確認しているので 

  （50 代男性） 

・時間がない （50 代男性） 

・ユーテレ白馬と契約していない 

  （50 代男性） 

・ケーブルテレビに接続していない 

  （50 代男性） 

・見ている時間がとれない（50 代女性） 

・ケーブルテレビをつないでいない 

  （50 代女性） 

・ユーテレを見られない（50 代女性） 

・見る時間が無い  （50 代

女性） 

・時間がない 議会だよりを読んでい

るから  （50 代女性） 

・時間が無い （50 代女性） 

・ユーテレ白馬に加入していないため 

使用料が高すぎます （50 代女性） 

・ケーブルテレビをひいていない 

  （50 代女性） 

・興味がない （50 代女性） 

・関心がない （50 代女性） 

・ユーテレ白馬未加入（50 代女性） 

・今の村長では期待できないから 

  （50 代女性） 

・仕事があるため テレビが映らない

ため（加入していない）（50 代女性） 

・ケーブルテレビの番組内容を確認し

ていない  （50 代女性） 

・興味もないし時間もない（50 代女性） 

・議会に興味がないというより、村の

ため、村民のためになっていないと思

うから  （50 代女性） 

・ユーテレ白馬に加入していない 

  （50 代女性） 

・テレビを視聴する時間があわない 

  （50 代女性） 

・時間が合わない（仕事をしているの

で） 興味が無い （50 代女性） 

・ユーテレ白馬の契約をしていない 

  （50 代女性） 

・日々に追われていて（50 代女性） 

・質問することと回答がわかっている

から  （60 代男性） 
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・興味がない （60 代男性） 

・ユーテレ白馬を契約していない 

  （60 代男性） 

・時間が無い （60 代男性） 

・ユーテレ白馬に加入していない 

  （60 代男性） 

・時間がない （60 代男性） 

・ケーブルテレビ未加入（60 代男性） 

・見る時間が無い （60 代男性） 

・あまりテレビを見ない（60 代男性） 

・関心ある議題でないためほとんど見

ない  （60 代男性） 

・内容を充実させるべきである。よく

分からないが１週間以上遅れて行った

行事の内容を送信しても意味がない。

終わったことよりも今後に向けての内

容を配信すべきである。村政は今後ど

のような方向に進むのか(具体的に）

  （60 代男性） 

・やっていると思うが観光客への情報

提供（リアルタイム）いま現在のスキ

ー場の情報、今日、今後のイベント情

報などを配信する （60 代男性） 

・１６００円/月払ってみる価値がある

か  （60 代男性） 

・ユーテレ白馬が入っていない 

  （60 代男性） 

・長い時間を取られることが苦になる

  （60 代男性） 

・ケーブルテレビに加入していない 

  （60 代男性） 

・CATV の契約をしていない  

  （60 代男性） 

・ケーブルテレビを接続していないた

め  （60 代男性） 

・いつ議会中継をやっているか知らな

い  （60 代男性） 

・仕事があって （60 代男性） 

・ケーブルテレビを入れていない 

  （60 代男性） 

・テレビは見ない（テレビがない） 

  （60 代男性） 

・ユーテレ白馬に加入していないから

  （60 代男性） 

・ケーブルテレビをつないでいない 

  （60 代男性） 

・議会は馴れ合い議会で、何ら発展性

がなく、改革が見込めない（60 代男性） 

・ケーブルテレビは入れられないと断

られたので、入っていないため。立地

が電線を長く引かないとつなげられな

いので、その分費用の負担が大きく、

現状入れるに無理だった（60 代男性） 

・テレビが無い （60 代男性） 

・知らなかった （60 代男性） 

・あまりテレビを見ない（60 代男性） 

・ケーブルテレビを入れていない 

  （60 代男性） 

・ケーブルテレビに加入していますが

ユーテレ白馬を見る事が無い 

  （60 代女性） 

・ケーブルテレビに加入していない 

  （60 代女性） 

・他の番組を見ている（60 代女性） 

・見る機会がない （60 代女性） 

・時間が無い 必要を感じない 

  （60 代女性） 

・ユーテレ白馬に加入していない 

  （60 代女性） 

・ユーテレ白馬は利用していない 

  （60 代女性） 

・興味が無い （60 代女性） 

・ケーブルテレビに入っていない 

  （60 代女性） 

・いつ、どのチャンネルで放送されて

いるのかわかりません（60 代女性） 

・忙しくて見る時間がない（60 代女性） 

・ユーテレ白馬は加入していますが、

あまり見ません （60 代女性） 

・関心がなかったから（60 代女性） 

・少し興味があるだけですので、関心

は無いです （60 代女性） 

・ケーブルテレビに入っていない 

  （60 代女性） 

・ケーブルテレビを入れていないので

  （60 代女性） 

・興味がありません （60 代女性） 

・ケーブルテレビが設置されていない

  （70 代男性） 

・ユーテレ白馬に加入していない 

  （70 代男性） 

・使いかた、機械が無い、無関心 

  （70 代男性） 

・興味なし （70 代男性） 

・ユーテレを見ない （70 代男性） 

・関心が薄いせいかな（70 代男性） 

・加入していない （70 代男性） 

・求めて情報を得たいと思わない 

  （70 代男性） 

・見たことがあるがカメラ（映像）が

下手で音声も悪い 聴取料が高すぎる

  （70 代男性） 

・加入していない （70 代男性） 

・いつ放送か知らない（70 代男性） 

・テレビをもっていない（興味がない） 

  （70 代男性） 

・音声がはっきりしないことが少し気

になる（マイク）質問の方法はもう少
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し本質が解るところまで追求して、う

わべの表現（解答）ではなく、重要性

の意をくみ進めてほしい（70 代男性） 

・ケーブルテレビ入っていません 

  （70 代女性） 

・今までは加入していなかった、今度

は見ることができるので見るようにし

たい  （70 代女性） 

・カメラの撮りかたが悪い（70 代女性） 

・何を何時にやっているかなどの情報

が入ってこない （70 代女性） 

・ケーブルテレビに入っていない 

  （70 代女性） 

・インターネットはわからない 

  （70 代女性） 

・インターネットの設備が無いから 

  （70 代女性） 

・議会報映が有る度に見ますが、数字

ばかり並べても判らない点も沢山有り。

おもしろ味が無い。しかも議会中に居

眠りをしている人が居ます。私達の代

表者であればもっと勉強して立派な議

員であ って 議会 運営を の ぞみます

  （70 代女性） 

・延々と形式的でつまらないと思いチ

ャンネルを切り替えました。新しい特

に女性議員の意見を聞きたく又新村長

の意見を知りたかったので、２，３回

見ましたが、失望しました。 

  （70 代女性） 

・時間が無い （70 代女性） 

・ユーテレ白馬を見る時間帯に他の局

の番を見ていることが多い 

  （70 代女性） 

・ケーブルテレビが入っていないから

  （70 代女性） 

・中継されている事も知らなかった 

  （70 代女性） 

・ユーテレ白馬に入っていない 

  （70 代女性） 

・見る道具がありませんし、見方がわ

からない  （70 代女性） 

・ケーブルテレビ入れていない 

  （70 代女性） 

・ユーテレ白馬に入っていない 

  （70 代女性） 

・２，３度見たことがありますが、忙

しくて  （70 代女性） 

・ユーテレに加入していません 

  （70 代女性） 

・いつ放送されるのかわかりません 

  （70 代女性） 

・いつの時間に中継しているのかわか

らない  （80 代男性） 

・テレビと縁がない （80 代男性） 

・ケーブルテレビに未加入（80 代男性） 

・開催日が周知されない又時間的余裕

もない  （80 代男性） 

・他の番組を見ているので（80 代女性） 

・テレビはあまり見ない（90 代女性） 

・歳だから （90 代女性） 

 

Q6Q6Q6Q6----1111 議会ホームページを見た感想は議会ホームページを見た感想は議会ホームページを見た感想は議会ホームページを見た感想は    

・印象に無い （20 代男性） 

・少し見にくいと思う。議会体制の議

席 番 号 順 議 員 名 簿 の と こ ろ な ど

  （20 代男性） 

・わかりにくい。簡潔にまとめて読み

やすくしてほしい （30 代男性） 

・普通。可もなく不可もなく 

  （30 代男性） 

・ホームページついては違和感なくス

ムーズに閲覧できます（30 代男性） 

・村議の名前を知りたかったから、そ

れ以外は見ていない （30 代男性） 

・議会の内容と言うよりも議員名簿を

見た程度のため、不足があったという

訳 で も な く 、 必 要 十 分 に 感 じ た

  （30 代男性） 

・わかりにくい。探したい、知りたい

ことを見つけにくい （30 代女性） 

・議会の内容がわかり良かったです 

  （30 代女性） 

・恥ずかしいのですがわからない所が

多い（自分の知識不足）（40 代男性） 

・一般的なホームページの形式で特別

感想はありません （40 代男性） 

・新着情報があればいいと思うが。議

論の中に入っているわけではないので

関心は薄い （40 代男性） 

・先程初めて村議会のホームページを

見ました。まず「村議会」のバナーが

他のバナーなどと混在しているので埋

もれている。これでは本当に村議会の

HP にアクセスしてほしいという意識

があるのか疑わしくなります。また HP

の体裁はなんとなく親近感を持てませ

ん。無機的に項目が箇条書きにされて

並んでいるからだと思います。それぞ

れの項目に対して、その内容を説明す

る文章や写真などがあった方が、多く

の人が理解できると思います。議会の

仕事内容に関して村民も多少は勉強が

できるような手法があれば村議会に対

する理解、ひいては村民の声を反映で

き る 議 会 に 繋 が る と 思 い ま す 。

  （40 代男性） 

・議会のホームページがあることは知
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っていますが、詳細に読んだことはあ

りません  （40 代女性） 

・見やすい内容だと思いました 

  （40 代女性） 

・興味ある事項しか閲覧しなかったが、

少し読みづらかったかな 

  （50 代男性） 

・目的の事案にたどりつくのが難しい。

メニュ ーの 作り 方に工 夫 がほしい

  （50 代男性） 

・特に何も感じなかった 

  （50 代女性） 

・見やすい （50 代女性） 

・動画映像が美しい良いと思います。

パフレットをめくる形のものは見にく

いし、普通のコンテンツの方が良いの

ではと思う （50 代女性） 

・HP とすればまあまあうまくまとまっ

ている（中身はともかく） 

  （50 代女性） 

・議会の内容が理解できてよい 

  （50 代女性） 

・形式的で真摯に向き合ってない感じ

がした  （50 代女性） 

・記載内容、作り方等には問題がない

が、HP にたどり着くまでに時間がかか

る。もう少し簡単にたどり着けたら、

読みにいく人も増えるのではないだろ

うか。  （50 代女性） 

・質問・報告が多いようで。もっと討

論の様子にも興味がある 

  （50 代女性） 

・議会だより以上の内容か。ホームペ

ージを そこ まで 見たい と 思わない

  （50 代女性） 

・一般的で売りが感じられなかった 

  （50 代女性） 

・一般質問者名、質問内容など議会が

始まる前に載せるべきだと思う。陳情、

請願の内容や審議の結果はどこを調べ

れば出ているのですか。（50 代女性） 

・質問・批判よりも「こうした方がよ

い」というような具体的な意見を述べ

た方がよいと思う。批判は誰でも言え

る。  （50 代女性） 

・文面ばかり多く、文面すべてを読む

気になれない。写真、図等も多く入れ

てはどうか。 （60 代男性） 

・議会だよりの配布が無駄だからホー

ムページを見ている （60 代男性） 

・事務的な殺伐としたホームページで

村民に理解して貰おうとする意識が感

じられない。村民の代表としての議員

の意識に欠けるホームページ 

  （60 代男性） 

・内容が不十分。議論していない 

  （60 代男性） 

・会議録を検索しやすくすること 

  （60 代男性） 

・その場で見たので良く伝わった 

  （60 代男性） 

・全体的に発言が検討中とか確認中と

か情報収集との声が多い、スピード感

をもって解決対応していただきたいと

思います  （60 代男性） 

・道路の修理とか村民として余り興味

がわかない事ばかり、もっと観光地と

しての新しい目線での話し合いをして

欲しい  （60 代女性） 

・広報無線の内容がアップされている

のが良い  （60 代女性） 

・議員の質問レベルが低い。ディスカ

ッション的な臨場感にかける 

  （60 代女性） 

・文章読解にくらべ要点がとらえにく

い  （60 代女性） 

・その時は欲しい情報が無かった 

  （60 代女性） 

・審議の内容がよく分かってよい 

  （60 代女性） 

・議事録なので発言どおりの記載は理

解できるがわかりづらい（60 代女性） 

・興味があることがあったから 

  （60 代女性） 

・行政情報（白馬村の財政）にミスが

散見された。数字を扱う場合は複数の

職 員 よ る チ ェ ッ ク が 必 要 で す 。

  （70 代男性） 

・HP 掲載情報は村民の立場で編集して

ほ し い 。 要 求 を 満 足 し て い な い

  （70 代男性） 

・村で重要な案件とか、災害の折とか

  （70 代男性） 

・親近感がある （70 代男性） 

・活気があり面白い （70 代男性） 

・質問時間の制限はあまり必要ないの

ではないか （70 代男性） 

・各議員の考え、要望、村の現状等々

が知ることができる （70 代女性） 

 

Q6Q6Q6Q6----2222 議会ホームページを見たことが議会ホームページを見たことが議会ホームページを見たことが議会ホームページを見たことが

無い理由は無い理由は無い理由は無い理由は    

・活用する機会が無かった（20 代男性） 

・あることを知らなかった（20 代男性） 

・興味がわかない為 （20 代女性） 

・興味があまりない （20 代女性） 

・今興味がわかない （20 代女性） 

・普段県外に下宿しているため見る機
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会がない  （20 代女性） 

・興味なし （30 代男性） 

・意識的に HP を見ようとする労力が

ない。わかりやすい配布物の方が良く

目にする  （30 代男性） 

・長時間やっているので、要点をわか

りやすくしてくれたら見ようと思う

  （30 代男性） 

・議会の事に対して知ろうという欲が

無いため  （30 代男性） 

・行政はあるが、ページを開いたこと

がない  （30 代男性） 

・白馬村のホームページは知っていま

したが、村議会のホームページがある

ことはでは知りませんでした 

  （30 代男性） 

・特に必要性を感じない（30 代女性） 

・興味がわかない為 HP がある事自体

知らなかったです （30 代女性） 

・ホームページがある事を知らなかっ

た  （30 代女性） 

・関心がないため （30 代女性） 

・興味がない （30 代女性） 

・PC を見ている時間がない 

  （30 代女性） 

・興味が無い （30 代女性） 

・存在を知りませんでした（30 代女性） 

・あまり興味がない （30 代女性） 

・興味がない （30 代女性） 

・あまり関心がないため（30 代女性） 

・特に見る機会がなかっただけです 

  （30 代女性） 

・興味が無いので （30 代女性） 

・見たくなるようなブランディングが

なされていない （40 代男性） 

・PC がない （40 代男性） 

・特に必要性が無かったため 

  （40 代男性） 

・関心がない （40 代男性） 

・見ようという気持ちが無かった 

  （40 代男性） 

・議会だよりを見ている為、必要ない

と思い見ていない （40 代男性） 

・議会だよりでおおよその内容が知れ

るので  （40 代男性） 

・特に進んでみようと思わない 

  （40 代男性） 

・特に興味がない （40 代男性） 

・HP があることすら知らなかった 

  （40 代男性） 

・興味がない （40 代男性） 

・議会のは見たことがないが他の HP

は更新されていなかったりで情報とし

て活用できないためあまり開かない

  （40 代男性） 

・興味がない （40 代男性） 

・関心が湧かないから（40 代男性） 

・意識してみようとしなかった。今後

確認してみたい。 （40 代男性） 

・見ようと思ったことがない 

  （40 代男性） 

・パソコンをあまり利用しないため 

  （40 代女性） 

・ホームページｅｔｃ、パソコンを開

く時間がない （40 代女性） 

・白馬村議会のホームページに関心な

いため  （40 代女性） 

・必要を感じたことがない（40 代女性） 

・議会だよりをチラッと読んだから 

  （40 代女性） 

・わざわざＰＣを立ち上げたまで見る

気がない  （40 代女性） 

・パソコンが家にない為（40 代女性） 

・時間がない 興味がない（40 代女性） 

・パソコンをあまり使わない 

  （40 代女性） 

・ユーテレ、議会だよりで済ませてい

るので特にＨＰを見ようとは思ってい

なかった  （40 代女性） 

・存在を知らなかった 知っていたと

しても見ないと思う （40 代女性） 

・HP があることを知らなかった 

  （40 代女性） 

・忙しいからゆっくりみられない 

  （40 代女性） 

・見てみたいと思ったことがあまりな

い 。 い つ も お 決 ま り の 質 疑 応 答

  （40 代女性） 

・白馬村のホームページは見たことが

あるが、議会のホームページがあると

は知らなかった （40 代女性） 

・議会のＨＰがあることを知らなかっ

た。見る時間があまり無いので特別興

味のある内容でないと見ないと思う

  （40 代女性） 

・あまりＨＰに興味がありませんでし

た  （40 代女性） 

・議会だよりを読むから（40 代女性） 

・時間がない （40 代女性） 

・知らなかったので 議会だよりを読

んでいるので （40 代女性） 

・ホームページがある事を知らなかっ

た  （40 代女性） 

・特に必要と感じたことがなかった 

  （40 代女性） 

・機会がなかった （50 代男性） 

・ホームページを開いてまでの興味が

ない  （50 代男性） 
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・議員に期待していない。(地震対応他

の問題に対しての）また、質疑、回答

内容にも期待していない（50 代男性） 

・議会だよりとユーテレ白馬でほとん

どわかるので （50 代男性） 

・インターネットがない（50 代男性） 

・議会だよりを読んでいるので。 見

る時間 （ホ ーム ページ を ）がない

  （50 代男性） 

・インターネットを見ない。時間もな

い。  （50 代男性） 

・まったく知らなかった。ホームペー

ジアドレスをもっと公表してほしい

  （50 代男性） 

・議会をいつやって何時に放送されて

いるかわからない （50 代男性） 

・知らなかった （50 代男性） 

・ホームページの存在を知らない 

  （50 代男性） 

・ＨＰが見にくい。村議会までが深い。

ＰＤＦは見るのが面倒です 

  （50 代男性） 

・議会だよりと同等だと思ったから 

  （50 代男性） 

・必要性がない （50 代男性） 

・パソコン使用していません  

  （50 代男性） 

・たまたま目に触れる機会がなかった

  （50 代男性） 

・めんどうくさい （50 代男性） 

・特に強い興味がないので（50 代男性） 

・わざわざパソコンを開いて見る時間

もないし、ひまもない（50 代男性） 

・見ている時間が取れない（50 代女性） 

・パソコンが無い （50 代女性） 

・知りたいことがあれば見たかもしれ

ない  （50 代女性） 

・ホームページがある事を知らなかっ

た  （50 代女性） 

・ＨＰの存在を知らなかった 

  （50 代女性） 

・ＰＣが苦手なため （50 代女性） 

・ＨＰある事を知らなかった 

  （50 代女性） 

・特にないが議会だよりを読んでいれ

ばそれ以上は必要ないかと思っている

  （50 代女性） 

・特に興味が無い （50 代女性） 

・そこまで興味がわかない（50 代女性） 

・特に見る必要が無かったため 

  （50 代女性） 

・あること自体知らなかった。また興

味がない  （50 代女性） 

・パソコン使用できず見たことがあり

ません  （50 代女性） 

・「議会だより」と同じと思っていた。

違いがあるのか？「議会だより」の最

後等に一言加えてもらい、ホームペー

ジを見て欲しいと （50 代女性） 

・パソコンがありません（50 代女性） 

・興味がない （50 代女性） 

・関心がない （50 代女性） 

・今の村長では見ても意味がない 

  （50 代女性） 

・わざわざ議会のＨＰをあけない 

  （50 代女性） 

・知らなかった （50 代女性） 

・議会だよりを読むので（50 代女性） 

・興味がない 村議の選出から地区の

問題解決の為だけの様な気がしてなら

ない。考え方がその場しのぎ、先を見

据えた 問題 提起 が無い よ うに思う

  （50 代女性） 

・そもそも見ようと思った事がない 

  （50 代女性） 

・議会だよりをみるので（50 代女性） 

・介護しているのでテレビは見るがホ

ームページまで開くことがないので

  （50 代女性） 

・議会だよりを読むから（60 代男性） 

・パソコンが使えない（60 代男性） 

・興味がない （60 代男性） 

・ＰＣは苦手 （60 代男性） 

・アドレス不明 （60 代男性） 

・インターネットはやっています 

  （60 代男性） 

・パソコンが出来ない（60 代男性） 

・ＰＣが苦手 （60 代男性） 

・ホームページがあるのを知らなかっ

た  （60 代男性） 

・関心がない （60 代男性） 

・「議会だより」を読むから。今度見て

みたい  （60 代男性） 

・あまりネットを見ない（60 代男性） 

・パソコンがない （60 代男性） 

・議会だよりで要点を知っているから

  （60 代男性） 

・興味がない。見ても体制に変化なし

  （60 代男性） 

・パソコンの使い方を知らない 

  （60 代男性） 

・パソコンがない （60 代男性） 

・興味がわかない （60 代男性） 

・知りたいことがなかった（60 代男性） 

・議会だよりを見ているから 

  （60 代男性） 

・パソコンなし （60 代男性） 

・関心がない （60 代男性） 
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・知らなかった （60 代男性） 

・仕事大事 （60 代男性） 

・ユーテレ白馬及び議会だよりで必要

事項を見るから （60 代男性） 

・見る方法がない （60 代男性） 

・興味がない （60 代男性） 

・パソコンをあまり使用していない 

  （60 代男性） 

・知らなかった （60 代男性） 

・ホームページがあることを知らなか

った  （60 代男性） 

・インターネットが入っていない 

  （60 代男性） 

・知らなかった （60 代男性） 

・パソコンがない （60 代男性） 

・議会だより、ユーテレで情報を得て

いる  （60 代男性） 

・議会だよりで足りている（60 代男性） 

・知らなかった （60 代男性） 

・知らなかった （60 代男性） 

・見てもどうしようもない（60 代男性） 

・パソコンが自分で操作できないため

  （60 代男性） 

・パソコンができない（60 代女性） 

・パソコンそのものが無い（60 代女性） 

・ある事もしらない （60 代女性） 

・ＰＣを開くのが不得意（60 代女性） 

・議会だよりを読んでいるので 

  （60 代女性） 

・パソコンを開く時間が無い 

  （60 代女性） 

・加入していない （60 代女性） 

・ホームページがあることを知りませ

んでした  （60 代女性） 

・中継もホームページも知らなかった。

もっと宣伝したほうがいい 

  （60 代女性） 

・時間的余裕がない （60 代女性） 

・ユーテレ、ＨＰ、どちらもありませ

んので  （60 代女性） 

・パソコンがなし （60 代女性） 

・パソコン、スマホ、持っていない為 

  （60 代女性） 

・パソコンは持っていない（60 代女性） 

・興味が無い （60 代女性） 

・ホームページがあることに関心がな

かった  （60 代女性） 

・忙しくて時間がとれない 時間にゆ

とりが出るようになれば傍聴等に参加

したいと思っております（60 代女性） 

・パソコンをやらないので（60 代女性） 

・パソコンが使えないから見られない 

  （60 代女性） 

・興味が無い （60 代女性） 

・あまりパソコンを開かない 

  （60 代女性） 

・パソコンの立ち上げが面倒。それほ

ど興味がわかない。 （60 代女性） 

・パソコンがない （60 代女性） 

・知らなかった （60 代女性） 

・知りませんでした （60 代女性） 

・インターネットは使えない 

  （60 代女性） 

・パソコンができない（60 代女性） 

・議会だよりを読んでいるから 

  （60 代女性） 

・見ても内容がわかりません 

  （60 代女性） 

・パソコンはやらないので  

  （60 代女性） 

・パソコンで開いてまでも見ません 

  （60 代女性） 

・インターネットをやらないか 

  （60 代女性） 

・パソコンがなし （60 代女性） 

・ユーテレで見ているからです。ホー

ムページを見ることがない（インター

ネットが接続されていない） 

  （60 代女性） 

・ＰＣをあまり使わない（70 代男性） 

・現在、特に知りたい事項が無いため、

知りたい事項が出てくれば見ると思い

ます  （70 代男性） 

・特にない（あまり知らなかった） 

  （70 代男性） 

・使いかた、機械が無いし無関心 

  （70 代男性） 

・ホームページなるものを知らない 

  （70 代男性） 

・パソコン、ネットない（70 代男性） 

・インターネットに頼らないで、村民

の興味がわくように （70 代男性） 

・パソコン持たず （70 代男性） 

・他に情報を得ている（70 代男性） 

・「議会だより」で十分（70 代男性） 

・特に必要性を感じない（70 代男性） 

・パソコン使わない （70 代男性） 

・パソコンはやっていません  

  （70 代男性） 

・求めて情報を得たいと思わない 

  （70 代男性） 

・パソコンなし （70 代男性） 

・時間がない （70 代男性） 

・お金が無いから？広報誌で見るから

少し遅 れて もが まんを し ています

  （70 代男性） 

・インターネットにつながっていない

  （70 代男性） 
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・関心がない。ユーテレ白馬だけでい

いと思う。 （70 代男性） 

・インターネットなし（70 代男性） 

・インターネットがないから 

  （70 代男性） 

・仮設でインターネットに接続してい

ない  （70 代女性） 

・昨年地震で、購入して３日駄目にな

り、高価なので買うのも考え、建物に

金がかかるのでやめるしかありません

  （70 代女性） 

・パソコン使ってないので（70 代女性） 

・機械音痴のため （70 代女性） 

・インターネットをやっていない 

  （70 代女性） 

・少々パソコンはやりますが、インタ

ーネットはわかりません（70 代女性） 

・特に興味がないため（70 代女性） 

・老人世帯でパソコンができません 

  （70 代女性） 

・インターネットの設備が無いから 

  （70 代女性） 

・ホームページの開き方を知らない 

  （70 代女性） 

・パソコンがない （70 代女性） 

・インターネットに未加入（70 代女性） 

・パソコンがないから（70 代女性） 

・機械音痴で （70 代女性） 

・インターネットがない（70 代女性） 

・パソコンは苦手 扱いが解らない 

  （70 代女性） 

・議会だよりを良く読んでいるので 

パソコンが使いこなせない（70 代女性） 

・パソコンをやっていない（70 代女性） 

・パソコンなし （70 代女性） 

・パソコンの取り扱いがわからないか

ら  （70 代女性） 

・パソコンを使えません（70 代女性） 

・見かたがわからない（70 代女性） 

・パソコンの調子が悪い（70 代女性） 

・ホームページを見たことがない 

  （80 代男性） 

・未加入故よくわからない（80 代男性） 

・知らなかった （80 代男性） 

・パソコンに接続してない（80 代男性） 

・高齢のため （80 代男性） 

・ユーテレ白馬でほとんど見ているの

ですが、質疑についてもう少し確信に

迫った話をしてもらいたい 

  （80 代男性） 

・議員の質問が同じことを聞く事が多

いので、各自が村民の意見を聞き議会

で進めてもらいたい  

  （80 代男性） 

・選挙で信頼されている人たちだから

  （80 代男性） 

・時々ユーテレ白馬がいいです 

  （80 代女性） 

・私は高齢者ですので動作が鈍くなっ

てはかどりませんので結構一日中忙し

く落ち着いてテレビも見ている時間が

ありません。ホームページ等開く事も

できません。家族の帰りが遅いので食

事の支度等も大変です。現時点では差

し迫った事実を処理していくのに精い

っぱいの状態です。 （80 代女性） 

・関心がない。ホームページの意味が

わからない （80 代女性） 

・ＰＣをつかえない （80 代女性） 

・パソコンを使えない（80 代女性） 

・家にはなにもない （80 代女性） 

・視力低下で困難 （90 代女性） 

・パソコンは知らない（90 代女性） 

・年だから （90 代女性） 

 

Q7Q7Q7Q7----1111 議会報告会に参加しない理由議会報告会に参加しない理由議会報告会に参加しない理由議会報告会に参加しない理由    

・興味があまりない （20 代男性） 

・議会の決定を信用しているため 

  （20 代男性） 

・都合がつかないと思われる  

  （20 代男性） 

・勤務の方が先 （20 代男性） 

・あまり関心がないです（20 代男性） 

・今白馬に住んでいないので  

  （20 代男性） 

・学生の為、県内（村内）に居ない事

が多いから （20 代男性） 

・時間がない （20 代男性） 

・都合のいい日に議会がやっていない

  （20 代男性） 

・わざわざ行ってまでのものだと思わ

ない 時間の無駄 （20 代女性） 

・村民の声でなく（意見に対しての）

議員の回答に対して興味がわかない

  （20 代女性） 

・時間がない （20 代女性） 

・多忙なため。広報等資料になってい

れば目を通すかもしれない 

  （20 代女性） 

・報告会に参加したところで白馬村民

のプラスになるような会にしてもらえ

るのでしょうか （20 代女性） 

・書面を読み上げるだけなので配布で

十分  （30 代男性） 

・村政に対する関心が低い（30 代男性） 

・興味のないことの方が多いから 

  （30 代男性） 

・仕事が忙しく時間をつくるのが難し



24 
 

い。タイミングがあれば是非行きたい

  （30 代男性） 

・仕事で時間が合わない（30 代男性） 

・興味があれば参加する（30 代男性） 

・議会だよりの充実で十分と考えるた

め  （30 代男性） 

・白馬村に住んでいるからこそおもし

ろいと思える事が少ない、もしくは無

い  （30 代男性） 

・重要なことだとは思うが、面白くな

さそうなため （30 代男性） 

・忙しいため （30 代男性） 

・仕事をしている時間だから  

  （30 代男性） 

・参加してもなにも変わらないし、意

見も受け入れてもらえない。なんでも

予算がないで終わり、それをどうした

ら 予 算 が と れ る か に は な ら な い

  （30 代女性） 

・議会報や人からの話しで内容は知る

ことができるから （30 代女性） 

・報告会に行く時間がない（30 代女性） 

・傍聴だけなら参加しなくてもいいか

なーと思うから（報告のみで） 

  （30 代女性） 

・参加しても今の生活が変わる訳では

ないから  （30 代女性） 

・あまり期待がもてない（30 代女性） 

・子育てと仕事で忙しく参加できない

（興味 がな い訳 ではあ り ません）

  （30 代女性） 

・ムダ  （30 代女性） 

・子どもが小さいので連れて行くこと

が難しいです （30 代女性） 

・興味がない （30 代女性） 

・子どもが小さいこと。仕事を持って

いるので時間がとれない。（30 代女性） 

・どんな事が行われているのかわから

ないから  （30 代女性） 

・時間がない （30 代女性） 

・仕事と子育てで時間がとれない。内

容 に よ っ て 都 合 つ け て 行 き た い

  （30 代女性） 

・内容によっては参加してもいいと思

うが、白馬をもっと住みやすい村にと

いう感じが村全体に感じられないため

興味がわかない。（30 代女性） 

・興味のある内容があれば参加するか

もしれません （40 代男性） 

・報告をわざわざ出向いてまで聞きに

行く気になれない （40 代男性） 

・区の配りもので確認できるため 

  （40 代男性） 

・関心が無い （40 代男性） 

・仕事が休めない。子どもが小さい 

  （40 代男性） 

・仕事の関係で出席できないと思う 

  （40 代男性） 

・報告だけなら議会だよりでよいと思

う  （40 代男性） 

・興味がない （40 代男性） 

・時間がない。報告なら後で議会報を

読めばよい （40 代男性） 

・平日は仕事の為、参加が無理。週末

であれば可能 （40 代男性） 

・あまり期待していないので  

  （40 代男性） 

・その「報告」に対して反対意見や次

の政策などにつながるような意見を表

明できる場が制度的にあれば参加した

いという動機が大きくなるかもしれま

せん。  （40 代男性） 

・仕事上不可能と思われます 

  （40 代男性） 

・参加する時間がないと思う  

  （40 代女性） 

・議会だよりなどを読んで、しっかり

議会というものを理解してから参加し

たいから。 （40 代女性） 

・議会だよりで確認できるので 

  （40 代女性） 

・自分の生活時間、心情にゆとりがな

いため  （40 代女性） 

・議会だよりを見るから（40 代女性） 

・仕事を休んだり家庭より優先するこ

とはできない （40 代女性） 

・だいたいが平日昼間になるので、忙

しくて行かれない （40 代女性） 

・多忙のため時間がありません 

  （40 代女性） 

・まだ子育て中なので時間の余裕がな

いので  （40 代女性） 

・その為に時間を作ることが難しい 

  （40 代女性） 

・全く興味なし （40 代女性） 

・用事を優先するため（40 代女性） 

・ユーテレ中継で十分です（40 代女性） 

・忙しく時間がとりづらい（40 代女性） 

・議会だよりに集約されていると思う

ので  （40 代女性） 

・時間が取れない （40 代女性） 

・いつ行われているのか知らない 

  （40 代女性） 

・仕事、家事、子供の事で忙しく、中々

時間がとれない。興味深い内容であれ

ば 夫 に お 願 い し て 行 っ て も ら う

  （40 代女性） 

・時間のムダ （40 代女性） 
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・よく知らないから （40 代女性） 

・時間に余裕がない （40 代女性） 

・時間がとれないと思う（40 代女性） 

・議会だよりを報告と思って読めばよ

いと思うから （40 代女性） 

・多忙の為 （40 代女性） 

・そんな時間はない （40 代女性） 

・あまり興味がない （50 代男性） 

・仕事柄時間がない （50 代男性） 

・時間が無い （50 代男性） 

・ぬるい行政と対する議会の姿勢に期

待などできないから （50 代男性） 

・暇がない （50 代男性） 

・興味がない （50 代男性） 

・忙しい  （50 代男性） 

・議会だよりで十分です（50 代男性） 

・議会だよりで十分だと思う  

  （50 代男性） 

・仕事が忙しい （50 代男性） 

・時間ありません （50 代男性） 

・その為の時間が作れない（50 代男性） 

・そういうことがある事をしらない 

  （50 代男性） 

・仕事の為時間が取れない（50 代男性） 

・迷当  （50 代男性） 

・仕事を休んでまでも参加はできない。

（時間に余裕がないので）（50 代男性） 

・議会だよりで十分 （50 代男性） 

・参加する時間がとれない（50 代女性） 

・行く時間が合わない（50 代女性） 

・ユーテレでの報告ならいいと思うが、

場所時 間が 決ま ってい る と難しい

  （50 代女性） 

・時間が無い （50 代女性） 

・母の看護の為、家をあける時間が制

限されるため （50 代女性） 

・時間が無いため （50 代女性） 

・年々、益々興味が薄れていく 

  （50 代女性） 

・時間がとれない （50 代女性） 

・必要ない （50 代女性） 

・絶対にしないという訳ではないが、

優先順位は低い。 （50 代女性） 

・報告会は紙面で十分（50 代女性） 

・時間がありません （50 代女性） 

・多忙のため （50 代女性） 

・参加したところでなにも変わらない

から  （50 代女性） 

・地域の議員さんが地域住民に対して

説明や話す事もなく、議会が遠くなっ

ている  （50 代女性） 

・仕事でたぶん時間なし（50 代女性） 

・もっと議員ひとりひとりが村民の立

場にかえるべき （50 代女性） 

・報告する必要があるのなら、村民全

員に報告する義務があると思うので、

参 加 型 の 報 告 会 は 必 要 で は な い

  （50 代女性） 

・参加しない→ではなく「できない」

仕事を休んでまでは行けない 

  （50 代女性） 

・日程、時間等が都合つけば参加する

かなと思います （50 代女性） 

・参加しないではなく、参加したいが

時間的制約になると思う。一回限りで

はなく、何回か開催する必要がある。

平日夜間・休日・平日昼間など出てみ

たいなと思う時間設定が必要になる 

  （50 代女性） 

・直接身近に感じないため（50 代女性） 

・もし参加して直接質問しても、うま

くはぐらかしそうだから（50 代女性） 

・めんどくさい （50 代女性） 

・議会だよりでおおまかな情報はわか

るので  （50 代女性） 

・仕事中のため （50 代女性） 

・傍聴はしてみたいがいかれないので

  （50 代女性） 

・結果を聞くのはあまり意味がない。

自分の意見や考え方が予算や施策に反

映すると思えば参加したい。そういう

場は区（三役しか参加できない）にし

かない（区と行政） （50 代女性） 

・仕事をしているから。時間があれば

参加しようと思う。 （60 代男性） 

・身体不自由 （60 代男性） 

・聞いても同じ くだらない 

  （60 代男性） 

・議会だよりで見ている  

  （60 代男性） 

・その時にならなければわからない 

  （60 代男性） 

・開催の時間にもよるが、昼は忙しい

  （60 代男性） 

・関心ある内容なら参加する  

  （60 代男性） 

・他府県からの移住住人には地域の議

員に親近感がない （60 代男性） 

・関心が無い （60 代男性） 

・村民の意見が反映されていないと思

うから  （60 代男性） 

・村の大事会議だから（60 代男性） 

・多忙のため （60 代男性） 

・興味がない 時間もない 

  （60 代男性） 

・自営の仕事をしていて時間がない 

  （60 代男性） 

・議員の質が悪すぎる（60 代男性） 
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・報告会に行くのがめんどう 

  （60 代男性） 

・開催日時の他との優先順位で 

  （60 代男性） 

・特に関心がない （60 代女性） 

・仕事が昼間の時間なので行けれない

  （60 代女性） 

・議会だよりを読むので 

  （60 代女性） 

・参加しても聞いてきたということだ

けになり、意見を言う機会がないと思

うので  （60 代女性） 

・ユーテレ白馬で見る（60 代女性） 

・時間が取れない （60 代女性） 

・時間的にいけない （60 代女性） 

・日中仕事に出ていたら時間的にも無

理だし、自分の日々の生活におわれ、

議会の こと まで 考える 余 裕がない

  （60 代女性） 

・時間がとれない （60 代女性） 

・病気のため （60 代女性） 

・聞いてもあまり変わりない 

  （60 代女性） 

・深刻に思わない （60 代女性） 

・平日はなかなか忙しい（60 代女性） 

・どちらともいえない（60 代女性） 

・参加したいと思わない（60 代女性） 

・興味がない （60 代女性） 

・興味がわかない （60 代女性） 

・時間が取れない （60 代女性） 

・ケーブルテレビを見ても、それほど

活発な感じを受けない。質問する方も

される方も原稿を読んでいるだけのよ

うに感じられる。 （60 代女性） 

・時間が無い （60 代女性） 

・忙しくて （60 代女性） 

・重要な案件のみ参加したい。日常は

ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 把 握 し た い 。

  （60 代女性） 

・いそがしいし、あまり関心がもてな

い  （60 代女性） 

・議会報告会も興味がない事はないの

ですが、議会と若い世代との交流とい

うものが、今はもっとも必要な気がし

ます  （60 代女性） 

・参加した方が良いと思うが、議会だ

よりを読む （60 代女性） 

・ウィークデイの日中は時間がとれな

い  （60 代女性） 

・ユーテレ白馬で見ることができる 

  （60 代女性） 

・仕事で参加できない（60 代女性） 

・議会だよりを読んでいる 

  （60 代女性） 

・機会がない （60 代女性） 

・共感できる議員がいない（60 代女性） 

・レベルがアップすれば考える 

  （70 代男性） 

・参加しないのが年齢の為かおっくう

である  （70 代男性） 

・高齢のため （70 代男性） 

・議題によって参加する（70 代男性） 

・外出はほとんどしない（70 代男性） 

・議会議員は俺等の代表ととらえてい

る  （70 代男性） 

・すみません。行政も議会にもなんと

なく期待できません。ゴミ集積所、あ

るいはゴミ回収すら無い村に何を期待

出来るのか（生活の基本であり行政の

責任）  （70 代男性） 

・わざわざ出向くほどの事ではない様

に思います （70 代男性） 

・何を言っても聞いてくれない 

  （70 代男性） 

・テレビ視聴 議会だよりで十分 

  （70 代男性） 

・仕事さがしが先で、いまのところ行

けない  （70 代男性） 

・必要ない 区の総会で聞いている 

  （70 代男性） 

・関心が無い。当地区の元村議員の非

常識さにあきれて。(和田野地区） 

  （70 代男性） 

・議会の議題と生活上の色々な要望と

かけ離れているから （70 代男性） 

・今まではなかったけど、今度あった

ら 1 回参加してみたい（70 代女性） 

・体調の都合で （70 代女性） 

・あまり有意義と思わない（70 代女性） 

・足が不自由なため （70 代女性） 

・仕事（努め）と重なった場合はいけ

ない  （70 代女性） 

・意欲的に興味をもてる事項がない 

  （70 代女性） 

・時間が無い 腰痛のため座っている

のがつらい （70 代女性） 

・足が無い （70 代女性） 

・長時間きいていられない（70 代女性） 

・交通手段がない （70 代女性） 

・1 回質問して 1 回回答して、それで

終わり、どの議員も公務員のやり取り

は同じことの繰り返し。納得しても、

しなくても、全て終わり（70 代女性） 

・議決どおり行政がなされていれば、

それが報告と思う。また関心もなく出

かける 意欲 も無 く年を と りすぎた

  （70 代女性） 

・身体的理由により （70 代女性） 
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・わからない （70 代女性） 

・体調が良くありませんので 

  （70 代女性） 

・高齢になったので （70 代女性） 

・高齢なので、わざわざ出向くのはお

っくう  （70 代女性） 

・行く足がない （70 代女性） 

・議員に託す （70 代女性） 

・もっと議員さんに活躍していただき

たい  （70 代女性） 

・高齢だから （70 代女性） 

・是非と誘われればいく。興味関心の

ある話題のときはいく（70 代女性） 

・別に関心がない （80 代男性） 

・参加する価値がなさそうだ 

  （80 代男性） 

・必要ない （80 代男性） 

・仕事が忙しくなかなか時間の都合が

つかない  （80 代男性） 

・たまたま参加する （80 代男性） 

・足を運ぶ事が大変 （80 代男性） 

・乗り物がないから （80 代女性） 

・年齢的に参加できない（80 代女性） 

・高齢のため （80 代女性） 

・高齢だから （80 代女性） 

・言ってみたいという欲はありますが、

行く足もないし、私の年で理解でき得

な い だ ろ う と 思 っ て し ま い ま す

  （80 代女性） 

・関心がない （80 代女性） 

・病気にて出席できない（80 代女性） 

・わからない （80 代女性） 

・あまり興味がない （80 代女性） 

・最近は足の調子が良くないので出ら

れない  （80 代女性） 

・老人で耳が遠い （80 代女性） 

・身体的理由 （80 代女性） 

・体調悪く病院通い 腰痛 一人では

どこへもいく事が出来ない（80 代女性） 

・老人でわからないから（80 代女性） 

・年より  （90 代男性） 

・外出は難しい （90 代女性） 

・年を取って出たくない（90 代女性） 

 

QQQQ8888----1111 議会議会議会議会を傍聴したことがないを傍聴したことがないを傍聴したことがないを傍聴したことがない理由理由理由理由    

 

・白馬に住んでいないので（20 代男性） 

・学生の為、県内（村内）に居ないこ

とが多いから （20 代男性） 

・今までその気がなかった為 

  （20 代男性） 

・ 都 合 の い い 日 に や っ て い な い

  （20 代男性） 

・興味がない （20 代女性） 

・時間が無い （20 代女性） 

・知らない （20 代女性） 

・そういった機会があることを知らな

かった  （20 代女性） 

・白馬村のために村民の為にやってい

るとは思えないから （20 代女性） 

・いつやっているか知らない 

  （30 代男性） 

・書面を読み上げるだけなので配布で

十分  （30 代男性） 

・村政に対する関心が低い  

  （30 代男性） 

・平日の昼間は仕事だから  

  （30 代男性） 

・直接生活に関係があると思えないか

ら  （30 代男性） 

・今まで行政に興味がなかったため傍

聴しようと考えたことがなかった。最

近は行政にとても興味があるのでテレ

ビで議会をみるようにはしている。

  （30 代男性） 

・仕事中のため （30 代男性） 

・平日昼間は仕事。いつ議会があるか

知らない。議会だよりで十分  

  （30 代男性） 

・入りづらい。日程も知りづらい。 

  （30 代男性） 

・平日の議会を傍聴することができな

いため  （30 代男性） 

・存在を知らなかったため（30 代男性） 

・白馬村の出身ではなく、白馬村にき

てまだ日も浅いためだと思います。

  （30 代男性） 

・時間的余裕がない （30 代男性） 

・いつやっているのか。どうやって参

加できるのか知らない（30 代女性） 

・平日仕事をしているから。議会報や

人からの話しで内容は知ることができ

るから  （30 代女性） 

・行く時間がない （30 代女性） 

・知らなかった （30 代女性） 

・あるのを知らない （30 代女性） 

・子どもが未就学児のためいけない

  （30 代女性） 

・行く時間がない （30 代女性） 

・いつやっているか知らない  

  （30 代女性） 

・一般質問がいつ行われているのか知

らない事が理由です。また時間的に余

裕がないため （30 代女性） 

・いつやっているのか知らないから

  （30 代女性） 

・機会がない （30 代女性） 

・時間が無い （30 代女性） 
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・日中仕事で都合つけられない 

  （30 代女性） 

・忙しくて行かれないし、行こうと思

った事もない （30 代女性） 

・機会がない （40 代男性） 

・興味のある議案があれば傍聴するか

もしれません （40 代男性） 

・呼びかけ（来てくださいって）がな

い。たぶん時間もあわない 

  （40 代男性） 

・傍聴する機会がいままでなかった

  （40 代男性） 

・自分自身に関係する重要な議題が無

い場合が多く、つい無関心になってし

まうため。父や母が傍聴したことがあ

り、私が足を運ぶまでもなかったから。

  （40 代男性） 

・開催時期を知らない、ひまがない

  （40 代男性） 

・考えたことがない （40 代男性） 

・平日など仕事で傍聴している時間は

ありません （40 代男性） 

・議会だよりを通し情報を入手できる

と思う  （40 代男性） 

・興味がない （40 代男性） 

・若年ほど平日に時間のとれる人は少

ないのでは？村政に関心を持てってい

うこと自体、今の若者には、今の情勢

では無理があると思う。（40 代男性） 

・平日は無理 （40 代男性） 

・いつ行われているか知らないので

  （40 代男性） 

・一般質問の内容が事前にわかれば興

味がある質問がなされる時には傍聴に

行きたくなるかもしれません。そもそ

も議会がいつ開催されていて、誰が、

どのような立場の議員さんが質問なさ

るのか知りませんが。（40 代男性） 

・時間があわない （40 代男性） 

・必要がないので （40 代男性） 

・特に理由はないが、議会にあがる前

に意見を聞いたり話したりする機会が

あるとよい （40 代男性） 

・議会開催中は昼間が多く、仕事上不

可能であると思います。（40 代男性） 

・時間が取れない。内容がわからない。

  （40 代男性） 

・機会がなかった。 （40 代男性） 

・時間が無い （40 代女性） 

・機会がない （40 代女性） 

・いつやっているのかもわからないし、

時間がない （40 代女性） 

・いつやっているかわからず、という

か関心が無かったため（40 代女性） 

・傍聴が出来るという事すらしらなか

った  （40 代女性） 

・仕事を休んだり、家庭より優先する

ことはできない （40 代女性） 

・休みが取れない （40 代女性） 

・まだ子育て中なので時間の余裕がな

いので  （40 代女性） 

・時間が無い （40 代女性） 

・ い つ や っ て い る の か 知 ら な い

  （40 代女性） 

・時間が無い （40 代女性） 

・時間 がと りづ らい、 入 りにくい

  （40 代女性） 

・めんどくさい （40 代女性） 

・行く機会がない。個人がわざわざ傍

聴に行くのは難しいと思う。例えば学

校のＰＴＡとか、地区の青年会、婦人

会のような組織で「体験傍聴」のよう

な企画をすれば行く人もいると思う。

  （40 代女性） 

・ い つ 行 わ れ て い る か 知 ら な い

  （40 代女性） 

・仕事、家事、子供のことで忙しく、

中々時間が取れない。興味深い内容で

あれば、夫にお願いして行ってもらう

  （40 代女性） 

・意味がないと思うから（40 代女性） 

・いつかるかよく知らない（40 代女性） 

・ 傍 聴 し よ う と 思 っ た 事 が 無 い

  （40 代女性） 

・機会がなかった （50 代男性） 

・仕事でいけない （50 代男性） 

・行く時間が無い （50 代男性） 

・仕事時間中で休めない（50 代男性） 

・多くが事前調整（質疑）で満足して

いると考えられる議会に傍聴する必要

ないのでは （50 代男性） 

・仕事があり、昼の時間中は難しい

  （50 代男性） 

・時間が無い （50 代男性） 

・時間が無い （50 代男性） 

・ 平 日 の 昼 間 は 仕 事 を し て い る

  （50 代男性） 

・仕事  （50 代男性） 

・日中は仕事をしているため 

  （50 代男性） 

・機会がなかった （50 代男性） 

・日程を知らない （50 代男性） 

・ユーテレ白馬で見たから（50 代男性） 

・仕事が忙しい （50 代男性） 

・時間ありません （50 代男性） 

・その為の時間が作れない（50 代男性） 

・仕事をしているため忙しい  

  （50 代男性） 
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・時間が無い （50 代男性） 

・会社 を休 んで までと は 思わない

  （50 代男性） 

・事前に提出された質問及び回答、棒

読みだけでは意義がない（50 代男性） 

・傍聴 の仕 方が わから な い。迷当

  （50 代男性） 

・今まで興味がなかった（50 代男性） 

・仕事を休んでまでも参加はできない

(時間に余裕がないので）（50 代男性） 

・必要性を感じない （50 代男性） 

・時間が取れない （50 代男性） 

・参加する時間がとれない（50 代女性） 

・ 行 き づ ら い 又 時 間 が と れ な い

  （50 代女性） 

・ 仕 事 が あ り 、 時 間 が あ わ な い

  （50 代女性） 

・興味なし （50 代女性） 

・母の看護の為６か月前に京都より引

っ越しをしてきたために、場所の把握

がよく出来ていません（50 代女性） 

・議員 の皆 々様 が考え て ください

  （50 代女性） 

・仕事で中々時間が取れない 

  （50 代女性） 

・ 日 中 に そ の よ う な 時 間 が な い

  （50 代女性） 

・チャンスがない （50 代女性） 

・日程があわない （50 代女性） 

・平日は仕事をしているため時間がと

れない。開かれた議会であれば、平日

の日中以外で開催されてもいいのでは

  （50 代女性） 

・時間も機会もないから（50 代女性） 

・多忙の為 （50 代女性） 

・行こうとは思わないから（50 代女性） 

・いつ 会期 であ るのか わ からない

  （50 代女性） 

・住民と地域代表議員とのコミュニケ

ーションがない為、積極的に参加には

なりにくい （50 代女性） 

・仕事で傍聴に行く暇なし（50 代女性） 

・平日の昼間なので、仕事を休まなけ

ればならない為。関心のあることにつ

いて、討論されるのであれば、ユーテ

レ白馬で見る事ができるので 

  （50 代女性） 

・参加しないではなく、できない。仕

事を休んでまでは行けない。  

  （50 代女性） 

・傍聴してみたい気持ちはあるが、時

間に余裕がないので （50 代女性） 

・直接身近に感じるため（50 代女性） 

・仕事を休んでまで傍聴する内容か、

よく分からないから （50 代女性） 

・傍聴の仕方も知らないし、いつ開催

されているのかもわからない  

  （50 代女性） 

・興味がわかない （50 代女性） 

・時間が無い （50 代女性） 

・なかなか時間がない（50 代女性） 

・介護で時間がない （50 代女性） 

・仕事をしているから、時間があれば

参加しようと思う （60 代男性） 

・議会がいつ開かれているかよくわか

らない  （60 代男性） 

・時間が合わない。仕事中（60 代男性） 

・批判ばかりして何も動きそうもない

話 し 合 い は 聞 い て も 仕 方 な い 。

  （60 代男性） 

・興味がない （60 代男性） 

・ユーテレで見るから（60 代男性） 

・ひまがない （60 代男性） 

・平日のため （60 代男性） 

・時間的に傍聴できない（60 代男性） 

・仕事等時間がない （60 代男性） 

・傍聴のやり方がわからない 

  （60 代男性） 

・ 時 間 が な い 又 時 間 が 合 わ な い

  （60 代男性） 

・ ユ ー テ レ 白 馬 を 時 々 見 て い る

  （60 代男性） 

・ユーテレ白馬にて議会中継が見られ

る  （60 代男性） 

・時間がないこと （60 代男性） 

・なかなか時間がとれない（60 代男性） 

・今現在、何を議題にしているのかも

わからない （60 代男性） 

・議会開催の期間がわからないし議題

も何かわからないため（60 代男性） 

・手当をもらっているので議員がやれ

ばいい  （60 代男性） 

・平日の開催なのでなかなか時間をと

って行けない （60 代男性） 

・仕事しているから （60 代男性） 

・勤め の関 係で 時間の 余 裕がない

  （60 代男性） 

・行く時間がない （60 代男性） 

・仕事が忙しい（議会の時間） 

  （60 代男性） 

・仕事で時間が合わず（60 代男性） 

・関心がない （60 代男性） 

・いつ行っているか知らない  

  （60 代男性） 

・仕事があるから （60 代男性） 

・勤務のため （60 代男性） 

・仕事で時間がない （60 代男性） 

・どうしても自分の仕事を優先にして



30 
 

しまう  （60 代男性） 

・議会開催日時が会社勤めと重なり傍

聴できない （60 代男性） 

・時間がない。行ってみたいとは思っ

ている  （60 代男性） 

・ 馴 れ 合 い 議 会 で 見 る 価 値 な し

  （60 代男性） 

・時間的に無理 （60 代男性） 

・傍聴しても発言できるわけではない

ので  （60 代男性） 

・議会に行くのが面倒（60 代男性） 

・今まで時間がとれない（60 代男性） 

・いそがしい （60 代男性） 

・行くチャンスがない。忘れるとかで

  （60 代男性） 

・どうせ傍聴しても自分の考えている

ことが、どうなるかと思えば、めんど

うかな  （60 代男性） 

・機会がないために （60 代男性） 

・仕事をしているので、そのための時

間がとれない （60 代女性） 

・行くきっかけがつかめない。いつな

のかはっきりわからない（60 代女性） 

・女性は参加しづらい（60 代女性） 

・村民に参加を促しているかわからな

いし、機会がないから（60 代女性） 

・時間的にいけない （60 代女性） 

・畑等が目に入ってしまい、優先的に

我が家の畑の方が先に（60 代女性） 

・質問することがない（60 代女性） 

・時間が無い （60 代女性） 

・情報が少なく、いつ開かれているか

も知らない。関心が持てない住民には

馴染みにくい （60 代女性） 

・いつ行っているか知らない 

  （60 代女性） 

・考えている以上の内容でないから

  （60 代女性） 

・興味がない （60 代女性） 

・仕事で休めないため（60 代女性） 

・仕事中なので （60 代女性） 

・ 機 会 も 興 味 も あ ま り な か っ た

  （60 代女性） 

・議会だよりやＨＰである程度の情報

が得られるため （60 代女性） 

・特にはないが、そういう機会がない

  （60 代女性） 

・仕事中  （60 代女性） 

・時間が無い （60 代女性） 

・機会が無かった。あえて行こうと思

わない  （60 代女性） 

・ ユ ー テ レ 白 馬 で み ら れ る か ら

  （60 代女性） 

・そういうことをしている、できるの

を知らなかった （60 代女性） 

・ウィークデイの日中は時間がとれな

い  （60 代女性） 

・仕事があって、休んでまでもは傍聴

しない  （60 代女性） 

・共感できる議員がいない 

  （60 代女性） 

・直接、年寄りにも多いに関わりがあ

るような課題でもあれば参加してみた

い  （60 代女性） 

・時間が無い（忙しくて）（60 代女性） 

・日時 等の 情報 を得ら れ なかった

  （60 代女性） 

・特に知りたい事項が今のところない

ので、知りたい事項が出てくれば参加

します  （70 代男性） 

・今までは作業の為、多忙であり時間

的にいけなかった （70 代男性） 

・書類を読んでいるだけ（70 代男性） 

・決められた議題を議員は原稿をつま

ずきながら読んで質問し、役場の課長

クラスの人間が原稿を読みながら答弁

する。本当に村の事を考えて議会を開

いているのか。すごく疑問を感じる。

がっかり  （70 代男性） 

・時間の無駄 （70 代男性） 

・質疑応答は事前にわかっているから

  （70 代男性） 

・議会だより及びユーテレ白馬で十分

  （70 代男性） 

・行政も議会にも何となく期待できま

せん。ゴミ集積所、あるいはゴミ回収

すら無い村に何を期待できるのか（生

活の基本であり、行政の責任） 

  （70 代男性） 

・得るものが少ないと考える 

  （70 代男性） 

・核心をえた議会を望む。議会中、議

員が寝ているものがいる。どうゆうこ

とか  （70 代男性） 

・いつ有るのかしらない。昼間時間が

とれない  （70 代男性） 

・テレ ビ視 聴、 議会だ よ りで十分

  （70 代男性） 

・毎日の生活が忙しくて足を運べない

  （70 代男性） 

・すこし時間的に合わない(本人）時間

を合わせて傍聴したい（70 代男性） 

・思いはあってもその場所で発言する

勇気がないです(後で後悔が多いです）

  （70 代男性） 

・関心がない。当地区（和田野地区）

の元村 議員 の非 常識さ に あきれて

  （70 代男性） 
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・議会だより等である程度頭に入って

いる  （70 代男性） 

・２０年位前は婦人会の役員等で傍聴

を何回かさせていただきましたが、現

在はユーテレで自宅で見聞できますの

で傍聴には行っていない（70 代女性） 

・ 勤 め が あ り 、 時 間 が な か っ た

  （70 代女性） 

・何年たってもよそ者という感覚には

興味なし  （70 代女性） 

・時間が無い。腰痛のため座っている

のがつらい （70 代女性） 

・足が無い （70 代女性） 

・行く機会がない （70 代女性） 

・どうやって傍聴したらいいか。いつ

議会を やっ てい るかも わ からない

  （70 代女性） 

・いつから議会が始まるのか。情報を

つかめない （70 代女性） 

・時間とチャンスがない（70 代女性） 

・パソコンがわからないから  

  （70 代女性） 

・以前婦人会に入っていた時にあるの

みで、最近はありません（70 代女性） 

・テレビを見ているから（70 代女性） 

・通常の議題のときはおまかせ。傍聴

席で疑問をもってもどうしようもない。

たまの傍聴で事の神髄はわからない。

  （70 代女性） 

・ねむたくなりそうだ（80 代男性） 

・出席する時間がとれない（80 代男性） 

・体調不良のため （80 代男性） 

・足を運ぶことが大変（80 代男性） 

・議会だよりやユーテレ白馬で十分

  （80 代男性） 

・議会だより、議員個人広報等により

知り得る事ができる （80 代男性） 

・年を取りすぎ忘れてしまうから。ユ

ーテレ白馬が一番見やすい 

  （80 代女性） 

・関心が余りない （80 代女性） 

・もうちょっと若かったら積極的にや

りますのにね。残念です（80 代女性） 

・めんどくさい （80 代女性） 

・家に居ても自分で出られないから

  （80 代女性） 

・興味がない （80 代女性） 

・婦人会があったり、民生委員をやら

せて頂いた頃は、何度か傍聴をさせて

いただきました （80 代女性） 

・ い つ や っ て い る か わ か ら な い

  （80 代女性） 

・歩行困難 （90 代女性） 

 

QQQQ10101010----1111 議会議会議会議会が住民の意見を反映してが住民の意見を反映してが住民の意見を反映してが住民の意見を反映して

いない、わからないいない、わからないいない、わからないいない、わからない理由理由理由理由    

 

・していない 家の前に廃屋があるが、

村内のあちらこちらで見られる。対策

が何年もされていない。財源不足だけ

で言い訳はできないのでは？お金のか

け 方 の 優 先 順 位 が わ か ら な い 。

  （20 代男性） 

・わからない どういう意見を住民が

だしているか知らないから（20 代男性） 

・していない 議員が議会で発言する

ときに住民の意見を聞いていない気が

する  （20 代男性） 

・わからない 議会内容をそもそも知

らない  （20 代女性） 

・していない 村長自身が態度がでか

すぎてダメです。職場にお客様として

来られた時、あまりにも横柄な態度で

ショックでした。村の長、村の顔とい

うことを自覚してほしい（20 代女性） 

・していない 昔からの考えではいけ

ないと思う。若い人たちの声を聞いて、

外からの風をもっと入れて将来につい

て話し合わなければいけないと思う

  （20 代女性） 

・していない 老人に関してばかり

     （30 代男性） 

・していない もっと若い世代の議員

が必要  （30 代男性） 

・していない 議会というものを詳し

く知っている訳ではありませんが、住

民の意見を反映しているようには感じ

ません。住民のために動いていただい

ているとは思いますが、焦点がずれて

いる気もします。あたりさわりない部

分やピンポイントな動きは感じられま

すが、この地で生まれ育った人、移り

住んできた人、外国人などさまざまな

人々が暮らす白馬村なので視野を広げ

るともっといろんな事が見えてくると

思います。 （30 代男性） 

・わからない 情報を得ていないから

  （30 代男性） 

・わからない 自分を含めて住民と議

員の接点をしらない （30 代男性） 

・わからない 何もわかっていない

  （30 代男性） 

・わからない 議員の活動が議案への

質問や一般質問などの質問を行ってい

るだけにしかみえないため。 

  （30 代男性） 

・わからない 議員の方 と話す

機会がなく、そもそも意見を伝えるこ
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とができていないため （30 代

男性） 

・わからない 恥ずかしながら、村議

会の実績を把握していないため判断で

きません  （30 代男性） 

・していない 子どもの遊べる雨天に

備えのある遊具が設置されている公園

が作られないから （30 代女性） 

・わからない 今の状況を把握できて

いないため （30 代女性） 

・していない 村が良くなっているの

が見えない。観光に変化が見えない

  （30 代女性） 

・わからない 見聞きしたことがない

  （30 代女性） 

・していない 公園の設置など村民か

ら声を上げても手間ばかりかかって結

局まったく取り上げられないという話

などを聞いているから（30 代女性） 

・わからない 興味がないのでわかり

ません  （30 代女性） 

・していない 自分たちが声を集めて

動いた「白馬に公園をつくる会」に関

しては反映しているとは思えない。多

くの署名を集めてお話しした事も村長

がかわればゼロに戻った事。多くの期

待があったのに残念。声を具体的にあ

げていくための手続、文書作成、流れ

等、一般住民がひとつ声をあげていく

のに、とても大変な内容だった。それ

だけの事をしないと声が届かないのか。

しかも行政の反応は慣れすぎている。

これくらいの数の署名はあつまってと

うぜん、何度も声をあげてくれないと

通らない等、とっても遠くに思えて残

念だった  （30 代女性） 

・わからない 住み始めたばかりで支

持している議員さんがいない。もっと

若い人がいればもう少し興味を持てる

と思う。  （30 代女性） 

・わからない 先ず自分がそういった

ものに興味がないため。村民の意見を

反映してくれているのか否かさえもわ

からない。ただ、他の市町村でもＩタ

ーンやＵターンなどに力を入れている

所もあり、そういうのに村長や役場の

人の給料をカットして運用している。

そういう事をしてみたらどうですか？

基本的に議員や公務員は信用できない。

  （30 代女性） 

・わからない 自分の知識不足です

  （40 代男性） 

・わからない 議会中継も見ていない

し、ここ最近は議会だよりも読んでい

ない  （40 代男性） 

・わからない 「全体の意見」を汲め

ば汲むほど具体的な施行は難しくなる

と思う。住みよくなっているという実

感はあまりないが、自分が気づいてな

いだけかもしれないので「わからない」

  （40 代男性） 

・わからない 継続中となっているば

かりで、実際に審議されているか疑問

がある  （40 代男性） 

・していない 反映するほど底辺の意

見を議員が把握しているとは思えない。

スキークラブ、その他組織の上層部の

いいように意見をとりまとめていると

しか思えない （40 代男性） 

・わからない 役所の方次第だと思う。

議員の人はそこまで自分で動けないと

思う  （40 代男性） 

・わからない 我々村民にとって良い

行政運営とは何か？見えてこない。議

論に入れる齢でもないので。関心が薄

いのもある。 （40 代男性） 

・わからない 内容すらわからない

  （40 代男性） 

・していない 自分の周囲の生活環境

が良くなっていないから。ゴミステー

ションがない等 （40 代男性） 

・わからない 住民の意見を議会、ひ

いては村の自治、行政に反映させるた

めには、そもそも住民の意見を議員さ

んが汲み上げる場なり機会がなくては

いけないと思いますが、議員や政党主

催の意見交換会のようなものが白馬村

では催されているのを見たことがない

から。  （40 代男性） 

・ わ か ら な い  見 て い な い の で

  （40 代男性） 

・わからない やるべき事をすればよ

いのでは、皆の意見反映とかいってな

にも出来ないのでは、また、すべき事

がわかっているのか。わからなくて住

民 の 意 見 を 聞 い て い る 様 で は 。

  （40 代男性） 

・わからない 議会の内容自体をわか

っていないため （40 代女性） 

・わからない 生活が前進していると

思えないので、白馬村が日本としてど

のような立場なのかが不明なまま、こ

れではただの田舎でしかなくなるでし

ょう  （40 代女性） 

・していない 議員が村民の意見を聞

いているように見えないから  

  （40 代女性） 

・わからない 議会だよりを熟読して
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いないのでよくわからない。これから

は今までより読んでみたいと思う。

  （40 代女性） 

・していない 何も変わらないから。

村長が議会の内容をわかっていない気

がする。基本的に質問にちゃんと答え

てないようにいつも思う。答えになっ

ていない。 （40 代女性） 

・していない 日々の生活にかえって

来るものがないと感じる  

  （40 代女性） 

・していない 事前に打ち合わせをし

ているのではないかと思うほど形式的

なやり取りばかりで核心をついた内容

（質問も回答も）になっていないと思

う。  （40 代女性） 

・していない 都合の良い方へともっ

ていくので意味がない（40 代女性） 

・していない 大抵否決（40 代女性） 

・していない 村民を考えていると思

えない。（一度議会だよりを読んで思っ

た）  （40 代女性） 

・わからない 議会で問題になってい

るのか明確でない。議員の単発質問に

終始している感じがする（50 代男性） 

・わからない 実感がない（50 代男性） 

・していない 住民のことを考えて活

動しているとは思えない方々ばかりに

見えます。議長さんの行動からも。議

長議員の皆さんは自分の行動を良く見

直して頂きたい。 （50 代男性） 

・わか らな い あまり 関 心がない

  （50 代男性） 

・していない 議員個人の意見の方が

大きく、もっと住民に接する機会を作

っていただきたい （50 代男性） 

・していない 議会の内容が村民にわ

かりにくい。もう少しわかりやすい情

報公開があった方が親しみやすくなる。

議会は生活の別物感が強い雰囲気があ

る。  （50 代男性） 

・していない ゴミ処理場建設問題が

あった時、議会は賛成し、住民投票で

中止になったが議会は解散しなかった

  （50 代男性） 

・わからない わからないからわから

ない  （50 代男性） 

・していない それが議会制民主主義

の一面だから （50 代男性） 

・わからない 住民の意見も知らない

ので判断できない （50 代男性） 

・していない 広く意見を聞いている

と思えない。地域を知らない。議員を

知らない。 （50 代男性） 

・していない 各議員の地区のみを対

象にしている （50 代男性） 

・わからない 一部の人の意見が通っ

ている様な気がする （50 代男性） 

・わからない 白馬村に興味がない。

ずっと住む気はない （50 代女性） 

・していない 行政のチェックが十分

に行われていないから（50 代女性） 

・していない 議員の皆々様が考えて

ください  （50 代女性） 

・わからない 村をよくしていく為の

議会なので、もっと建設的な質問、回

答をした方がよいのではないかと思っ

ている   （50 代女性） 

・わからない 議会がどのように活動

しているか理解していない（50 代女性） 

・していない そもそも住民の意見を

聞かない  （50 代女性） 

・わからない 議会で何をしているの

かがわからない。住民の意見というが、

具体的に何かがわからないので反映し

ているかどうかがわからない 

  （50 代女性） 

・していない 議員間で大筋結論が出

されてしまうから （50 代女性） 

・わからない 議会だよりを毎回読ん

でいる訳ではないので議会の内容につ

いて知ろうとする意欲が少ないかもし

れない。民意を反映しているのかよく

わからない。 （50 代女性） 

・わからない 議論されている内容が

難しく、又、質問・応答の順でなされ

ているが質問された方は、その応答を

聞くだけで、理解されているのでしょ

うか。ユーテレ白馬を見ていてもよく

理解できません （50 代女性） 

・していない 今の村をみればわかる

はず  （50 代女性） 

・わからない 住民の意見とは、一体

誰がどのように行政へ訴えているの

か？地区の議員がどの様に住民の意見

を把握 して いる のか不 明 である。

  （50 代女性） 

・していない 以前に納税でもめた時

に行政側の非は認めないで（固定資産

税）こちらの一方的ミスだと言い追徴

金を取られた。固定資産税を全く払わ

ない人が裕福に暮らしていたりして、

どういう事ですか。 （50 代女性） 

・していない あまり議員、議会に提

案する場がない。あったとしても気軽

に話ができたらいいと思う。一部の村

民で進めている。(白馬バーガー） 

  （50 代女性） 
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・していない 要望を聞かれた事がな

い  （50 代女性） 

・していない 要望を出したところで

反映されている気がしない（50 代女性） 

・わからない 議会の内容をちゃんと

把握していない為 （50 代女性） 

・していない 行政も含め、議会も住

民と一緒に課題を解決しようかという

姿勢ではない。まずは住民に対して、

今行政がかかえている課題を提示すべ

き。「一緒に考えて下さい」とお願いす

べき  （50 代女性） 

・わからない 村政に反映していない

と思う  （60 代男性） 

・わからない いちばん知りたい事が

よくわからない。たとえば下水道問題

  （60 代男性） 

・わからない 一部の批判的な意見ば

かりが目立つ。少数意見は多数意見で

はない。強い意見というのばかりが注

目されてはいけない。前向きな意見が

ほしい。  （60 代男性） 

・していない 区長～役場への意見が

通っていないと思う （60 代男性） 

・していない 補助金等はどのように

しているのか。ある人は大半を一人で

受けているように聞くが本当なのか？

対象者に対する周知等はどのようにし

ているのか （60 代男性） 

・わからない 今まで特に気にしてい

なかった  （60 代男性） 

・わからない 細かいところまでわか

らないので、何とも言えないが質問、

答弁はユーテレ白馬で見る事ができる

が、実際にどのように実行されたのか

知る機会が少ないような気がする。

  （60 代男性） 

・わからない 「今、村では〇〇のよ

うな問題があって今後〇〇の方向に動

いている」等の情報が伝わってこない。

自分が情報を見ようとしていないのか

もしれないが。議会報告会が有効だと

思う  （60 代男性） 

・していない 住民の意見を反映でき

る場面（村政の１から住民参加で進め

るという考え方）をあらゆる機会をつ

くって行っていくべき（60 代男性） 

・していない 白馬の性格上、神城地

区と北城地区の対立がありすぎる。地

域の利権に走りすぎ （60 代男性） 

・わからない 詳しい内容を知らない

から  （60 代男性） 

・わからない 何を討議しているか知

らないので答えようが無い（60 代男性） 

・していない 何をしているのか解ら

ない  （60 代男性） 

・していない 村民の代表の議員とし

て、村民のために活動しているとは到

底考えられない。また多くの議員は勉

強不足も甚だしい （60 代男性） 

・していない 定期的な議会報告・意

見交換会が行われていないため。村民

の身近な課題・問題点等が把握できて

いないと思う （60 代男性） 

・わからない 小さな区や別荘地等の

住民の意見が議会の中で反映されてい

るとは思えない （60 代男性） 

・ある程度 もう少し先を見据えた意

見、もう少しつっこんだやり取りがあ

っても良い。出した意見は最後まで確

認すること （60 代男性） 

・していない 前村長に関しては独断

が多かった様に思う （60 代男性） 

・わからない 「住民の声」をどこで

きいてくれるのかわからない。きいて

くれるのかもわからない。「住民の声」

をどこへ出せばいいのかわからない

  （60 代男性） 

・わからない 内容がよくわからない

  （60 代男性） 

・していない なるべくしてなってい

る人がいない。やる気のある人が議員

になっていない （60 代男性） 

・わからない 結果が見えてこない

  （60 代男性） 

・していない 議員は住民の意見を集

める事をしていない （60 代男性） 

・わからない 意見を話したわけでは

ないから  （60 代男性） 

・していない 議員の中にあまり学習

していない人がいるように感じる。村

の政治がどこに向いているのか?住み

やすさ（安全・安心）住民が主人公の

基本がなっていない （60 代女性） 

・していない 村民の苦しさが代弁さ

れていない （60 代女性） 

・わからない 判断する場がないので

わからない （60 代女性） 

・していない 役にたっていないから

  （60 代女性） 

・していない 個人の要望を聞いてい

ない。要望を誰に話せばいいのかわか

らない  （60 代女性） 

・ わ か ら な い  見 て い な い の で

  （60 代女性） 

・していない 議会は行政のチェック

機関です。又、村民の代表でもありま

す。もっと村民の意見要望などを吸い
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上げてほしい （60 代女性） 

・わからない 直接でも自分たちの意

見を聞いてもらう機会がない 

   （60 代女性） 

・未記入 ご自身（議員）に問われる

事柄かと思われますが（60 代女性） 

・していない Ｑ11 にある様に村民か

らの意見交換をしていない現状では思

わない  （70 代男性） 

・していない 議員は地域地区の利益

代表であってはならない。村政全体を

いつも前提にして考えていただきたい

  （70 代男性） 

・していない 一部の議員を除き、勉

強不足、議員は村全体の代表であるべ

きなのに、地区役員の推薦があれば当

選するような地区代表的な制度ではダ

メ。だから孫のこづかいかせぎのつも

りで出馬するか、というような不心得

者が出てくる。全村一区的な制度にな

るような制度改革が必要。特に村長選

挙は。  （70 代男性） 

・していない 村民に関係ある問題の

議案を最後まで解決しないこと。固定

資産税の非宅地の税金問題はどう解決

したのか。１０９件の最後まで解明し

たのか。どう処理したのか、わからな

い。  （70 代男性） 

・していない 全く反映していないと

はいわないが、第一に議員と村民の対

話が欠けていると思います。第二に、

ここ数年の間に何件かの不祥事が発生

しましたが、村政に対する議員のチェ

ック能力を高めるべきです（たとえば

下水道受益者負担金問題）（70 代男性） 

・わからない 「議会だより」だけで

なく議員活動報告書を年２回「議会だ

より」に掲載することを義務化せよ

  （70 代男性） 

・していない すみません。行政も議

会にも何となく期待出来ません。ゴミ

集積所あるいはゴミ回収すらない（生

活の基本であり、行政の責任）村に何

を期待できるのか。及び観光振興ばか

りで住民の生活福祉に熱心であるとは

思えない  （70 代男性） 

・ある程度 地区の集会などで意見を

聞いてほしい。村の歴史を知ってほし

い  （70 代男性） 

・していない 特定の人達の為の施策

は問題ある。４～５年前の環境整備と

してタタミ、サッシュ等々の補助金は

その一例。税金の無駄遣いである。（こ

の件は当時の太田村長に直接話した）

これによる経済効果の算定はどうであ

ったか。国県等の広範囲に及ぶ施策で

あれば良いが白馬村では仕入れ消費は

他の市町村に頼る。つまり村内に回る

金は少ない。 （70 代男性） 

・していない 本当に村のことを思っ

てやっているのか （70 代男性） 

・していない  を言っ ても返

事がない  （70 代男性） 

・していない もっと議論する場面が

ほしい。採決時の形式的なやり取りは

滑稽で観るに耐えがたい（70 代男性） 

・未記入  質問の意味がよくわから

ない  （70 代男性） 

・していない 当地区が商業地とされ

ているため、冬の雪の置き場所がなく

トラブルがある。テニスコートを所有

時税金が構築物とされ、高額な税金と

なり、観光立村とはいえず、テニスコ

ートを廃止にした。 （70 代男性） 

・ある程度 少数議員の意見も尊重し、

検討し、少しでもその方向に沿えるよ

うに話し合う必要がある（70 代男性） 

・していない 議員はもっと勉強すべ

き人が多い （70 代女性） 

・していない 閉鎖的で地元意識にか

たまっていると思える（70 代女性） 

・していない 各部落での植栽、村民

運動会、村のスポーツ祭等々、村民の

意見が取り入れられていない様に思う

  （70 代女性） 

・していない 議会だよりばかりでな

く、ユーテレ白馬で村の情勢等もっと

知りたい事がたくさんあります。でき

れば同じ番組ばかりでなく新しい番組

に取り組んでほしい （70 代女性） 

・わからない ユーテレ（2～３回）、

議会だよりの情報のみで、住民として

の意見も主義も何も持ち合わせていな

いため  （70 代女性） 

・わからない どういう事をやってい

るのかわからない （70 代女性） 

・わからない 議論している事柄で、

まわりくどい言いかたが多く、時間の

無駄遣い。もっと簡潔に、誰にも分か

るように前もって整理してから発言し

てください。「・・・してございます。」

の役人言葉も丁寧のつもりでしょうが、

うんざりします。 （70 代女性） 

・わからない 住民の意見を反映しな

ければならない （70 代女性） 

・わからない 枝葉にとらわれない為

政者のポリシーというか、理念のよう

なものがよくわからないので、やって
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いること全てうわべだけの理解になる。

自分の努力も十分でないのだから・・・

へんな意見ですね （70 代女性） 

・わからない みないから（80 代女性） 

・わからない 私のユーテレで見た議

会に限っては、すっかりお膳立てが出

来ていて関連質問もないし、反対もな

い。かたちばかりの見せる議会のよう

にしか思えない （80 代女性） 

・わからない どの位住民の意見を聞

いているか疑問である（80 代女性） 

・わからない 世の中それほどかわら

ない  （90 代女性） 

 

QQQQ11111111----1111 議会に必要な改革は【その他】議会に必要な改革は【その他】議会に必要な改革は【その他】議会に必要な改革は【その他】    

    

・年代別議員制 （20 代男性） 

・村議会の廃止 （20 代女性） 

・選挙のシステム。どう考えても老人

の人数が多い時代、若者がいくら選挙

に行っても老人の投票率にはかなわな

い。２０代、３０代の議員の確保をし

てください。若者も政治に興味ある人

はたくさんいます。 （30 代男性） 

・書面の読み上げだけなら、交付、配

布で十分。慣例に則った議題ばかりで、

実際に村で何が必要か、まったく認識

していない。白馬村の観光産業の視点

からも若返り、外国人からの積極的な

議会参加が望ましい （30 代男性） 

・保守的な考えを捨てる事。白馬村は

大きく変化する事を避けている気がし

ます。ただでさえ苦しいこの時代に守

りに入ってしまったら生活は圧迫され

る一方です。今、行政にテコを入れて

しっかりした変革をしなければ次の世

代、またその次の世代の生活も苦しい

ままです。村民に優しい行政、白馬村

で暮らしたいと思える環境、白馬村へ

遊びに行きたいと思える宣伝広告、村

民の生活の底上げは今すぐ必要なので

はないでしょうか。 （30 代男性） 

・改革が必要なのか分かりません。村

民の声をよく聞き精一杯やっていただ

いていると思います。（30 代男性） 

・若者が村政に関わりたくなるような

改革  （30 代男性） 

・議員数の削減は必要ないと思います

が、議員が村政に対して何をしている

の か ア ピ ー ル し て も ら い た い 。

  （30 代男性） 

・インターネットをもっと活用してほ

しいです。とりあえず村議会中継はネ

ットに動画としてアップロードしてい

つでもすきなときに誰でも見る事がで

きるようにしてほしいです（30 代男性） 

・もっと若手が議員になるといいと思

う  （30 代女性） 

・議員の方の意識改革（30 代女性） 

・子育て支援の充実について 

  （30 代女性） 

・子育ての支援ルームの利用を大町や

小谷の人達も利用できるようにしてほ

しい  （30 代女性） 

・若い議員がたくさん出てくると、村

の 雰 囲 気 も 変 わ っ て く る と 思 う

  （30 代女性） 

・地区ごとに開催(議会報告会）しても

らえたら意見を言いやすいと思います。

議員さんが遠いので意見を言って良い

のか迷う  （30 代女性） 

・子育て出産支援。議員の意識改革。 

  （30 代女性） 

・議員年齢の改革。古い考え方をなく

す為  （30 代女性） 

・学校や園、支援ルーム等出向いて、

足を運んで、未来を背負う子供がどう

成長しているのか困っているのか見る

べき。議員の方の考え方、とらえ方の

かたよりと時代にあってない考え方

  （30 代女性） 

・どこの家庭でも気軽にユーテレが見

られればいいのにと思う。（30 代女性） 

・他の市町村では、子どもが生まれた

ら祝い金みたいなものがあるところも

あるとメディア等で見たことがありま

す。白馬村もやった方がいい。ろくに

仕事しない公務員の給料は減らして白

馬村のために工夫してほしい 

  （30 代女性） 

・興味をひくようなマーケティング

  （40 代男性） 

・意見交換会のみならず村内をきちん

と見て何が必要か見極めていっていた

だきたい  （40 代男性） 

・改革よりご自分たちが何をなすべき

か、しっかり足元を見た方がよいので

は  （40 代男性） 

・行政主導では無理だと思う 

  （40 代男性） 

・政策提言の実行力、確実な遂行、結

果の追求と次世代への指針の明確化。

（この村は物事をあいまいにしすぎる

と思う）民意の収集方法の検討（目安

箱の設置など） （40 代男性） 

・議員は自分の区だけでなく、村全体

で物事を考えるべきだと思う  

  （40 代男性） 
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・委員会がかなりあの数があり、議員

さんが掛け持ちで担当されているよう

ですが、必ずしも各分野の専門家でも

ない議員さんが委員会でしっかりと仕

事ができるようにする為のサポート等

の体制はあるのでしょうか？ 

  （40 代男性） 

・白馬 高校 アメ リカン ス クール化

  （40 代男性） 

・村を「えっ」とおどろくような見た

目の変化。反対はあるでしょうが、他

からは入村、来客を増やすための第１

歩として。 （40 代女性） 

・議員一人一人の意識改革。村民の為

なのか、自分の為なのか（40 代女性） 

・子ども達にも議会を見せたり、関心

を 持 つ よ う な 活 動 を し て ほ し い

  （40 代女性） 

・村長の変更。もっときちんとした政

策方針や目標がある人になってもらい

たい。がっかりした。（40 代女性） 

・議員の質の向上を （40 代女性） 

・ 役 場 職 員 の あ い さ つ な ど 教 育

  （40 代女性） 

・議員の年齢の高齢化が気になります。

若い方に出て欲しいが報酬の低さが気

になります。村長報酬は高すぎます。 

  （40 代女性） 

・議員 その もの の意識 改 革が必要

  （40 代女性） 

・古くさい（田舎）考えをやめる 

  （40 代女性） 

・電車の便が悪すぎる（40 代女性） 

・議員の質 （40 代女性） 

・小さいことより、村の為、村民に影

響あることを考えてほしい。出産手当

を考えたり、子どもの病院代を考えて

ほしい。結果の出る仕事をしてほしい。

甘すぎる。 （40 代女性） 

・議員報酬が高いだか、安いだかわか

らない。議員活動の行動内容（配って

くれた）毎日のように行動している（議

会を除いて） （50 代男性） 

・一般質問。くだらない質問が多すぎ

ます。もっと勉強してください。 

  （50 代男性） 

・外国人の無法な行動犯罪が目に余る。

事件等をおこしても隠して公表せず、

誘客ばかりに力を入れ、外国人の「白

馬は何をしてもＯＫ」と思わせており、

治安がかなり悪化している。条例を作

り安心して村民が外を歩けるようにし

て ほ し い 。 正 直 泣 き 寝 入 り で す

  （50 代男性） 

・地方議会の中でも白馬村は報酬が低

い。これでは若年層の議員は生活出来

ない為辞退してしまう。財政が苦しい

のはわかるが、良い政治のために考え

てほしい。 （50 代男性） 

・議会だよりに良い紙を使いすぎ、経

費をかけず必要事項を公表できる最低

限の状態でよい （50 代男性） 

・財政が苦しいのであれば議員だけで

はなく職員給与、人員も検討すべき

  （50 代男性） 

・議員の知識と良識不足（50 代男性） 

・アンケートより足で聞くべきではな

いか  （50 代男性） 

・議員のレベル向上のための勉強及び

試験の実施 （50 代女性） 

・議会の改革というよりも、それ以前

に議会開催までに議員の方がもっとも

っと一人一人の村民の意見を聞き、村

を盛り上げるにはどうすれば良いのか

を知る活動をするべきであり、その延

長上に実のある中身のある発展的な議

会の開催へとつながると思う。村民が

おらが村が一番と誇れる村づくりの為、

情熱をもって仕事をしていただきたい

  （50 代女性） 

・議員の団結 （50 代女性） 

・議会だよりが手に入らない人にとっ

てはホームページも大切なので双方の

充実  （50 代女性） 

・もっと村民に身近にアットホームに

話ができる場所があってもいいかな

  （50 代女性） 

・意見交換会で来てくださいではなく

て「出ていく」ような形式もありかな

と思います。例えば企業や各施設に出

向いて行って、改まった形ではなく、

茶話会的な所から村民の求めている事

や提言などを拾い上げて行って下され

ばと個人的な意見です（50 代女性） 

・外国人観光客、定住者が増加してい

ます。数年後の白馬村の姿が心配です。

村としての対策、方針をお願いします

  （50 代女性） 

・議会で行っていいことかわかりませ

んが、白馬村の長期計画をいろいろ情

報を取り入れ、若い人たちで進めてい

ってほしい。思いつきが多いのでは。 

  （50 代女性） 

・地区別に立候補するのではなく、政

策を打ち出して当選したら、この様に

尽力したいという姿勢で臨んでほしい。

よそから来た者たちにとって、議会は、

何の為なのか、地区の利害の向上とし
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か見えない。もっと５年１０年先の白

馬村の進むビジョンを考えられる若い

（よそ者）が立候補できる議会になれ

ばもっと興味がもたれ、意見もでるの

では。  （50 代女性） 

・役場職員の給与の見直し（60 代男性） 

・議員の質の向上。もっと勉強してほ

しい（１年生議員） （60 代男性） 

・各年代層の意見をよく聞く 

  （60 代男性） 

・問題点を継続的に議論をすること

  （60 代男性） 

・手当と称し出す報酬減らしてほしい

  （60 代男性） 

・村職員、議員の報酬見直しをすべき

である。報酬に見合った仕事をしてい

るのか。都会のレベルにならわなくて

も村の内状にあった内容にし、その中

でしっかりやっていただく。 

  （60 代男性） 

・住民意見を反映できる場面（村政の

１から住民参加で進めるという考え方）

をあらゆる機会をつくって行っていく

べき  （60 代男性） 

・赤字村決算なのに議員報酬をもっと

けずれ （60 代男性） 

・村民 との 意見 交換を も っと開催

  （60 代男性） 

・議員数を減らしても、議員の報酬等

を上げる  （60 代男性） 

・情報公開を積極的に（60 代男性） 

・ 議 員 さ ん は 勉 強 し て い ま す か

  （60 代男性） 

・下水道を早く作ってほしい 

  （60 代男性） 

・議員になった以上は、それになりに

日々勉強してほしい。また議員の資質

が問われている事に気づいてほしい。

一議員の前に—人間としての常識を認

識するべきだ。 （60 代男性） 

・各地区でのミニ集会  

  （60 代男性） 

・下水道問題など責任を明確にしてい

ない。第三者等（役場の職員は参加せ

ず）特別委員会を議員ではなく設置す

る必要あります （60 代男性） 

・行政から補助金をもらって運営して

いる事業者の中心者が議員の立場にい

るのはおかしいと思うが、又、その事

業者から村が物品を購入していること

はもっとおかしいが、議会でその話が

出ないのはもっとおかしい。議会改革

の前にやる事があるのでは。（60 代男性） 

・議員仲間の充実。賛成（良い）する

意見（質問）が出た時は賛同する事も

必要である （60 代男性） 

・意見を聞くのも特定の人の話ししか

きかない。地元の人達、他から移り住

んできた人たちの格差がはげしい。誰

の話しでもきちんと向き合って真剣に

聞 い て く れ る 姿 勢 を 求 め た い 。

  （60 代男性） 

・ただ単に議員報酬だけをもらう議員

であってはならない。地区割立候補で

なく、白馬村全国区型立候補型に人材

のある人を推選して立候補してもらう。

外部から移住してきた人に立候補して

もらいたい （60 代男性） 

・子どもと老人（年齢制限有）の無料

化（保育費や温泉とか）（60 代男性） 

・村をよくするアイデアを募集し、議

員だけで決めない。発送を変える事が

大事である。 （60 代男性） 

・議員自身の学び。やる気（ほとんど）

議会、委員会を傍聴していますが、何

も意見を言わない人がいますが、村政

と国政は対等です。自身の意見を言っ

てほしい。 （60 代女性） 

・もっと若い人がやるべき（60 代女性） 

・議会だよりについては、発行をより

早く  （60 代女性） 

・一問一答の進め方はいいと思います

が質疑の内容でときには少々提出から

ズレてしまっても、より活発な質疑が

行われるよう柔軟性が欲しい。(内容に

よっては時間が伸びてもＯＫ）下を向

いて読み上げているばかりでは困りま

す。（答弁が只長すぎて中身に乏しいの

では）  （60 代女性） 

・村の将来（１０年から２０年）のす

がたがみえない （60 代女性） 

・白馬村の自然は本当にすばらしいの

で、村全体が一体となって観光に力を

入れ、お客が大勢来てもらえるように

力を入れてほしい （60 代女性） 

・地区推選ではなしに全体を見通せる

こと  （60 代女性） 

・女性村議に対して蔑視を感じます

  （60 代女性） 

・議会報告会や意見交換会をもっと多

く。各地区の公民館やスーパーとかで

開催してほしい。若い人達向けにはイ

ンターネットなどで発言していくこと

も大切だと思う （60 代女性） 

・ずっと同じパターンの議会だよりも

どんなものでしょうか。村民が興味持

って拝読出来るものにしてほしいです

ね  （60 代女性） 
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・地元選出の議員と話し合える場（な

んでも発言できる雰囲気）があればと

思う  （60 代女性） 

・議員を選出する前に問題があるので

はないでしょうか （60 代女性） 

・いつでも見られるアーカイブ録画放

送があると助かります（60 代女性） 

・自治体（地域）の基盤構築の充実を

図る  （60 代女性） 

・議員の質問の仕方（議会における）

が勉強不足なのか少し弱いように思い

ます。なれあいになりすぎ（60 代女性） 

・村民との意見交換会は大切な村民と

の議論の場ですが、建て前論で終わっ

てしまう場合が多いと思います。少数

でも良いので、本音で話し合える場が

必要と考えます （60 代女性） 

・議員の政策提言能力を深化させ村の

方向性等を切実感をもって取り組んで

いくスピーディーさ、多方面にわたる

意見聴取の実施など、現実を直視して

の前進を望みます （60 代女性） 

・議員数を減らし、議員そのものを仕

事をしないでボランティアか日給制度

に し た 方 が 良 い の で は な い か 。

  （60 代女性） 

・行っておられるとは存じますが、先

進自治体等への学習研修を増やしてく

ださい  （70 代男性） 

・議員数の削減を。村民との対話をし

ても、それに十分対応できる議員が何

人いるのか疑問 （70 代男性） 

・請願、陳情の締め切りがあるが、白

馬村議会は締め切りをなくすことはし

ないのか。また陳情をするときにどう

すれば、採用されるのか知りたい。請

願、陳情を全部書いて欲しい。 

  （70 代男性） 

・議会会議規則や議会申し合わせ事項

は前近代的な内容であり、改革すべき

です。具体的に指摘するにはとうてい

スペースが足りません。（70 代男性） 

・村営住宅の意見を聞かない 

  （70 代男性） 

・議員 の情 熱向 上。議 員 数の削減

  （70 代男性） 

・地方法に依りますが議員はなくても

いい（地区長を議員として）地区は今

より抑えて細かい地区構成をしてもら

いたい（区長には日当として）出席に

ついて支払い、財政は少額になるので

は  （70 代男性） 

・議員定数の削減、夜間議会の開催、

左記の改革により現在仕事を持ってい

る人で意欲をもった人が議員に立候補

できると思う （70 代男性） 

・定数は１０人、報酬は日額  

  （70 代男性） 

・議員報酬は日給制が良い  

  （70 代男性） 

・ほとんどの事が伝わってこない。議

会は人の意見を聞いて来ない  

  （70 代男性） 

・議会は行政をチェックするのが役目 

行政と同じ立場で活動しているのでは

ないかと感じる。議長の挨拶等をきい

ていると村長が言うことを繰り返して

いるように聞こえる （70 代男性） 

・ホームページについて、お年寄りで

行っていない（そういう人も大勢ある

かと思う） （70 代男性） 

・目的意識を具体的に結果を求める審

議を期待する （70 代男性） 

・外人対策（条例の設置）このまま売

買の自由を許していたら、白馬村の実

態が消失してしまう。その意味でなん

らかの規制は必要。条例を設けてこそ

白馬村への愛情を育てる。（70 代男性） 

・若者の参加が欲しい。４０代５０代

の意見を求める。議会に参加する志を

求める。以上の行政の姿勢と行動を求

む  （70 代男性） 

・地域での雇用拡大等について検討実

施を求める （70 代男性） 

・滞納についてもっと議会で検討して

ほしい  （70 代男性） 

・ゴミ問題に対して明確な方針が知り

たい  （70 代男性） 

・小さなことでも村内を見て回り、村

の中の様子を知ることだと思います。

勉強会を開きよく学習してください

（議員さん） （70 代女性） 

・議員自身の資質向上（70 代女性） 

・無線でホームページから閲覧と言う

言葉を聞きますが、私達の年代には関

係のない事なので気にしませんが、若

い人に も出 来な い人も い るかも？

  （70 代女性） 

・個人名様の新聞折り込みはよく読み

ます。考えさせられる面もあります。

対応しているのですか？まだ他にも難

問あるのでは。議員の方も同じような

一般質問するのではなく、私達の代表

議員です。見苦しい議員さんおられま

す。勉強し動いてください。 

  （70 代女性） 

・今の時代、予算もなければ仕事もな

いのに 議員 は少 なくて す むと思う
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  （70 代女性） 

・白馬村は観光立村です。もっと観光

について誘客について検討してくださ

い。魅力ある村にしていくには、まわ

りくどい老人は不要です 

  （70 代女性） 

・議員はもっと村民との意見交換をど

んどんやって役場の職員を使ってほし

い  （70 代女性） 

・若い方の議員さんを入れないと、と

思います  （70 代女性） 

・広報白馬のイントネーションのくせ

が気になる （70 代女性） 

・議会だよりの充実。読みたくなるよ

うな編集になっていない。全般に印象

が固い  （80 代男性） 

・昔と違い生活がいそがしいので議員

になりたい人が不足がちである。若い

人の政治離れも問題である（80 代男性） 

・ほとんど今までになされている事で

大事な項目又は制度ですので、今後も

続けて周知願いたい （80 代男性） 

・高齢の者としましては病院が近くに

ない事は大変なことです。バスも鉄道

も不便で困っています。雪の日等、大

町病院までは困難です。村に総合病院

ができれば安心です。（80 代女性） 

・アドバイザー（専門家による）の活

用  （80 代女性） 

 

QQQQ12121212 ご意見（自由記入）ご意見（自由記入）ご意見（自由記入）ご意見（自由記入）    

・無駄な税金を使うな（20 代男性） 

・ 駅 前 の ア ウ ト レ ッ ト モ ー ル 化

  （20 代男性） 

・高速道路の延長 （20 代男性） 

・住民税が高い （20 代男性） 

・本年度よりゴミ袋に区と個人名を記

入することになったが、個人情報がう

るさくなっている今の時代には考えら

れない事だと思う。はっきり言って時

代錯誤も甚だしい （20 代男性） 

・若者の興味をしめすものへ 

  （20 代女性） 

・医療が充実していない。村内の病院

で お 大 町 の 病 院 に 回 さ れ ま し た

  （20 代女性） 

・本当に白馬のことを思っている人に

村長になってほしい。そうすれば議会

にも興味がわく （20 代女性） 

・そもそも議会で何をするのかがわか

らないし、意見が反映されるとは思え

ないので興味がわかない  

  （20 代女性） 

・子育て世帯臨時特例給付金ですが１

人 3,000 円ってゆうのは少なくない

ですか。昨年は 1 万円だったのに。そ

れならお金を復興資金にあてるとかで

もいいと思いますが。でも少しでもと

いう気持ちは嬉しいですが、優先する

のは復興だと思います  

  （20 代女性） 

・大学を卒業後は白馬村に戻ってきて

住みたいと考えています。震災復興を

はじめ、住みやすい村づくり期待して

います （20 代女性） 

・観光が魅力なのに村全体で誘致活動

が少なすぎる。閉鎖的な老人の考えに

嫌気がさしてきて、このままでは移住

も考える。時代に合わせてグローバル

に柔軟に改革してください。（今の議員

では無理そうだけど）（30 代男性） 

・移住者への応援は何もしないのか。

大町、小谷には移住者への応援がある

のに何故白馬には？ （30 代男性） 

・任期を終えた時に胸を張って村民に

活動を報告できる様な建設的な議論を

していただきたい （30 代男性） 

・世界に通用する山岳リゾートを目指

し、しっかりとした観光戦略を打ち立

て、アピールしていく。それに伴い条

例を見直し制定していく。インフラも

整備し雇用も生む。天候に左右されな

いテーマパークやショッピングモール

なども必要と考えます。夏と冬の繁忙

期に頼るのではなく、一年を通してい

つでも楽しめる観光地づくり。古い考

えに固執するのではなく、新しい流れ

をつくらなければいけません。今しっ

かりとした基盤を作り、明るい未来を

次の世代につないでいくべきです。

  （30 代男性） 

・晴れでも雨でも、夏でも冬でも、村

民でも観光客でも、小さな子供連れの

家族が、いつでも楽しく過ごせる場所

が少ないので、そのことについて盛り

上 げ て い た だ け た ら 嬉 し い で す

  （30 代男性） 

・10 年後、20 年後の村のビジョンを

明確にイメージできるものが欲しい。

それを村民が共有し、各々がそのビジ

ョンに向かって事業展開していければ

  （30 代男性） 

・村民の声が村に届くのか？途中で中

断していないかと思います。もう少し

熱意を・・・私達も聞く耳を開きます 

  （30 代男性） 

・議員さんにきちんと村政を学んでい

ただき、色々な政策提言を行ってもら
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いたい。議会で検討→村政への反映と

いうサイクルで。 （30 代男性） 

・来客数の少ない日、スキー場、ラフ

ティング、パラグライダー等村民であ

れば通常より安価で参加できれば良い

と思う。シーズン券等は特に。どのみ

ち空でリフトは動いている。若者が興

味を持てる村政に。 （30 代男性） 

・私は白馬村は観光を重視して発展し

ていくべきだと思っています。スイス

のチロル地方のような人工物と自然が

うまく調和した風景、そういうのを目

指すべきだと思っています。白馬村は

自然は素晴らしいですが、街並みはそ

うでもありません。白馬駅前などはと

てもイケてるとは思えません。これら

を少しずつ変えていくべきだと思いま

す  （30 代男性） 

・子どもが遊べる公園等をつくってほ

しい  （30 代男性） 

・白馬村で育ち、一度違う街で子育て

をして、去年戻ってきましたが、子育

て支援が充実していないように思いま

す。平日いつでも遊べる室内施設の充

実、医療制度の充実をのぞみます。（病

院での支払いの祭、いったん自分で支

払って後で振り込まれますが、初めか

ら直接払っていただける制度が導入さ

れると嬉しいです。多くの市町村が実

施していると思います。）（30 代女性） 

・ユーテレ白馬の活用の中で、時間帯

の検討。２０～４０代の子育て世帯の

落ち着く時間帯、21 時以降あたりはど

うでしょうか （30 代女性） 

・当地区から議員が二人出ております。

議員個人への意見 （30 代女性） 

・白馬村では何故風疹の予防接種の助

成が子どもしかないのでしょうか？他

市町村では妊娠を望んでいる夫婦も行

っています。 （30 代女性） 

・議会そのものが何をしているのかし

りません  （30 代女性） 

・ 白馬高にお金をかけて、これ

から維持管理をどうしていくのか。ビ

ジョンを持って行ってほしい。子ども

を持つ親としては進学校にならない以

上 通 わ せ た い と は 思 わ な い で す

  （30 代女性） 

・支援ルームを充実させてほしい。白

馬は冬だけ白馬に住んでいる人がいる

が、住民票が白馬にないと支援ルーム

を利用できないと断られる人がいて困

っていた。 （30 代女性） 

・公園が欲しい。グリーンスポーツを

もっときれいにしてほしい。遊具も増

やしてほしい。未満児が遊べない。 

  （30 代女性） 

・小谷、大町など隣の市村では子育て

世代への手当サポートがしっかりして

いるが、白馬村は全くないのでそのあ

たりをしっかりしてほしい。 

  （30 代女性） 

・白馬村には公的な安全に使える公園

が無い事を重要に考えて下さい。どん

な村づくりか、ここでどんな子がどん

な風に育つのか、親が学ぶべき事、た

くさんのヒントが公園にあります。他

市町村は全てあります。白馬の子供に

はたりないものがあるんです。公園設

置 は 観 光 の 目 玉 に も な り ま す 。

  （30 代女性） 

・村民全員が公務員となり、全員が白

馬村のため勉強し、村のために働く、

すべてを共有する。そんな村になれば

なあと思う。 （40 代男性） 

・県外からの移住で独身、アパート住

まいの為、今後村内でくらしていくか、

震災の件も含め未定であり、村議会等

にも興味がわいてこない（40 代男性） 

・今後も白馬村への移住者があるでし

ょうが、敷地面積に対し、建築物が大

き過ぎて、冬の除雪、屋根雪の落下で

近隣住民との間にトラブルが発生しな

いような一定の規制や監視があれば良

いと思います （40 代男性） 

・白馬高校存続も大切ですが、入学し

て国公立大学に行けるのでしょうか。

行けるのであれば長野、深志、県ケ丘

まで通う必要なくなりますが、実際無

理でしょう。長野、松本まで通う生徒

は、朝 6 時にはバスや電車に乗り、帰

りは 7 時過ぎ。通学のバス代、電車代

は 1 か月 2 万円以上。長野に行けば約

4 万円。家計の負担も大きいです。白

馬の将来を担う子供たちのためにも①

長野、松本へ通う家庭の負担軽減（通

学シャトルやタクシーなど村で補助し

て運行）②白馬高校のレベルアップ（議

員は深志高、県ケ丘と白馬高の授業内

容のレベル差を知っていますか。）

  （40 代男性） 

・「どのような村にしていくか」という

ビジョンを示していくことも必要では

ないでしょうか。 （40 代男性） 

・今後、村民人口の減少がある中、現

住民によりよく過ごせる、定住するよ

うな魅力ある村づくりをお願いしたい

です。どの年代へも細かい手助けが必
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要と思います。白馬に住むと得がある

と思えるサービスがないと若者は離れ

る一方ではないでしょうか。 

  （40 代男性） 

・保育事業、学童等、見直してくださ

い。共働きでは考えられない時間配分、

行事の多さです。どれだけ遅刻、早退、

休暇をとらねばならないかお考えくだ

さ い 。 役 人 的 す ぎ な ん で す わ な

  （40 代男性） 

・この村の主産業は何か？を明確にし

てほしい。観光ばかりに傾倒するのも

よくないが、農業、地域振興、高齢化

対策など、今の村の規模に対して費用

がまかなえるのか不安をおぼえる。観

光収入で皆しあわせだった時代は過去

となりつつある今、将来のためにも今

一度「殖産興業」を考え、収入の確保

と財政的自立を議論し、実行してほし

い  （40 代男性） 

・区から一ずつ選出というような古い

慣習はナンセンスなので、やめてもら

いたい。また移住者をよそ者と呼ぶよ

うな村民の意識改革をしてもらいたい。

地元の方からもしっかりと未払いの税

等を回収してもらいたい（40 代男性） 

・福祉の充実。障がい者の仕事に対す

る意欲を向上する為、その仕事の内容

の充実をサポート等 （40 代男性） 

・私も議会の Homepage がどのよう

なものなのか全く関心がありませんで

したが、このアンケートを機に初めて

拝見しました。議会の情報に対して村

民がアクセスできる一番良い方法はや

はり情報が文字や文章として視覚化さ

れていて、何時でも読むことができる

ホームページを充実されたら良いと思

います。他の村で優れているホームペ

ージがあるので参考にされたら良い。

  （40 代男性） 

・議会は身近な感じがしない 

  （40 代男性） 

・我々もしっかりと意見を持ち、代表

する議会の方々にちゃんと提言、意見

を出していく気持ち、その積み重ねが

大事だ。批判は簡単、意見も責任をも

って発言する。 （40 代男性） 

・常に開かれた議会を目指していただ

ければ良いと思います（40 代男性） 

・がんばってください（40 代男性） 

・外国人を生かした村づくりを考えて

ほしい  （40 代男性） 

・日々の生活がいっぱいいっぱいで、

申し訳ないですが、興味をもつ時間、

余裕がありません （40 代女性） 

・子供、老人が住みやすい村にしてほ

しい。路線バスもない。生活費も高い。

職の安定もない。そんなことでは誰も

住まなくなる。子どもが胸張り住める

村であってほしい。世界に発信できる

ソースがある村に住んでいるという事

を大人が感じるべきです。（40 代女性） 

・若い年齢の人は今日の生活が精いっ

ぱいで議会などには関心がないでしょ

う（自分も含めて）から無作為のアン

ケートではなくて、もっと良い方法で

意見を集められたらいいのにと思いま

した。  （40 代女性） 

・よりよい村づくり、よろしくお願い

します  （40 代女性） 

・新幹線が通るようになった飯山や野

沢は、これから国内の客も見込めそう

だが、白馬はどうなのだろう？あずさ

は 1 日 1 本だし、新宿のアルピコバス

はどの位利用されているのだろうか。

国内客、皆バスがあるのを知らないの

か長野駅からのアルピコバスは外国人

は多くても国内客は本当に少ない。も

っと銀座の長野の PR 施設など使い

CM しなくてはお客さんが増えない気

がする  （40 代女性） 

・アンケートを取るのなら、取るだけ

ではなく改善してください。永遠に話

し合いやアンケートをとるだけで何も

かわらないのは残念。きちんと決めら

れる、決断できる、議会を望みます。

今までどおりはやめて下さい 

  （40 代女性） 

・地震により仮設に入居した方、被災

しながらも家に住んでいる方、村内に

借りている方等とあるが、仮設の方ば

かりが手厚くされていると感じる。被

災された方々全てが平等であるべきだ

と思う。  （40 代女性） 

・各地区で議員を出す形をなくして、

白馬村のためにグローバルな視点を持

った能力の高い若い議員さんが増えて

くれることを期待します（40 代女性） 

・白馬村図書館の休みが多すぎる。休

日には図書館を利用したいと思うが、

あまりにお役所的。他の自治体を見習

ってほしい。議会でも取り上げてほし

い。  （40 代女性） 

・このアンケートが私の勤務先（特養）

に 20 通近く届きました。その中で回

答できる人はいません。無作為なので

仕方ないことはわかりますが、有効な

回答を一つでも得るためには、特養の
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住所は抽出から外してはどうでしょう

か。税金の無駄だと腹立たしいです。 

 （40 代女性） 

・観光業にもっと力を入れてください

  （40 代女性） 

・最近電車に乗って高校へ通う子供た

ちが大変増えている中、1 時間に 1 本

すら動いていない便の悪さをなんとか

して頂きたいです。テストの時など、

１２：１５に大町の高校が終わり、す

ぐに乗り帰ってきたいのに、ちょうど

その頃発車してしまうため、３：０８

の電車がくるまで、みんな時間をつぶ

さなくてはならない。１３：００～の

部活に（日曜日）間に合うように行く

には１０：１４に乗って、大町で 2 時

間も時間をつぶす。大変無駄です。高

校からも、その保護者からもずいぶん

改善を求めているようですが、まった

く改善もされず、みな困っています。

貴重な時間です。ご検討よろしくお願

い致します。 （40 代女性） 

・高齢者への支援、サービスをもっと

充実させてほしい。議員さんが協力し

て取り組んでほしいです。（40 代女性） 

・他の行政を見本にしたり調べたり、

村が活性化することに取り組んでほし

い。魅力のない村である。（40 代女性） 

・ほんとうに村のことを思っている人

が議員になっているのですか 

  （50 代男性） 

・従来から予測されていない断層地震

の発生時に村の動きがまったく見えな

かった。都市圏では前年対応の見直し

が行われているのに、村及び村議会は

勉強していたのか？他の天災でも対応

が見えない （50 代男性） 

・議会から村政へ積極的に提言提案を

して、良い白馬村作りをして欲しいで

す  （50 代男性） 

・飲食をされて大きな声で役所のこと

や色々言っている方がいます。議員と

して気をつけて発言してほしい。税金

で報酬を得ていることを忘れないでく

ださい。  （50 代男性） 

・行政と運営をしっかり行うためにも

利権や自己利益にとらわれず良い村政

を行ってください （50 代男性） 

・議員定数を半減し、議員報酬を倍増

し議員を職業とすれば、議会が活性化

すると思う。現状の地区の高年齢な議

員では「前年どおり」のなれあいで、

村は良くならないと思う（50 代男性） 

・議会開催、報告の周知活動  

  （50 代男性） 

・人口増加するように考えて下さい

  （50 代男性） 

・白馬にジャンプ台(スモールヒル・ミ

ディアムヒル）を作ってほしい。野沢

や木島、妙高などガソリンと時間をか

けて、他へ出かけなければ練習になら

ないので。逆に他からも来てもらえる

と思います （50 代男性） 

・長い歴史の中で形になっているもの

が多いと思うが、1 回すべてゼロに戻

してスタートしないと良くはならない

と思う。命をかけてでもやるという責

任をもった人が議員になっていただき

たい  （50 代男性） 

・人が集まる様な施設建設をしてはど

うか  （50 代男性） 

・地域が不景気で若者の働ける場所が

限られているし募集も少ない 

  （50 代男性） 

・産婦人科がない （50 代男性） 

・議員の政策提言能力の向上により若

者の働き場所を （50 代男性） 

・白馬高存続に多くの税を使う必要が

あるか。ありきで進んでいるのはな

ぜ？  （50 代男性） 

・神城に地震計設置（小谷、小川、大

町は有感なのに白馬は出ないことが多

すぎる）  （50 代男性） 

・震災復興を好機ととらえ復興財源を

水田農業からの脱皮のために使えるよ

うな施策を考えてほしい（50 代男性） 

・観光課と観光局の一本化（50 代男性） 

・HP などによる相談ボックスなどを作

る な ど し て 意 見 を 聞 い て ほ し い

  （50 代男性） 

・被災者に対し冷たい。一部損壊は 5

万しかもらえなかった。（どうせなら全

壊にした方がよかった）こんなことは

不幸としか思えない。ちゃんと税金も

払っているのに。もっと問題にして欲

しい。堀ノ内以外他の地区の現状を知

ってほしい （50 代女性） 

・毎日の生活で一杯一杯で考えられな

い  （50 代女性） 

・アンケート用紙は回答欄と別にしな

くても一枚で良かったと思いました

  （50 代女性） 

・議員の皆さんも昨年の地震、大雪の

対応たいへんでしたでしょう。ご苦労

様です。北城（白馬町）は被害も少な

くいいほうだと思いますが、雪がとけ

被害が少なかったとはいえ、色々なと

ころに地震の爪あとがあります。本当
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にご苦労さまです （50 代女性） 

・ふるさと納税に対する返礼品の事業

者（企業名）の対応（検討要） 

  （50 代女性） 

・本アンケート用紙を封筒に入れる折

り目があっていない。この様な小さな

ことだが、無神経であると思う。議会

も同じかな。 （50 代女性） 

・報告会には参加しにくいので、議会

報の充実を希望します。ユーテレに加

入したいと思います。（50 代女性） 

・図書館平日の放課後小学生の待合室

となり、勉強したい学生にとって使え

ない場所になっています。新しい本も

少なく、借りるものもない、もう少し

まともな図書館になってほしいもので

す。（児童書と勉強スペースが同室って

宿題するためですか）（50 代女性） 

・海外からの輸入品、特に食品には不

安がある。村の農業をもっと活用しビ

ックなどにも安心、安全な食材を販売

してほしい （50 代女性） 

・運動会など村の行事を無くしてほし

い  （50 代女性） 

・形だけの改善では何年経っても変わ

らないと思う。アンケートをとるのも

いいが、例えば返信用封筒にこの用紙

が三つ折りでは入らない。この辺の気

遣いも不足していると思う 

  （50 代女性） 

・村民も議会に関心をもつ努力が必要

ですね。他人まかせではいけないなあ

と感じています。議員の方も当選した

ら終わりではなく、あらゆる努力を。 

  （50 代女性） 

・下川村長は公約を実行しているので

すか  （50 代女性） 

・日々の生活でいっぱいいっぱいで村

の行政に興味は有るものの、なかなか

意見を発する事ができない（50 代女性） 

・議会傍聴も夜間や休日なら参加でき

る選択肢も増えますが、だからと言っ

て必ず参加すると言ったらそうでもな

いです。よほどの関心事でなければな

かなか参加しないかも知れません。本

当はもっと積極的に参加しないといけ

ないですね。 （50 代女性） 

・議員になりたいと思うだけの魅力が

今の議会に存在するのだろうか。若い

世代が仕事をなげうってまで議員にな

る魅力がない。ただ、単に議員定数削

減・議員報酬削減だけで良いのか、若

い世代や、議員になって村を変えたい

と思う人間はいるのだろうが、今の仕

事を捨てる（生活基盤を失う）をして

まで、なりたいとは思えない。はっき

り申し上げると、これだけの提言をし

て、これだけの成果があり、村をこれ

だけ変えた、が目に見えて結果が出た

ならもっと報酬を増やせの提案はでき

ないものだろうか。そうすれば、村を

変えたい・より良い村にしたいと手を

挙げる人間が増えるのではないか。現

状維持では何も変わりません。削減・

削減と声高に叫ぶのも良いでしょうが、

削減で行政のチェック機能が失われま

せんか。削減は住民には聞こえは良い

ですが、これ以上の過度の削減はやめ

ましょう。 （50 代女性） 

・白馬も若い人の働く場所が少なく、

帰るに帰れない地元の若者が多い。老

人が増え、子どもがどんどん少なくな

るのが現状ではないでしょうか。この

先大きな不安です。もっと地元の若者

が帰ってきて村の次代を担う事が大切

ではないでしょうか。これはとても急

がないといけないことだと思います。

外人を呼び込むことも大切ですが、強

くいいたいことです （50 代女性） 

・興味を持つきっかけとして有線放送

を利用し、議会の内容をかいつまんで

流してみたりしてはどうかと思います。

気になった情報があれば耳を傾けるの

ではないでしょうか （50 代女性） 

・皆で協力して、より良い村づくりの

ために頑張ってほしい（50 代女性） 

・とにかく消費税が上がってから、色々

な物が値上がりし生活するのが精いっ

ぱいで今後の白馬の事など色々協力も

したいし考えたいと思うが、余裕がな

い。税金を払う事と生活する事でいっ

ぱいいっぱいです。 （50 代女性） 

・村民の代表である意識をもってもら

いたい。（自己の利益のみのための人が

いる）村全体の向上のためもっと努力

を。  （50 代女性） 

・批判したり、なんでも行政のせいだ

とする議員の考え方に嫌気がさす。「道

が悪いのは行政のせいだ」「事故が起こ

るのも行政だ」とそれを主訴するのは

いかがなものか。もっと前向きに話し

合うことはないのだろうか。 

  （60 代男性） 

・議員としての資質向上を望みます

  （60 代男性） 

・未舗装の部分を早急に舗装に。水路

の整備を。東山林道線の整備を。 

  （60 代男性） 
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・すべての村民がインターネット、ホ

ームページに参加できるわけではない

ので、 なる べく 直接の 対 応を望む

  （60 代男性） 

・議員 数を 減ら し、報 酬 を上げる

  （60 代男性） 

・村の財政はどうなっているのか。今

回の地震復興で、村の財政も大変と思

うが、健全化対策を考えているか。 

  （60 代男性） 

・水道料金 1 億円の取り不足について、

どうなったのか。役場職員全員の責任

だと思う。前回 5,000 万円の固定資産

税の件もある。職員の意識改革等が必

要ではないか。 （60 代男性） 

・震災の被災者ですが、村に入った義

援金の配分方法に不満がある。住宅の

半壊以上に対してだけで、一部損壊や

土蔵全壊にはほとんど支払いがない。

また村の支援金も同じである。第 2 回

目の配 分に は公 平さを 期 待したい

  （60 代男性） 

・少ない予算を分散配分して執行して

いると思うが、優先順位をつけて今年

はこれ、来年はこれという様な大胆な

予算配分をして目に見える結果が村民

に知られると良いと思う（60 代男性） 

・目に見える事では、道路のイタミが

多くみられる（震災前からの事である）

施工の際、しっかり監督し、長持ちす

る施工をすべきである。白線がすぐ消

えるのは除雪の方法を検討すべき。

  （60 代男性） 

・利用頻度の少ない道路改修、新設は

不要  （60 代男性） 

・子育てしやすい施策、お年寄りが大

事にされる施策。白馬に住んでよかっ

た、白馬に住んでみたい、という村に

できるように （60 代男性） 

・議会とは関係ありませんが、役場を

利用する者として駐車場に対する不満

があります。役場の職員が堂々と駐車

場の良い場所に停め、我々が利用する

時は停められない時すらあります。役

所職員の駐車場所を東側一角に指定場

所を設定し、イベントなどある時は手

の空いている職員を案内係として整理

駐車するよう希望します。村民利用者

優先をお忘れなく （60 代男性） 

・地域の代表としての議員であること

から、村全体にかかる問題を討議する

時は大変だと思います。特に「イヤガ

ラレル施設等の建設問題」など、これ

からも多く出てくると思います。その

時にどう対処していくのか、住民投票

やインターネット投票を今後考えてい

っ て も い い の で は と 思 い ま す 。

  （60 代男性） 

・住民に頼らず議員自ら切り開くべき

である  （60 代男性） 

・少子化も大きな問題ですが、村の全

体的な人口減少は村の活力をなくし、

また村の経済にも重大な影響が出てき

ます （60 代男性） 

・議員さんは人と会ってもあいさつを

しない  （60 代男性） 

・道路がつぎはぎでデコボコなのでき

れいに補修して欲しい（60 代男性） 

・海外からの人が入ってきて商売（事

業）をしていますが、日本人の人と同

じように税金などの徴収はしっかりし

ているか知りたい （60 代男性） 

・厳しい事をいいますが、今の議会に

村民は離れています。村民のための議

会であってほしいと願います 

  （60 代男性） 

・観光以外の企業の誘致で若い人が村

に残れるように （60 代男性） 

・この村には隠れた人材がたくさんい

るので、その人達の活用を考えたらど

うか  （60 代男性） 

・役場（行政）議会監査を、行政に関

係ない人がやるべきで、馴れ合いの監

査必要なし （60 代男性） 

・議会報告をしても良いが、みんなに

理解できるように説明が必要  

  （60 代男性） 

・白馬高校に関する改革について。全

国にアウトドア関係の民間スクールが

あるが、白馬高校を公立としてアウト

ドア活動に特化した学校にしたらどう

か、白馬の環境を生かして登山、バッ

クカントリースキー、カヌー、カヤッ

ク、山岳気象、各種救助、MTB 等の専

門家（インストラクター、ガイド、選

手等）を育てる高校として全国から広

く生徒を募集。このままでは白馬高校

は毎年存亡の危機にさらされる。受皿

として寮、ホームステイ等も考える。

県立高校として、もちろん一般教科も

必要、あるいは将来５年制の高、大一

貫教育校として、発展的再出発し手も

良いかもしれない。とにかく白馬のこ

のすばらしい環境を生かした学校にす

るべきだ。 （60 代男性） 

・白馬村全体として考えていかなけれ

ばならない状況にありながら、北と神

とで違いがあり、村がひとつとなって
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いない。もっともっと一つの村として

考えるべきこと、変わらなければいけ

ないことがあると思う。山が泣いてい

ると思う。 （60 代男性） 

・「井の中の蛙」では白馬村の未来はな

い。グローバルな発想のできる、都会

生活、海外生活、外人と接する人等、

今必要とされる人材を議員として立候

補してもらう。若い人など生活や仕事

面でもケアできるシステムを作る事

  （60 代男性） 

・村民が生きていく道は観光振興しか

ない。これに対する議会の動きが全く

ないように見える。具体的な提言をぜ

ひ。  （60 代男性） 

・自然の形に戻って行ってほしい。川

なら石積みにしていくとか、Ｕ字溝の

ような川は魚が住めない（60 代男性） 

・生活するうえでゴミは必ずでます。

ごみ集積場の設置方法を具体的に村か

ら提案をしていただき、全体的にスペ

ースの拡大化を計り、補助金交付も制

約を考え対応してください 

  （60 代男性） 

・白馬村で水力発電を行い、電気を１

００％自給する （60 代男性） 

・議員はボランティアで行うことを望

んでいます(経費のみ支給）  

  （60 代女性） 

・景観に配慮した村づくり、白馬駅か

ら白馬中までの道路端の花壇の花の統

一、外国のように屋根と壁の色の統一

やゴミのない道、カメラスポットの山

の説明（案内板）の設置、せめて白馬

大橋からの案内板は必要と思います

  （60 代女性） 

・役場はほとんど行く用事がないので、

できれば行って聞きたい（60 代女性） 

・くらし、健康、平和など、何でも村

政とかかわっています。村民がその事

を自覚できるような取り組みをお願い

します  （60 代女性） 

・スキーのリフト券、健康づくりのた

めにももっと安く利用したい。リフト

は動いているのだから、もったいない。

  （60 代女性） 

・温泉に入る券、６５歳以上に４００

円の補助券が年間１２枚出ているが、

村民全員に広げ、いつでも何回でも２

～３００円程度で入りたい。平日限定、

オフシーズン限定も可。温泉があるの

にもったいない。 （60 代女性） 

・資源（雪、温泉等）ある物をもっと

村民が利用しやすい環境にしてほしい。

ちなみにとなりの小川村の温泉は私は

２５０円でいつでも何回でも入る事が

できます。村民は１００円だそうです。

うらやましい。 （60 代女性） 

・村民の大多数が参加するような催事

が少なく、意見の交換もできなく、同

意見、同趣味の人が集まって何かやっ

ても村全体の向上は望めないと思う

  （60 代女性） 

・議員及び役場職員の報酬は村の税収

入からすれば高すぎる（60 代女性） 

・県外から移住してくる人が多いが、

いつまでたってもよそ者扱いをしない

で、もっと意見を聞いてほしい。税金

も払っているのに。村民にはシーズン

券をもう少し安くしてほしい。現状メ

リットなし。平日、村民が滑りに行け

ば食事もするし、リフトも空で動くこ

ともないし、村民にもっと還元しても

いいと思う。 （60 代女性） 

・白馬村の発展のため議員の皆様には

村民の声を聞き、日々の活動を頑張っ

ていただきたいと思います 

  （60 代女性） 

・「広報はくば」や「白馬議会だより」

は地区（町内会）に加入していなけれ

ば配布されないので、配布されなけれ

ば目を通す機会がない方がほとんどで

す。村民として住民登録されている世

帯には全戸配布できたらいいなあと思

います  （60 代女性） 

・HP のない人には情報がなかなか伝わ

りません。無線を無料で各戸配布した

ら、これからの時代（高齢化、防災上）

とてもありがたい（小谷ではかなり前

から実施） （60 代女性） 

・議員の中で同じ質問が多い。横の連

絡を取り合って、色々な方面から村を

活 性 化 す る 方 策 を 考 え て ほ し い

  （60 代女性） 

・休耕作地が目立ちます。空き家も多

くなり、ドッキングして都市部からの

受け入れ対策を早急に（60 代女性） 

・アンケートの結果はまた公表してく

ださい（ＨＰなしの人も多いので） 

  （60 代女性） 

・改革についてはわかりません。議員

が村に米を売っているのは本当ですか。

  （60 代女性） 

・報酬 ＝日 当制 がいい と 思います

  （60 代女性） 

・ごみ分別について、外国人、季節営

業の外国人、日本人、別荘の人にもゴ

ミを出す可能性のある人全員に、かな
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り学習してもらわないと大変だと思い

ます。小、中、高校生にも教えてほし

い。長野県では飯田市とか南信州はと

てもきびしいです。はやめに周知させ

るにはどうしたらいいか、私にもわか

りませんけど、努力したいと思ってい

ます  （60 代女性） 

・震災により一層住民が少なくなって

いくのではないか。少子高齢化対策

  （60 代女性） 

・議員さんも忙しいでしょうが、住民

との間にもう少し交流があると住民も

この村に関心を持つのではないでしょ

うか  （60 代女性） 

・職員の教育（特に対応）（60 代女性） 

・水道の延滞について（うやむやにな

っている） （60 代女性） 

・白馬に在住して３０年余りになりま

すが、村民へのサービスや還元などが

見えなくなり、つまらない村になって

きているような。観光、農業も大切で

すが、普通に暮らしている者も大勢お

りますことをお願いしたいです 

  （60 代女性） 

・議員の報酬が高すぎる事。それだけ

の働きをしているのか。村民の為の議

員なら報酬は少なくても良いのではな

いか。下水道にしても何にしても村民

の声は役場には通じない 

  （60 代女性） 

・結局変わらない （60 代女性） 

・活力ある白馬村になるように何をし

たらいいのかお知らせください。新住

民にはいろんな考え方を持った人間が

多いです。その人々の意見も十分聞い

てほしい  （60 代女性） 

・マイマイガの村民一斉駆除（自分の

家のまわり）畑、柱などについている

ものを駆除する （60 代女性） 

・村民運動会の内容をもう少し老若男

女が楽しめる内容にして全員参加でき

るようにしてほしい （60 代女性） 

・空き家の再利用方法を考えてほしい

（一人暮らしの元気な老人が集まって

生活できるような施設にできないかな

ど）  （60 代女性） 

・もっと女性議員が増えた方が良いの

では(観光、子育て、介護と女性の現場

が多いので） （60 代女性） 

・政治的なことは良く判りません。途

中から白馬村に住みついたのですが、

元住民と他府県からの移住者とに差別

があると捉えている人が存在すると耳

にした事があります。事実だとしたら

たくさんの税金を支払っていて、住民

票を移した人にそれは失礼だと思いま

す。そして景観が良いだけでは白馬村

の将来は如何でしょう。他県の村の入

り口は美しい花を咲かせて、おもてな

しの心づかいがありますが、白馬村は

欠けていないでしょうか（60 代女性） 

・今、環境省の大気汚染監視システム

そらまめ君で白馬村の OX がとても高

いのが気になっています。是非確認し

てください。県内もとより国内で白馬

が基準値超え。夜も高いです  

  （60 代女性） 

・ ホ ー ム ペ ー ジ の 更 新 を 迅 速 に

  （60 代女性） 

・議会だよりは上質紙を使う必要なし。

もっと読みやすく。質問と回答がなれ

あいのように感じる。もっと突っ込ん

でほしい  （60 代女性） 

・観光面で一言。たとえば（神城オリ

ンピック道路に）コスモス、白馬町の

歩道に花等といつも続いてないですね。

夏の白馬の沿線はなにか物足りなさを

感じます。これらを地道に続けること

も観光への道引きだと思います。村内

に入った時、ワクワクするような雰囲

気が白馬にはまったくない様に思いま

す。されがいつも残念に思ってます。

たとえば安曇野インター入口付近のマ

リーゴールド、もう何年になるでしょ

うか、いつも走っていて気持ちがいい

同時に、植えているみなさん努力を痛

切に感じます。大変なことですが、白

馬の表通りだけでも美しくできたら、

お客様に心に残る白馬、もうひとつの

白馬を感じていただけるのではないで

しょうか。 （60 代女性） 

・未婚者の増加、出産数の低下、老齢

化など村が真剣に立ち向かっていかな

ければ疲弊しきった村に若者が生きる

道がなくなります （60 代女性） 

・議員の方々を身近に感じることがな

いので、意見を聞いてくれる場があれ

ばと思います （60 代女性） 

・誰の為の、何の議会を問うていただ

ければ幸いに存じます。（一人一人の納

税が活かされますことを心より祈って）

  （60 代女性） 

・観光ばかりでなくて、空き家利用で

IT 企業誘致、都会の高校生、大学生、

社会人のスポーツ合宿、会合等の利用、

色々な施設を活用できるか考えてもら

いたい  （60 代女性） 

・村長をはじめ議員の皆様の顔が見え
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ない。もっと村内の視察をしてほしい

  （70 代男性） 

・マイマイガの駆除について各家庭で

は限界がある。高木など行政で考慮し

て欲しい。街灯の LED 化を進めてくだ

さい  （70 代男性） 

・ハザードマップに神城断層を表現し

た新しいものを村民に配布してほしい

  （70 代男性） 

・村内の街灯の設置が少ないと思う。

夜間など不安を覚える（70 代男性） 

・村内建物の外人の買収、また冬季営

業のみで帰ってしまう実態の把握がで

きない外人の問題等議会としてどう対

処していますか （70 代男性） 

・母親が無職でも子供を保育園に入れ

てほしい  （70 代男性） 

・このアンケートの集計はホームペー

ジだけでなく必ず議会だよりで報告す

ること。もっと大事なのはこのアンケ

ートに対して議会としての回答を必ず、

議会だより、ホームページで発表する

こと。これをやらないとアンケートを

した意味がない。 （70 代男性） 

・廃屋の片づけをしてほしい  

  （70 代男性） 

・村民に関係ある身近な問題があって

も行政の説明で終わりにしてしまって

いる。どう解決したのか回答がない

  （70 代男性） 

・白馬村は、日本国憲法を行政は使う

が、村民には適用しない（70 代男性） 

・村民の代表で議会にいる人であり、

何か問題があっても議員と相談する窓

口がない  （70 代男性） 

・議員はしっかり勉強して村民の代弁

者として恥ずかしくない議員になって

ほしい。役場職員も同じ。もっと勉強

すべき。努力せよ。 （70 代男性） 

・予算が開示される時期をもっと早く

すべきです。少なくとも議会開会前に

は議員と村民に開示すべきだと思う。

現状では村民に全く知らされていない

  （70 代男性） 

・２０歳代、３０歳代、４０歳代の若

い議員の誕生を期待します。そのため

にも議員報酬は引き上げ、魅力的にす

べきでしょう。議長以下、名誉職的な

人物は必要ない時代です（70 代男性） 

・（村営住宅）トイレの修理なし（自分

でした）屋根の補修なし（70 代男性） 

・村男Ⅲ世を廃止せよ。ゆるキャラで

なく、ゆうキャラになっている。ゆう

うつな村をイメージする（70 代男性） 

・他村でも（子供を生まれる環境を整

備）先の世代に夢がもてるような行政

を  （70 代男性） 

・定数削減により議員一人当たりの歳

費アップを計るよう願う（70 代男性） 

・白馬村の最重要課題は行政と議会が

元気に生き生きと行動することです。

顧客（住民）にいかに気持ち良くサー

ビスするサービス業であることすら忘

れている  （70 代男性） 

・住みやすい村にしてほしい 

  （70 代男性） 

・アンケート用紙の内容が目的に欠け

ている。村民の立場になって中味のあ

る文章を作成してほしい。とても残念

である。  （70 代男性） 

・休耕地を花で埋め尽くす。電柱を撤

去し山岳観光地として雰囲気を高める。

環境整 備し 観光 立村の 魅 力アップ

  （70 代男性） 

・ユーテレ白馬の充実。他局のケーブ

ルテレ ビ等 に比 べ最も 劣 っている

  （70 代男性） 

・震災の時、何もできる事を聞こうと

しなかった。オリンピック道路のくぼ

んだ所を早く土盛りなどして平らにし

て、事故が起きないようにしてほしい

（遅すぎる） （70 代男性） 

・議員は行政と同じようなつもりにな

ってはいけない。行政に意見具申をす

る立場。いわゆる「口利き」はしては

いけない。住民から陳情等があったら

議会の質疑等の機会に議論すればいい。

議員自らが住民と行政のパイプになっ

てはいけない。パイプと作る役目に徹

するべき。議員に頼めばなんとかして

もらえるという住民の意識改革を、そ

の意味で地域推選の議員と言う意識を

排除すべき。 （70 代男性） 

・道路端に植えてある木の枝が道路に

はみ出していても、そのままにしてあ

る家庭が多くみられるので切ってもら

いたいです。村内全ての道路で見受け

られています。村内丸ごと観光といっ

ているのにはあまりひどいと思ってみ

ています。 （70 代男性） 

・大糸線の全線電車で乗り降りできる

ように進めてもらいたいです  

  （70 代男性） 

・Q11-1 に求めたことは、村政に参

加する気持ちが乏しく、「これからの時

代を受け継ぐ若者たちがどのようにこ

の村を考えているのか。その光を考え

た行動を  （70 代男性） 
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・行政にお願いしたいことがあれば、

議員さんを通じなくても直接話ができ

る環境も必要なのではないか 

  （70 代男性） 

・村民の(弱い立場に立って）意見や要

望を取り入れて行政指導も含めて明る

い村にしてほしい。近頃行政優先が聞

かれます  （70 代男性） 

・議員、村長はもっと村民の上にたつ

人ですから、分かりやすい様もっと勉

強が必要です （70 代女性） 

・議員のない部落は２～3 カ月 1 回で

も報告あれば良いと思う。 

  （70 代女性） 

・若者が白馬に魅力ある職業がないの

でどんどん都会に出るので、白馬は自

然に高齢化してだめになると思う。安

定した職場がほしい。(白馬は特に働く

場所が決まっているから） 

  （70 代女性） 

・70 代と言っても 80 代に近く老後の

心配の方が先に立ってしまう年齢です

が、最近村会議員に立候補する人が居

なくギリギリの中から選ばれ、昔に比

べ人格、やる気があるのかな？という

声さえ耳にする事もあり、若い人達に

もっと関心をもってもらえたらと思い

ます  （70 代女性） 

・議会に関することではありませんが

お願いです。隣接している土地の持ち

主に対し管理するように義務付けある

いは文書をもって管理するよう呼びか

けてほしい。草ぼうぼう、大木や枝が

覆いかぶさって、強風のときなど生枝

がバタバタ落ちて非常に危険、あぶな

いめに何回も会いました。1 日も早い

対応をしてほしい。個人的には連絡が

できないので。 （70 代女性） 

・ユーテレ白馬で一般質問を見ました。

ある女性の質問にがっかりしました。

村議員でありながら、国会議員の様な

質問ばかり、もっと身近な村に関する

ことを議論して欲しいですね。質の向

上を願います。 （70 代女性） 

・基本方針をしっかりたてて長期実行

をしてほしい。今までの村の様子をみ

ていると、その場しのぎで、立ち消え

していることが多いので、進歩発展が

ない。  （70 代女性） 

・物づくりに精通する人たちの販売路

  （70 代女性） 

・イベント等の芸能参加（白馬に来た

らこれがある）という特色をアピール

してほしい （70 代女性） 

・白馬の地場産商品をもっとアピール

してほしい （70 代女性） 

・このアンケートには直接関係ない事

ですが、白嶺の入所者あてに何通かこ

のアンケートが送付されたと聞きまし

た。その方々にそれを求めるのは間違

いと思います。改めて他の人にすべき

です。議会だよりにも誤字があります。

  （70 代女性） 

・協力できるような答えが書けなくて

失礼します。70 歳を越えると周囲の

方々に迷惑にならないよう心がけてい

ます。今は何の要望もございません

  （70 代女性） 

・前議長さんからお話を伺うことがあ

り、議会の大変なご苦労を知り感銘致

しました。何も知らないで批判めがし

く議会を見ていたことに反省したとこ

ろです。気づいた時は高齢すぎました。

震災復興のニュースで当日の議会の対

策本部の立ち上げにいち早く集まって

いた議員さんのおひとりおひとりに心

打たれましたが、村長さんの存在がニ

ュースにのらなかった事が不思議でし

た。  （70 代女性） 

・村の為、村民の為にご苦労様でござ

います。頑張ってください 

  （70 代女性） 

・分かり易い言葉でいろいろ説明して

もらえると良い （70 代女性） 

・議員を半数にして報酬を上げ、若い

人に担ってもらえるよう改革すべきで

す 。 村 役 場 に つ い て も 同 じ で す

  （70 代女性） 

・田園風景が美しい観光地であってほ

しいと思います。荒廃農地をどうしま

すか？  （70 代女性） 

・今年同じ運動会でなく村民みんなが

楽 し め る 運 動 会 を 考 え て ほ し い

  （70 代女性） 

・宿泊業をしていますが、大糸線の充

実を計っていただきたい。（ある程度の

年になると運転に不安と言われ大町で

乗り換えも大変だしと良く言われます。

便利になれば若い人に白馬の良さも伝

わるし）  （70 代女性） 

・長野へ行くバスの運賃が高すぎるの

で何らかの補助があれば出かけるのに

と、高齢の方より良く聞きます(片道

1800 円） （70 代女性） 

・このようなアンケートは大変有意義

と思います （70 代女性） 

・すべて信頼して選んだ人、選ばれた

人なので、お任せします。明るい白馬
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村にしてほしい （70 代女性） 

・営業について（平等に集客してほし

い）小さく営業している所に配慮して

ください。もっとまわり（山々）を宣

伝した方が良い （70 代女性） 

・震災復興なるべく早くお願いします

  （80 代男性） 

・いずれ村でも選挙権が 18 歳に引き

下げられるよう、若い人たちの政治参

加にむけ、その意識改革が必要となろ

う  （80 代男性） 

・役場職員の中に杜撰な者が見受けら

れる。業務に精通させて、何度も足を

運ばせるようではいけない。またこの

春、雪のある中に 1 通の申請書をだし

てあるが、無しのつぶてであり、いか

がなものがかと思っている  

  （80 代男性） 

・若い人たちの出逢いをご検討お願い

します  （80 代女性） 

・デマンドタクシーはありがたいです

が、日、祭日はなし、時間もままなら

ず 、 も う 少 し 考 え て ほ し い で す

  （80 代女性） 

・生まれは白馬ですが、帰村して 4 年、

主人の看護で 3 年、自由になって 1 年、

村の諸々の行事、まだ理解できていま

せん  （80 代女性） 

・高齢者に温泉利用券をいただきます

が、行く事の出来ない地区ではもらっ

てもいく事が出来ません。家族の人も

使えるなら送ってもらえますが、家族

は使う事が出来ませんから、券の無駄

が多い事と思います。12 枚は家族も使

っていい事になれば消費すると思いま

すがいかがでしょう （80 代女性） 

・戦時中「生めよ増やせよ」との言葉

がありましたが、今現在はすべてが情

報の世で 3 人も子供がいると親の負担

がえらすぎて敬遠されていますので、

一人二人は当たりまえ、3 人目は国、

地区、村の子と思って全面援助する事

にしたらどうでしょう。それでも親の

負担は大変ですが、社会の人もご近所

のひとも皆で育てようじゃありません

か  （80 代女性） 

・苗代、肥料、農薬計算すれば大赤字、

農機具が壊れれば買ってまで続ける必

要ないと年々止めていく人が増えてい

ます。農業は金持ちのやる仕事だとか

言われていますが、なんとか考えなけ

ればと思う （80 代女性） 

・もう私は 80 歳を過ぎております。

車もやめたので都合が悪いですが、行

政方々のご配慮によりましてデマンド

があり助かります （80 代女性） 

・一部議員のお便りはよい。選挙のよ

うに回ってください （80 代女性） 

 

参考参考参考参考    あなたが関心をもっていることあなたが関心をもっていることあなたが関心をもっていることあなたが関心をもっていること    

 

・景観・財政 （20 代男性） 

・村民の婚活 （20 代男性） 

・ない  （20 代男性） 

・今の現状は若い人の雇用がない。観

光に頼るのはもう無理なことだと思う

  （20 代女性） 

・住民参加、情報発信、多文化共生 

  （30 代男性） 

・地域経済活性化、都市計画  

  （30 代男性） 

・道路整備 （30 代女性） 

・自然環境の維持（景観含む） 

  （30 代女性） 

・白馬村国際化 （40 代男性） 

・住みやすい場所 （40 代男性） 

・新法が施行されたことですし、廃屋

を早く撤去してください（40 代男性） 

・引きこもりの人（対人関係苦手な）

の他者とのコミュニケーションのあり

かた  （40 代男性） 

・インフラ・交通整備（40 代男性） 

・若年層定住、雇用 （40 代男性） 

・道路整備 （40 代男性） 

・働く場所の確保、安定した職業に就

きたい  （40 代男性） 

・山以 外の メイ ンを作 っ てほしい

  （40 代女性） 

・すべて  （40 代女性） 

・医療施設の充実 （40 代女性） 

・外国人の土地買占め、規制をかけな

いと大変なことになる（40 代女性） 

 

・ 農 業 、 観 光 以 外 の 産 業 の 確 立

  （40 代女性） 

・自立した村 （40 代女性） 

・県内の市町村ではふるさと納税のお

返しの品が充実していて、たくさんの

税を納めてもらえる所があるが、白馬

村は農産物が豊富に取れる訳ではない

ので、（これと言った産物もない、中野

市や飯山、木島平などにくらべ、耕作

地が少ない）なんとかならないだろう

か。（よりお客を呼び込むために、納税

の特典は現定数の、経費をどうするの

かが課題ですが、リフト券や宿泊無料

券などではダメでしょうか。SPF 豚は）

  （40 代女性） 



51 
 

・ゴミ処理場 （40 代女性） 

・働く環境、観光に頼らない村益、税

制＝確実な税収と企業誘致 

  （40 代女性） 

・議会を支える役場職員の人材の見直

し（人員ではなく適材適所でしっかり

仕事のできる人を雇用しなければいけ

ない）  （40 代女性） 

・福祉関係 （50 代男性） 

・医療・福祉の充実 （50 代男性） 

・名鉄地区一部住民による区への移行

問題  （50 代男性） 

・外国人対策 （50 代男性） 

・若者の村外流出防止（50 代男性） 

・ゴミ集積、環境 （50 代男性） 

・震災時の対応等 （50 代男性） 

・外国人対策 （50 代男性） 

・環境問題 （50 代女性） 

・介護  （50 代女性） 

・高速 ETC のみなおし（国に地方議員

より）地方を活性化するのに大切では

ないでしょうか （50 代女性） 

・コミュニティ広場の充実（50 代女性） 

・観光振興は閉鎖的にならず集客のた

めに多方面で考えるべき（50 代女性） 

・福祉  （50 代女性） 

・日常生活の安定化 （50 代女性） 

・村民のためのイベント事業 

  （50 代女性） 

・福祉環境 （50 代女性） 

・景観  （50 代女性） 

・自然のまま （60 代男性） 

・県外からの人を呼ぶイベントがない

  （60 代男性） 

・すべて  （60 代男性） 

・村の人口減少 （60 代男性） 

・行政環境 （60 代男性） 

・区の あり かた と村政 の かかわり

  （60 代男性） 

・後継者対応 （60 代男性） 

・ 若 い 世 代 の 働 け る 企 業 の 誘 致

  （60 代男性） 

・全体の電線を地下に（60 代男性） 

・原発、集団的自衛権（60 代男性） 

・道路の確保 （60 代男性） 

・下水道問題の解決 （60 代男性） 

・若者の定住のための仕事の場の提供

  （60 代女性） 

・環境やゴミ問題の意識（60 代女性） 

・生ごみの堆肥化など（60 代女性） 

・地域で生活していけるには  

  （60 代女性） 

・森林などの環境整備（60 代女性） 

・一般住環境 （60 代女性） 

・村民の健康、体力、スポーツ 

  （60 代女性） 

・未婚対策 （60 代女性） 

・福祉  （60 代女性） 

・自然環境 （60 代女性） 

・年間雇用の確保 （60 代女性） 

・観光振興にも関係しますが、白馬の

自然の素晴らしさをもっともっとアピ

ールする様希望します（60 代女性） 

・老後の生活 （60 代女性） 

・若い人が働ける環境が必要 

  （60 代女性） 

・ゴミ問題 （60 代女性） 

・ 文 化 的 予 算 、 発 想 少 な す ぎ る

  （60 代女性） 

・スクールバス、シニアバス運行計画

について  （60 代女性） 

・村民の意見をしっかり把握してほし

い  （60 代女性） 

・村営北部グラウンド拡幅及び同等の

グラウンド新設（復興後） 

  （70 代男性） 

・高齢者の集会所 （70 代男性） 

・白馬岳山頂の展望台の移動が必要で

す  （70 代男性） 

・嫁婿対策、治山治水（70 代男性） 

・福祉（この項目が無いのが不思議） 

  （70 代男性） 

・農産物（加工物含む）のブランドづ

くり  （70 代男性） 

・自治区への未参加者＆非参加者の問

題  （70 代男性） 

・日本国の法律をしらない（70 代男性） 

・白馬高存続の問題。ただ単に受験生

を増やせばそれですむ問題ではない。

能力の低い学生の数が増えるだけの学

校を残せばそれで良いのか。学生の中

身が問われる。単純に学部を増やすだ

けでは問題は解決しない。一人の親と

して、子どもに大学を目指させるのに、

こんな片田舎で学力の低い白馬までわ

ざわざ通学させますか（70 代男性） 

・高齢者福祉 （70 代女性） 

・若者が住める村づくり（70 代女性） 

・子どもの環境をよくしなかったら白

馬村はどんどん人口減です。観光が良

くなるには、そこに住んでいる人、こ

れいからのこと、やはり子育ての事が

一番だと思います （70 代女性） 

・生活環境 （70 代女性） 

・どの項目も大事なことばかりと思い

ます  （80 代男性） 

・福祉  （80 代男性） 

・福祉に力を入れて （80 代女性） 
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