
№
質問4-3
報酬額に
ついて

質問4-4
質問4-3の理由について

自由記述

1 増
議員全体数を減らし報酬額を増や
す。３割減らし、１割増とする。３
２　２２に。

・開かれた議会にしてほしい。

2 増
少ない報酬は不正の元になりかねま
せん。

3 増

4 増

選出された特別職と責任ある立場の
人の評価にしては低いと思う。少々
報酬が髙くても質の髙い市議会運営
をしてほしい。

5 増

・定数は削減すべきだと考えるので
報酬は上げる。・過去の時代より、
業務多忙（要望も多い）と思うた
め。

6 増
若く実力のある人に議員になって欲
しいから。

7 増
生活を安定させて、議員活動を充分
やってほしいから？

8 増

志和町黒瀬町等の人口の少ない地域
の発展の為に（下水道整備、市街化
調整区域解除…等）外部から人が
帰ってこられやすい環境整備をお願
いしたい。市民の声要望等将来の為
に働いていただければ、報酬を増加
させるべきです。

時々市役所に訪問するのですが、市議員の出勤が少な
い様に思います。市の発展の為に６－４の行動に止ま
らないで、もっと、働いていただきたい。

9 増
副業なく議員に専念するためには少
ないと感じる。

要望を簡単に伝える方法を市民に知らせてもらいた
い。

10 増
定数を１／２にして市政に取組んで
ほしい。

議員の質を上げるため定数削減をしてもらいたい。６
５才以上の有能な人材活用を市政に活かして頂ただき
たい。

11 増

12 増
責任の大きい仕事なので、高い報酬
を受けるべき。

なし。

13 増

私は以前、国会議員の下でボラン
ティアをしたことがありますが、議
員は多忙な割に薄給で、いかに大変
だったかを肌身で感じました。議員
は政策などの勉強や他地域での視察
等出費のかかることが多いと思うた
め、市政をちゃんと行ってもらう以
上少々増やした方がよいのではと思
います。

14 増
市政を運営していくことは、大変責
務が重いと考える。

15 増

実質４６万円のみでは活動が出来な
いと思う。どうしても、財産のある
人のみが立候補者となる（実際の活
動費はどうなのか？）

市議会で検討願いたい！某地区の団地内で昨年市の公
共工事があり、この工事により付近住宅に被害が出て
いる。担当部署へ責任を追求しているが、業者に全て
を任せ対策が進展せず。同地区の市会議員が工事経過
を把握し、被害宅から解決を依頼されているが、その
後も担当部署を含め解決に至って無い。市の対応の悪
さ及び市会議員の皆さまの努力で担当部署の責任と早
期解決をお願い致します。（被害者も市担当部署と
は、話し合うのみで責任が無い！！）※公共工事に関
する被害救済法の検討願いたい！！

16 増
もう少し市議会議員の報酬額を上げ
た方が良いと思います。

【別冊】
東広島市議会に関する市民アンケート調査結果報告書（自由記述）
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17 現状
市民から選ばれた議員なので、そこ
を自覚して（月酬）仕事をしてほし
い。

18 現状
19 現状

20 現状
市議会議員となる方のモチベーショ
ンの維持のため。

21 現状 一般市民と同額だと思うから。

・ゴミ袋について　・定住民とアパート住民の差別を
無くして欲しい。同じ様に税金を払っているのに、ゴ
ミ袋の金額が違う事。・標識について（交通）もっと
分かり易く標示して欲しい→国道４８６号線

22 現状
23 現状 定数削減を優先すべき

24 現状

一般の会社の職員に比べ多少多いの
はしかたないと思う。報酬にみあう
仕事をされているかどうか？ギモン
ですが。市の収入から考えて増すべ
きではないと思う。

25 現状
予想していた額より少なかった。…
が、増やさなくてもいい。

26 現状
27 現状
28 現状

29 現状
県会議員と比べても妥当ではないか
と思う。

市民全員が平和に安心して暮らせることを優先して、
職務に取り組んで欲しいと思う。

30 現状

市民のための議員であるというなら
ば、ボランティア精神において尽力
して頂きたいと願う。現在は、一般
的に考えても驚くほど高額ではなく
妥当ではないか。

31 現状

32 現状

特に他の自治体と較べて、特出した
立派な成果を出しているわけでもな
く、逆に著しく働きが悪いわけでも
ないから、他自治体並で決まってい
るはずの現行報酬で良いと思う。

33 現状

市民の意見に耳を傾けて下さる姿勢すばらしいです。
もっと身近な存在であってほしいですね。保育園の増
設、希望です。若い方々が、のびのびと仕事が出来る
東広島を目指してほしいと考えます。

34 現状

市議会議員の報酬額が決まるまでの
仕組みを知らなかったので質問の内
容をくわしく知った上で質問に答え
たいと思ったから。

35 現状
別に悪事の問題を聞いた事がありま
せん

36 現状
社会情勢等とのバランスを念頭に変
動も可としたい。

37 現状

38 現状
市政が充実する事、えんかつにまわ
るためには市議は必要であり、それ
なりの報酬と思うから。

39 現状
市役所庁舎横の駐車場は、市民が止め、職員は離れた
駐車場に置くべきである、市長殿。

40 現状

議員は数を減らし、質を上げるべ
き。優れた方には月額４６万円ょり
増額しても構わない。市を良い方向
へ導いて預ける議員でなければ、意
味が無い。

市議会について関心の無い人、内容を知らない人は多
いと思います。市議会をオープンするという工夫をさ
れているのは分かるのですが、市民が関心を寄せる内
容に乏しいと思わざるを得ません。行政サービス（医
療、福祉、教育など）の提言、提案が活発化すれば、
自然と市民の目は向くはず。（雇用も含めて）意思決
定に一定の議員数は必要と思いますが、数より質が求
められると思います。（月額５００万円で優秀な人材
を数名起用する：例）

41 現状

42 現状
公務員の給料を減らす前に、他のム
ダ使いを減らすべき
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43 現状
少ないと思う。増やす理由も見当た
らないと思う。

「分かりやすく開かれた議会」というめざす姿はよい
と思うし、投票率の下落に対する正しい対策方向だと
思います。が、市議会だよりには何の魅力もないし、
イベントも工夫が不足していて参加することに喜びを
感じないし、何よりこのアンケートがひどいと思いま
す。市議会議員が自分のことしか考えていないという
のがよくわかりました。分かりやすくもないし、開い
てもいない、そんな現状を認識し、めざす姿を議会の
全員が真剣に追求することを願います。

44 現状

魅力ある議員報酬は、義務遂行の為
にも必要であり、高過ぎず、低く過
ぎるは決して良くない、責任ある行
動の対価としては妥当と思われる。

45 現状
46 現状
47 現状
48 現状

49 現状
一部上場企業の水準かなと思いま
す。他に種々特権もあるのでしょう
し‥‥

市内の地域格差が大きい。農道や過疎気味の地域に広
い道路が通っている一方住宅が増えているのに３０年
以上も道路拡幅はなされず、水洗トイレも普及せず‥
‥税を納める気がしなくなる！このアンケートだっ
て、どこまで反映されるか‥‥期待できず。

50 現状
議員の方々は頑張って行動されてい
ますが市の源資の増加が特に無い様
に感じますので。

51 現状
財政が豊かになれば増やしても良い
と思います。このまましんぼうして
もらいましょう。

よく働いていると思います。人口の過疎をどうすれば
良いか。誘致をどうする。よろしくお願いします。

52 現状

53 現状

条件として、定数を減らすこと。現
状定数なら減額すべき。年額収入で
考えると（夏・冬分を含むと）高す
ぎる。

（１）身体障害者に対する対策が考えられていない
し、提言されていない。・視覚障害者は議会報告を読
むことが困難でその対応は？・八本松ＪＲ駅前の音の
出る信号機設置要望・障害者に対する市民への啓発活
動提言。（２）ペット死亡による市葬儀時の活用方法
提言と推進実現（広島市は行っている。子供への命の
大切さを考えさせる上でも是非実現されたい）

54 現状 妥当な水準であると思うため。 特になし
55 現状 今の社会情勢を見て。 見てもきいても言い事が無いので少しでも弱者に。
56 現状
57 現状 特になし

58 現状

現在のままで良いと思っています
か。実行的に活動する為には、必要
経費も要する訳で政調費等での増加
を考慮する事が必要と思います。但
し、収与明細を明確、公性、公開す
る事を望みます。

個々議員の提案内容が見える様な広報、及び個々議員
も地域の課題を十分に把握する事が必要です。

59 現状
60 現状 財政に応じて替えれば良い。

61 現状

各議員が仕事できるかできないかに
関わらず選挙で当選した限り報酬は
当然である。議員は色々と出費もあ
ると思う。従ってこの位はあっても
良いのでは…‥

以前、私達は議員の方にスポーツ施設の割引をお願い
したのですが最終的に反古になりました！！全部市民
の陳情をＯＫという訳にはいかないと思いますがそれ
以降議員に対して何も言わなくなりました。もう選挙
も多分キケン！！すると思います。せめてこれだけ努
力してもこれだけできなかったと言う説明でもあれば
と思いました。もういいです！！

62 現状

報酬にみあった仕事ができるため。
「公務員の報酬を減らせ」という流
れがあるが、それだけ責任ある価値
ある仕事をしていると思う。少ない
報酬では優秀な人材が集まりにくい
のではないかと不安もある。

63 現状

昔は財を投げ地域の為に尽力をした
いといいますが、今は時代が違い、
議員さんも生活をしなくてはいけま
せん。あまり多くてはいけませんが
適当であると判断しました。

選挙の時だけの顔にならず、又地域の行事の時にしか
見えないのでは報酬泥棒といわれても仕方ありませ
ん。がんばってられる姿をネットヤケーブルＴＶを通
じ積極的にアピールし、もっと分かりやすく、市民に
訴えてほしいです。

64 現状 丁度いい額だと思うので。
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65 現状 市の財政状況を考慮。
地域の問題もいいが、市全体が活性化出来る様な質疑
応答してもらいたい。

66 現状

議員の数を１割削減することで、支
出を抑え、その分福祉の予算に回す
必要がある。合せて、市長、市職員
の給与削減（地方公務員の給与が高
いとささやかれる中）是非実現させ
てほしい。

市長、市会議員選挙当選までは、ペコペコバック。当
選後はトノサマガエル。この変わり身のよさ、全ての
人とは思いませんが人間性いや人格、心して頑張って
下さい。

67 現状

４６万円が手どりの全金額なら、そ
れでよい。他の手当てやボーナスな
どが加算されるなら、その算出方法
がわからないのでなんともいえな
い。

68 現状

党、組織から選出されている方に
とっては、充分かもしれませんが、
地域選出の方は、それなりにお金が
かかっていることはいがねません。
現状の経済状況からは増やすべきで
ないと思われますので、現在は現状
維持かなーと思っています。

・もっと議員さんは地域懇親会や市政報告会をするべ
きである。活動があまり市民にわかっていないです
ね。・市民の代表として選挙の時だけ連呼されてもお
もしろくないです。

69 現状

70 現状

賞与はどれくらいでしょうか？手当
等はないのでしょぅか？質問、意見
等の議事ろくを見る限り「何も決め
るつもりがない」「必要なことを認
識していない」「ただのパフォーマ
ンス」としか見えません。

「やりたい主張があるように見せて実際はない。」何
故か？成果がなくとも責任をとる必要がないからであ
る。達成目標も掲げない。出せないからではないです
か？会派でも個人でも達成する目標を出し、それが出
来ているのかを全体に知らせてほしい。

71 現状 妥当な金額だと思ったから。

72 現状

市議会は、国政より近い存在に関わらず、メディアで
見る機関もほとんどないので、実情が良く分からな
い。もっと情報発信等を活発にして、広く知らせてほ
しい。

73 現状

特に高いとも安いとも思わない報
酬。（きちんと仕事をしているのな
らば）ただし、その他の手当て等は
どうなっているのか？それにもよ
る。

74 現状
個人への報酬は４６万円で良いが、
人数を減らすべき。保身だけの議員
が多くいるのでは？

行政と仲良しクラブになっていませんか？市民はたく
さんの困っていることをかかえています。災害に対し
て陳情しても全く反応なし。地元に議員がいる、いな
いでこうも違うのか？所詮、そのぐらいのレベルで議
会があるのだと思う！この町に住んで良かったと思え
る事は何もない！アンケートの結果を公表し、何をも
とめて行くのか？全くわからない！議員がエリアにと
らわれず地域の議題を把握していただきたいものだ！

75 現状
76 現状 感覚的に妥当だと思う。
77 現状

78 現状
有識者や市民代表がきめたことだか
ら

79 現状
80 現状
81 現状

82 現状
東広島市の規模を考えて、妥当であ
ると思ったため。

市議会の成果をもっと伝えたらよいと思う。

83 現状
84 現状
85 現状
86 現状 なし なし

87 現状

都市部と中山間地域で、同じ東広島市でも住環境が違
うので、過疎地にも配慮して行政をしていただきたい
です。鳥獣害被害による農家の被害は深刻です。ぜひ
東広島市が中心に、国やＪＡ、住民と対策をしてほし
いです。

88 現状 妥当な金額だと思ったから

4/41



№
質問4-3
報酬額に
ついて

質問4-4
質問4-3の理由について

自由記述

89 現状
平日に傍聴できない議会を録画で見ることはできない
か。議会だよりの回答をもっと詳しくみることはでき
ないか。

90 現状

責任ある代表者であり、地民の要
望、意見を重視する立場であり良き
事と考えた事は総合的に判断し進ん
で事を運ぶよう努める事が第一番で
あり市民の代表者だから

生活環境の整備、ある事が完成しても周辺の状況を把
握し危険の無いスムースな周辺整備を急ぐべきであ
り、お金（予算）不足から等の実施遅延は理由となら
ない。

91 現状

92 現状

本市人口から見て妥当と思う。減ら
すべきでないし（議員活動に支障が
でる）、増やすべきではない（市民
の理解が得られない、大震災復興費
用、市職員給与減給もあり）

本年４月から市民協働のまちづくりとして、各地域に
住民自治協議会が設立されたが、議会として、各々の
地域課題を直接把握する努力をして欲しい。行政側か
ら聴くばかりでは、誠の課題解決にはならず市長が推
進する市民協働まちづくりは程遠いものと思う。（期
待しています！）又、域担当職員を割り当てている
が、むりに管理職でなくても地域の若い職員を育成す
る上で、もっともっと地域の職員と触れ合う物をつ
くって欲しい（提言として）

93 現状

94 現状
他の市町村等を参考にして定めたも
のと思うのでよいと思う。

地元議員さんより議会の報告を受けており大変よくわ
かります。

95 現状

96 現状

賞与、退職金、年金が全部あると聞
いている。世間の常識的な金額では
ないかと思う。年金生活者から見れ
ば、かなり高額の様に思う。

今回のアンケート依頼に驚いてインターネットで議会
だより等を見させてもらいました。（公報といっしょ
に時々入っているのは知っていました。）東広島市の
将来を見すえ、幸福度の高い市になる様、箱物だけで
はない、心の暖かくなる生活を送りたいと思います。
特に、将来を担う、子供達、若者達に希望が持てる社
会に、そして教育に力を注いでいただきたい。若者の
声を聞き、若い人達を大事にして欲しいと思います。
出来れば議員の停年制を考えても良いのではないで
しょうか。

97 現状 定数を減らす事が大切。

98 現状
スクナイトオモウガ、ホトンドノヒ
トガ、フクギョウヲモッテイルトオ
モウカラ。

99 現状

議員としての活動には、何かと、費
用がかかると思います。月４６万で
市の未来が明るいものになるなら、
安いと思います。

・議会に関することではないのですが。・市役所の人
件費を極限まで下げる（民間委託、パート職員の活
用）・古いインフラの点検、整備・企業誘致、等々‥
‥

100 現状
選ばれた人達なのでこれぐらいも
らってても良いのではないかと思
う。

101 現状

議員の報酬以外の活動費の總額等が
わかりませんが、現在の報酬から減
らすべきではないと思ひます。民間
ベースを考へても。

家庭ゴミの収集場所増設について。私は安芸津風早地
区ですが高い所に１０戸位の集落ですが髙令化が進み
ゴミの収集場が下の平地にありそこ迄出すのが大変
で、バイクにも乘れなくなった人も出て来て悪って居
ります。２屯も３屯もの車が通れる道はあるのです
が、収集場がほしいのですが、近い所にまだ１０戸位
の集落はありますが班長にも以前より話して居ります
が返事もありません。条件等があれば公報等へのせて
頂きたく思ひます。

102 現状
103 現状
104 現状
105 現状

106 現状
報酬額を減らすより、仕事・役割等
に対する責任を重くした方が良い。

広く会議を起こし、何事においても公論に決すべし。

107 現状 専業ならよいと言うことである。
東広島市が、周辺市町の残土捨て場、通過地とならな
いよう、早急に条例を制定すること。

108 現状

黒瀬町議会の時には、それなりに関心もあったが、合
併以後議会が遠い感じになって、関心がなくなった。
議員はそれぞれの地域代表ではなくて、市民の切実な
声を議会に反映させる立場であってほしい。

109 現状
110 現状
111 現状
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112 現状
今まで報酬額について、知らなかっ
たので。

113 現状
114 現状 下水道を速くつくってほしい。
115 現状
116 現状

117 現状
活発に活動されているなら、現在の
ままでよいと思います。

118 現状

119 現状
減らしすぎると市議会議員になる人
が限られるので

120 現状
121 現状
122 現状
123 現状 適当だと思う

124 現状

市議会議員の方には東広島市をより
よくするために頑張っていただきた
いので減らすことはなしで、ただ、
この経済状況の中増やすというのも
難しいので。

125 現状
「東広島市特別職報酬等審議会」で
充分、審議されて決められているの
だから。

市民の意見を聞きとりやすい体制づくり。今、身近な
事で困っている事。・バスの便数少ない。・西条駅前
の一般乗用車の乗降が非常に困難。・駐車場が少な
い。

126 現状

127 現状

特別に金額が高いという感覚はな
い。ただ民間では成績給があり、一
律固定はありえない。議員について
も働き具合、公約の達成度、市民か
らの信頼度等によって報酬を変動さ
せるべきと考える。そのほうが議員
の皆さんも当然、やりがいが出ます
よね！やりがいが出ないのであれ
ば、我々民間人も一律報酬にして下
さい。そういった庶民感覚が議員に
は必要と思います。特に民間組織の
支援で受かった議員は肝に銘じてほ
しい。

私の住む校区において、児童数増にともない、グランド拡張
が予定されている。先日説明会が開かれたが、グランドを近
くに隣接する住民の方は、強く反対されていた。私の家は離
れており直接の影響はなく、グランド拡張には賛成である
が、隣接する方の心情もよく分かる。第三者的に冷静に見
て、市側の将来ビジョンのなさ、長計が組み立てられていな
い。その場その場の行きあたりばったりの計画のまずさが、
非常に感じられた。学校や教育委員会だけでなく、市として
都市設計を今後、どう描いているのか、第２小学校建設も含
め、誘致する工場団地・ＪＲの駅（新駅）が出来た時に、人
口をどう予想して人の動線をどうなると考えているのか、そ
の中で学校は校区はどうするのか、しっかりビジョンが必要
と思う。また、近い将来の起る地震などの災害時にそこで住
む人が、どう避難するのか災害時の行動計画と避難場所であ
る学校の収容能力との関係や、一転して子供が少なくなった
時の地域と学校のあり方についてなど、様々な観点からのビ
ジョン作りが必要ではないだろうか。そういった将来の説明
があっての上でグランド拡張の話しがあれば納得してもらえ
ると思うし、当然そうあるべきと思う。市の縦割り的な姿勢
や対応に議員さんがチェックして、意見をもの申す、地域住
民の声を１つ１つ拾って歩くことが大切ではないでしょう
か。皆さんが選挙中に言葉にしていることを是非、実践して
下さい。まだまだ、もの足りないと思いますよ。非常に期待
しています。市民の声を届けるのが議員の皆さんです。その
声は自分自身の足でしっかり拾って下さい。待っていてはダ
メです。ネタは現場にあります。そもそも（２）の質問自体
がおかしい。１家１家を議員が訪ねて回るぐらいの気合がほ
しいです。選挙の時はできるので、”今”もできるはずで
す。

128 現状

活動費が月額２万５千円なら、やは
り議員報酬から種々の必要経費をま
かなう必要もあると思うので、４６
万円位必要と思う。生活費は、普通
の市民と同じ位にしてもらった方
が、市民の感覚がわかって良いと思
う。

議員に頼みに行けば、頼み事が通るという考えが、今
だに、根強くあります。その為に、選挙の応援をして
いるのだと、いうことらしいです。「正当なことは、
議員を通さなくても通るし、議員を使って、ゴリ押し
すべきではない。」という考え方にしていくべき、と
思います。議員の方も、ある程度、要望にこたえてい
かないと、選挙の応援が頼めないし、むつかしいとこ
ろだと思いますが、市民の意識改革が、必要と思いま
す。

129 現状

130 現状
今のままでいいと思いますがもう少
し上げてもいいのかなとも思う。

131 現状
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132 現状
責任ある仕事をしていただくのに妥
当な金額と思われるから。

133 現状

134 現状

議員はもう少し地域のすみずみまで、足を運び市民の
意見、要望を聴き取るよう、努足をしてほしい。何を
しているのか、さっぱり姿が見えぬ様では、選出した
意味がない。

135 現状 妥当だと思う。
136 現状
137 現状 財政状況や議会活動からして。
138 現状

139 現状
・他の市議会と比較してみないと分
かりませんが、そんなに高くないよ
うに思われます。

・もっと市議会への関心をもとうと思います。

140 現状

東広島は、この先もっと発展していく市ですから市議
会の中で、いろいろと提案して企業誘知や観光面にも
力を入れて、東広島市が広島に次いでの都市になれる
よう努力していって欲しいと願っています。

141 現状
142 現状

143 現状
妥当だと思う。それに見合った仕事
をしてくだされば。

もっと市民との接点をつくり、対話の場を設け、今何
が課題か、何をしようとしているのかを伝え、その上
で市民の声を聞いて欲しい。座って待っていても声は
集まらない。
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144 減
半分ボランティアだと思っているか
ら

145 減
仕事内容と報酬があっていないよう
に思うため。

市議会には、東広島市の中、長期的成長戦略があるの
か分からず、市民の目からは、議会のある意味が感じ
られない所が問題だと思います。

146 減
市議会議員の人は、副業をしておら
れる方が多いのでは。

もう少し市議会議員が足を運び市民の意見の交換をす
る場が必要である。※集会所等の場所の利用

147 減 活動に見合っていない。
148 減

149 減
市の予算や財政状況によって良く議
員で考えてほしい

150 減

151 減
報酬額が多すぎる！報酬額に見合っ
た仕事をしていない！

市議会の様子をテレビで観る機会がありますが予め用
意された報告書をだらだらと読むだけの印象が強いと
感じる　議員の報告はフリップ等を活用し市民にも理
解出来る様な内容に改めて欲しい　読むだけなら一同
に会して議会を開催する意味が無い

152 減
・仕事をしていない（地域住民の声
を聞く事　・市民税が髙い　・過疎
化が進み子供がいなくなる。

・市議会はもっと市民の声を聞く事が大事

153 減

農道や町道の無い所、県道の舗装に穴があいている
所、田の持主不在のため農道の拡張が出来ず又実の持
主も田を提供しないため道巾がせまく機械が入らない
通らない所があります。田はます々荒れるばかりで
す。行政の方で対策はないのか、地元議員さんは、地
域の状況をよく把握して下さい！

154 減 民官の報酬額と同じようにしてネ

155 減
金額に見合った仕事をしているのか
どうなのか見えないから。

156 減
それだけの仕事をされているのかギ
モン。

157 減 生活苦の人が多い為

158 減
毎日、出勤することもないのに普通
のサラリーマンより高給です。減ら
すべきである

市議会活動の話しを聴く機会がほとんどない。何をさ
れているのかよくわかりません。

159 減
一般市民の収入（給与）が下がって
いる昨今、議員、公務員の報酬額も
減らすべきである。

市民の収入が減っている。すなわち税金収入も減って
いるので無駄をはぶくべき政策や行政監視をして欲し
い。市長・議員、公務員が自分の収入ばかり気にして
いる感がある。

160 減

定数も多いと感じている中、月額４
６万円もあると思うと怒りを覚えま
す。もっと市民の為に、施設など道
路などに使うべきではないでしょう
か。

今回のアンケートが役に立つ事を願っています。抽出
２，５００名も少ないのではないかと思います。この
ような市民への意見をもっと聞く機会を増やしてほし
いです。市議会がどういう活動をしていくか市民に
もっとわかりやすく大きく伝えていただくようお願い
します。

161 減

市役所の庁舎は立派すぎるものが建造されているにも
関らず、雨水の排水対策については、予算計上されず
に、置きざりにされており、大雨が降るたびに不安を
抱いている市民が多勢いることを強く認識し、早期に
対策をとるよう、要請する。

162 減

基本額として報酬を位置づけ（減額
しておく）付加する活動費を加算す
る方式…（いわゆる必要経費を弁償
する）活動内容として手を汚す議員
には厚く、言葉指示のみで活動する
ような実内容は手を汚すものでなく
低く、報酬なり弁償をおさえてよい

現地視察、調査、施行など業務にあっては少数精鋭市
職員としスリムな活動、当意即妙な復命、かつ情報収
集の徹底。情報開示と早期の報告

163 減 世間との差が有り過ぎる
164 減 民間企業と比べ、多過ぎる
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165 減

市の運営も、会社の運営も一緒！！
業績が悪ければ、削れる部分は削る
べき！！「できる人」は、増やせば
いいし、「できない人」は、減らす
か、やめさせるべき！！４６万円を
捻出できるだけの採算性のある、仕
事をしているのか？議員とつながり
潤う人もいれば、じゃまされる人も
いる。まあ、私にとっては、必要の
ない人達です。

税金を使うとなると、どうしても利権が生じるので、
これによって、得をする人がでてくるのは、しょうが
ないこと。このことは、卑弥呼の時代からあることな
ので、人間が関わる以上、解決することはない。た
だ、損をすることがあるので、議員さんには、邪魔だ
けはしないようにお願いしたい。議員さんと仲良くす
れば、おいしい仕事があるのかもしれないが、若者の
感覚からすると、いまいち興味が持てないのが実情で
す。バブルを経験したことがあるのとないのでは、大
きな差があり、年寄りと若者がうまくかみ合わない、
大きな原因です。バブル世代が、引退するまでのあ
と、１０年～２０年は、どう改革を計ろうが難しいと
思うので、何も期待していませんし、むしろ、何もし
ないで欲しいというのが本音です。

166 減
そんなに多忙そうにはないと思いま
す。

167 減 仕事の内容とつり合わない

168 減
大して動いてないのに報酬が多すぎ
る。

知った議員がいなければどこに要望を伝えればいいの
か、分からない。

169 減

金額にみあった成果が出ているかわ
からないから。定数×月額報酬＝月
１，５００万も必要ですか？もし税
金から出ているのであれば、もっと
生活に還元してほしい

東広島に来て４年になりますが市議会のことがよくわ
かりません。どこで何をやっているのか、市議会議員
の名前すら知りません。もっとＰＲ活動などしてみて
はいかがでしょうか？前に住んでいた所は市議会議員
の方をはじめとても活発に活動していましたし、市民
の声もよく聞いて下さいましたし、とても親しみやす
かったので。

170 減 議員の活動が見られない。
171 減

172 減
報酬が増える事で、自分たちが払う
税金が高くなって国民の負担になっ
ていると思うから。

173 減
他手当等が別途あり、加算されると
大きい金額になるから。

別になし。政務活動費以外の手当や経費があるでしょ
う。

174 減

175 減
市会議員は他に収入が有ると思わ
れ、月額の手当を減額して市の予算
をふやす。

地域住民の要望などに対し確実に実行していただきた
い。

176 減
名誉職になっても市議会議員になり
たい人はたくさんいると思う。

定数削減に勤めるべきです。多いすぎて役にたってな
い人がいる。

177 減
議員が市民の目線で考えて欲しい。
地域の目くばりがない。対人間関係
だけである。

受け答える議論ではなく、実のある意見交換の場にし
て欲しい。

178 減 財政難であるため。 なし。

179 減
市議会だよりをみて、あまり活やく
されていないように思うので。

180 減

税金から払っていても、その活動が
市民に良い方向に動いていると感じ
られないから。今までと変わりがな
いのなら、人数を減らしても良いと
思う。

市役所の喫煙室を無くして下さい。仕事に必要ではあ
りません。

181 減
民間会社との対比して高い報酬額で
はないか！！

市議員が活動よく判らない。４年間当選すれば、報酬
のみもらっているのではないか？

182 減

市民のためにがんばって下さってい
るなら、減らさなくてもよいです
が、一歩も良い方行へ進んでないよ
うに見えるのでへらすべき。

183 減 一般的に考えても高すぎる
もっと市民に何をしているか、わかりやすくして下さ
い。

184 減

民間企業も現在不況の中経営がひっ
迫している現状をふまえ市民も少な
い給料でやりくりしている。従って
議員の報酬もこれに鑑み引き下げを
決定すべきである。

環境整備（農業用水路の改善等）について市役所の担
当部所へ要望を申し入れ（書面提出）も何々実施され
ない。従て公共事業一つ取っても工事が行なわれる中
で変更、改善等の要望意見を市の係の人に言っても業
者よりの姿勢で市民の意見等がまったくといっていい
ほど取り入れてもらえない。よって市民目線に立った
行政を行なってほしい。

9/41



№
質問4-3
報酬額に
ついて
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185 減
一般の人との給与をくらべた時かな
り多いと思う

上下水道を完備してほしい。道路にそった家の件数が
少ないためひけないとの事。家が他に立つ予定もなく
建てれる所でもないので今のきまりでは一生水道はひ
けません。他の市町村はがんばっているのに黒瀬町は
活きてない。

186 減
市民にもう少しわかりやすい議会にしてほしい。魅力
ある議会にしてほしいです。

187 減
少し高いのでは？（意識しないと何
をしているか分からない割には）

誰の為に何を行っているか不明。市役所自体が市民を
意見を聞いてくれず、マニュアル通りの対応しかしな
い態度を見ると、市議会も同じ団体の様に思う。子育
て世代の議員や若返り化を図り、数年後ではなく、数
十年後の未来の為に動け、自分の為と思って言動でき
る人達を期待する。将来を思う意見に年齢も経験も関
係ないというスタイルで活動を望む。

188 減

一般の給与と比べて多すぎる。市議
会議員の業務に専任しているわけで
はないのに。仕事に応じた報酬にす
べき（一律はおかしい）

自分がもっと市議会に関心を持つべきだと思った。市
議会への意見や要望を出す方法が分からないので、教
えて欲しい。どこに（市役所・警察・教育機関など）
要望すれば良いのか分からないことも市議会議員など
へ伝えれば、各部署に情報を流してもらえるのだろう
か。

189 減

190 減

財政難でもあるし、一般の会社の人
でも給料が下がっているのにとても
おかしいと思います。年金なども下
がっていますよ。

191 減 議員報酬は、日当制にするべき。

副業として、議員になっている人が、多いい。要望を
伝えても、なんら回答がない。視察研修の見直し、７
割は遊びと、元議員の声　議員定数１５人、報酬は、
日当制　市長は、住みよい町つくりを、していない市
職員の監督も、お願いします。（よく耳にします。目
撃したこともあります）◎公用車で外出して遊んでい
る　◎県庁出張（女性）午前中仕事終り上司を呼び市
内で、デイトしている

192 減
193 減 仕事をしていない方が多いので…
194 減

195 減

何の役にたっているのかわからな
い。災害の時も何かの行事の時も何
もしないから。税金を使っているの
で民間が不景気な時は下げるべき。

196 減

197 減
金額に見合う責任を負っていると思
えない

198 減 何もしてもらえない
市全体の町の様子を見て、歩道の草刈をちゃんと歩き
やすくして下さい。

199 減
現在の報酬が何を基準に算出されて
きめられたのか判らないので確定的
な事を申上げにくい

私は東広島市の一番北部の豊栄町三次市境に住んでい
ますが人口もだんだんと減少すると過疎地域がますま
すひどくなり猪・鹿はふえるしするので過疎対策事業
にも少し眼をむけて行政をしていただく様お願いしま
す

200 減
201 減 報酬が高すぎる 議員の活動や仕事が見えない。

202 減
良くしらないが何にも言わず出席す
らしない人もいるらしい？

月給どろぼうになるな　しっかり仕事をして下さい。
市民に聴く前に自分らで反省して皆んなで考え良くし
て下さい。自分らが率先して朝夕見て、聴いて悪い所
を見付けて下さい。行動有るのみ。
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203 減

一般企業、公務員の収入が減る中
で、月額４６万円とは高すぎると思
う。マイナス３０％ぐらいが妥当だ
と思う。その分を福祉の方にまわし
て頂きたいです。

政務活動費が、議員１人あたり、月額２５０００円と
いう事で、１年で３０万と、高額になります。これ
が、活動資金として、有効に使われているなら、まだ
よいが、市議会にも出席せず、議員としての活動らし
い事もせずに、受け取っておられる人も、いらっしゃ
る様に思います。議員さんにも、定年制があれば、議
会に、若い風を入れてみるのも良いのではないでしよ
うか。６５才定年でいかがでしょう。税金が高い。都
市計画税を納めていますが、八本松でも納めなくてい
い所があるんですね。良くなるのは、西条ばかり。市
役所の、あんな立派な建物、本当に必要だったので
しょうか？税金のムダ使いとしか、思えません。

204 減
４６万円も報酬払う必要性がどこに
あるのか知りたいです。

保育園を増やしたり定員を増やしてほしい。

205 減

一般市、国民の給与、報酬額と比較
した場合とその職能と勤務の実態を
検証した場合現在の報酬が妥当であ
るとは思えない。又全国の各市、町
等で問題となっている研修旅行等に
ついても一般市民にその目的及び成
果が広く市民に報告されるべきであ
ります。

議会だよりのみでは、議会で何が審議されているのか
又、市民は何を知るべきかよくわかりません。地域を
代表すると思える議員は各自自分の選出された域は自
覚されていると思いますが私の住んでいる街には議会
報告等も有りません。選挙の時だけ顔を出すだけの議
員では市政を、お任せするのは心もとないと思いま
す。平素から市民の要望に耳をかたむける姿勢が求め
られるものではないでしょうか。

206 減 少し高いように思います。

207 減
東広島市に限らず議員報酬は一般の
サラリーマンの仕事量に比べて高い
と思ってます。

208 減

209 減 不景気な時は、皆んな共有すべき。
市民のために本気で働いている人は、何人いますか？
世の中皆んな自分のためと、名誉だけだよ。

210 減
それに見合う仕事をしてないように
感じる。

報酬に見合った仕事をしてほしい。殆んどの誰もが、
自分の為だけの議員であるように思える。

211 減
議会活動期間に対して多すぎる様に
思われる。

議員定数が多いと思う。定数削減に努めて貰いたい。

212 減

本当に、市の将来のことを考えて取
り組んでいるとは思えない。目の前
のことばかりにとらわれて、ハコも
の作りに努めるのは、自身の利権に
とらわれている表れである。

現状をよく把握した上で、これからの東広島市のため
に、本当に必要なこと、改革すべきことを考え、議論
してほしい。議論の内容がよく伝わってこないため
か、あるいはその内容が薄いためなのか、市民の関心
をひくことが現時点では全くない。

213 減

214 減
金額に見合った事をしているか、不
明確。

215 減
一率であるなら、経験や実績によっ
ては減らすべき

216 減

217 減
会議以外にどのような仕事をしてい
るのかわからない。

ＭＲワクチンなど、予防接種の公費負担を復活させて
ほしい。元気な老人が、体力維持するための施設を
作ってほしい。プールなどは遠すぎる。デイケアなど
は、やることがつまらなさそう。毎日を、どうすごし
ていいのか…と思っている老人が多いように思う。農
園みたいなものでもよい。人との交流ができるように
してほしい。

218 減 報酬に見合う仕事をしてない。

219 減

議員の仕事をしてる姿が見えてこな
い。視察等、本来市民が求めている
仕事外の活動は見えてくるが、議会
等は、決められた質問、決められた
答申。良く言えば超保守的な「ガン
バッてます」的なパフォーマンスに
しか映らない。市民が期待し、市民
から選ばれ、市民から就職を与えら
れているのだから、質の高い議員だ
け残れば良い。

前述にも記しましたが、今の議員３２名の内、本当に
東広島を良くするのだ！東広島が好きだ！と信念のあ
る議員は何名いるだろうか？地域無くして自分（議
員）は成立しない！今の議員の大多数は、選挙活動が
議員の最大の仕事と考えているように思う。大切なの
は議員になって、どれだけ「仕事ができるか」であ
り、今の議員が行ってる事、考えている事は「仕事」
でなく「作業」しかしていない。

220 減
報酬額以外に手当がたくさんあるか
ら。

無駄な税金の使い方をしないでほしい。
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221 減
本当に市政を良くしたいと思ってる
人が、少ない報酬でもしてくれる人
がした方がすればよいと思う。

市役所内に喫煙室が設けられたことは、時代に逆行し
ているし、すごく残念だった。職員の健康も害され、
つくるのに税金が使われてる。市議会は、本当に市民
の意見を代表してるのか甚だ疑問である。

222 減
他のことに税金を使ってほしい。月
額４６万ももらってるのに、それだ
けの働きはしてないと思うから。

223 減

一般企業、公務員も削減されている
のに生活には困らない手当を受けと
るのはどうかと思う。削減した分を
市政や教育、困っている企業、団体
にあてたらどうか。

224 減
今、民間は厳しいので、あまり高い
報酬だと不満や犯罪が増えると思
う。

東広島市は今、人口が増えているので、それに合う、
町・街作り、道路より利便性と、行動（買物や、ア
ミューズメントなど）したくなるような、お金を使い
たくなる様な提案をしてほしい。

225 減

議員は毎日議会、事務局に行ってい
るわけではない。活動した内容によ
り報酬を決めるべきだが、それは難
しいので、議員活動をした日数に応
じて報酬を出すべき。

議員は地元の利益を優先させて地元民の手先の様にな
らないで。市全体、市や県、国の将来のことまで考え
る広く、物事を考えて。

226 減
報酬に合った仕事をしていない。選
挙が近くなると選挙の為の活動しか
していない。

・地域の課題を把握する等の活動が出来ない。・６０
才以上の議員は問題意識が「０」じゃないか？・選挙
活動だけで、給料「ドロボー」じゃ。

227 減
不況の時代、他都市でもやっている
日当制などに改めるべき。

住民自治協が設立され、市への要望などがそのルート
を通って、届けられることになるので、市議会議員の
仕事も減ると思う。よって、人数や報酬額も減らして
いくべきと考える。

228 減 一般の給与にくらべ高額であるから
東広島は合併で広くなったが、西条町周辺ばかりで、
他の地域の整備が、あまりなされていないと思う。

229 減
230 減

231 減
報酬額よりボランティア精神（市民
の為に粉骨をおしまず、名誉職と思
わない）

232 減

減らしても、議員になりたい人が何
人いるでしょう。ぜひ市民にお願い
してもなりたい方が減額で何人いる
か減らしてみてほしい。

233 減

アベノミクスだと言っても恩恵を受
けている会社はほんの１分。税収が
少ない今、議員か手本をみせるべき
だと思う。市職員の給料を減らすた
めにも定数は減すベきだと思う。

市議会とケーブルテレビで見た事がありますが質疑応
答をしている人、皆下を見いて原稿よんでいるので少
しはおぼえて正面を向いて話をしてほしい。市議会だ
よりに乗っているので議会を開く事はいらない。定数
を減らす事も出来る。

234 減 国会に順ずる方向

235 減
財政状況悪い中、市長、職員等含み
減らすのは当然である。

236 減 一般家庭より多いと思う
“子育てするなら東広島”とアピールされているが、
実際に満足するような住みやすい街づくりに期待しま
す！

237 減 もっと他の財源にまわすべき
市議会議員の定数を減らし報酬が額も減らし福祉や教
育にまわして欲しい。

238 減

現状の税収等を考察すると、報酬額
の減額は当然である。現状の報酬額
を維持するとしたら、議員の定数を
２２名（３割減）とし、６５才定年
制を設けたらどうですか。

239 減
240 減 民間企業と比べて高額過ぎる
241 減 率直に高いと思ったから。

242 減
副業の人も多く、活動内容もわから
ないので多いと思います。

243 減
244 減 公務員の給与がへらされているから
245 減 国がもたない
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246 減
私は議員の活動など余り分かりませ
ん。それに私の地域には議員いらっ
しゃいません。

大変申しわけ有りませんが市議会も傍聴したことがあ
りません。市議員さん時々地域を廻り現状の把握など
して下さい。私達がしっかり把握をしなければいけま
せんね。気をつけます。余りにも自分ながら、無関心
かも知れません。気をつける事だらけです。字を書き
つけません。失敗ばかりですみません。

247 減

他の仕事と併用している方が多い。
それが可能であるという事は、市議
の仕事のウエイトが低いと思われ
る。ガラス張りの新庁舎や、東広島
ＦＭへ補助やカラーの広報等、市の
レベルに合わない。ムダ使いをして
いるのだから身を切るべきでは？

４－４で記したように行政の短絡的な発想に全く
チェック機能力、働いていないと思う。下水道や交通
のインフラの整備すらされていない中で対外的に見栄
ばかりはっているように思う。正直誰が市議になられ
ても、同じ感じがする。市議の方は、地元のため（選
挙のため）だけに動いているみたいだし、旧態然とし
た感じはいなめないのでそこから変えていかないと、
市議会もよくならないと思う。

248 減

249 減
市民の高い税（健康保険、介護含）
を考えてＭＩＮとすべし。実務時間
に比べ高い

250 減
公務員（地方）、職員ばかり減少し
ている。まず上から減少するべきで
ある。

251 減

252 減
どのような活動をされているのかわ
からない。

253 減 民間企業と同じで良い。

254 減 月に何日議会活動するのですか？
市議会議員３２名を、人口１８０，０００の為１８人
で充分

255 減
256 減 高いと思う。 何をしているのか分からない。

257 減
出席日数、単価（１時間当り）等を
考慮した。３０万円でも高いと思
う。

258 減

259 減

現在、若い人達の賃金も低くおさえ
られていて、人材派遣やパート等社
会保険料も自分で支払う人達が多
い。サラリーマンの賃金も上らない
等に世間の人々は厳しい不安定の中
を生きている。議員も少数セイエイ
で、質の高い人達でやってほしい。

下水道工事など社会基盤に関する事業を早くできる様
にしてほしい。

260 減
議員個人への全ての収入・支出が不
明の為。

261 減

262 減
市議は多額の収入を得るべきでなく
あくまでも市民の代表として尽くす
べきである。

263 減
議員として仕事がなされていない人
がいる。

道路の混雑の解消に努めてほしい。

264 減
265 減 税収入に見合った経費が必要。

266 減
一般企業の月の給料より高いと思う
ので。

今、東広島市議会が何に力を入れているのか？何を改
革しようとしているのか？を市民に分かりやすくして
ほしい。

267 減

議員は市の発展に寄与するべく活動
されることを望みますが活動する、
しないに拘らず定額支給は不解であ
りノルマがあってもよいし大半の人
がお金目当ての議員の様に感じ投票
率の低下につながっているのではな
いでしょうか。

遅蒔乍ら少子化を何んとかしないと発展は望めない。
中央部はどうせづとも発展しますが末端部の活性化が
望ましい。

268 減
・なにをしているのかわからない・
月額＋ボーナス年収が多すぎ

なし

269 減

270 減
経済状況や、公務員の給与削減と同
様に考えるべきで有る。

271 減
４６万円という金額が妥当な金額な
のか理解出来ないから

特になし
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272 減 ボランティアで良いと思う
273 減

274 減

公務員も減額されている今、議員も
考えるべきである。報酬額４６万円
だけではなく、その他、手当がある
のでは？

275 減 高いと思う 市民との対話。当選すれば市民との対話がない。

276 減
真剣に仕事に取組んでいるのかよく
わからない。

277 減

278 減
ボランティア意識が少し加味された
分だけ減らしてほしい。

279 減 予算規模に対して多いと思う。

280 減

民間企業で働いている方々は時間も
不規則な上、休暇も不規則でありま
すが、それほど多くのお給料を頂け
てない状況があります。市の代表の
方々は市民の為に動いて頂いている
のは理解できますが、もらいすぎだ
と思います。

281 減 市の財政状況を考えた。

282 減
市の財政の健全化を考える時、まだ
まだ不景気感があり当然のごとく固
定費削減が必要。

283 減

284 減
月額４６万円は、一般の市民の月給
に比べて多いように思う。

月１回の″市議会だより″だけでは市民には分りにく
いのでホームページも時々見るようにしたいと思う。

285 減
議員出席日数・地元への活動状態を
考えても月額４６万円は多すぎま
す。

高齢化の進む地域、農地を管理できない農家地方が豊
かに暮らせる政策を考えてもらいたい。

286 減 民間よりも高すぎる。

287 減 生活給ではない

市民のための政治ではなく、自分のための活動を行っ
ている様に見える（保身）（例）採決、反対、賛成の
実名の公表で反対する職員等（個人での賛成反対を意
思表示ではない）

288 減
税収入が今少ない事を聞いた事が有
りますので

議会で決まったことが形として見えてこないから投票
数が少ない原因かと思われます。私も市議の人がどん
な仕事をされているのかわかっておりません（市がど
のように変っていっているか目に見えないです）

289 減
・本市の社会経済情勢及び復興支
援・地域活性化による交付金の減額
による。

290 減
基本的に市議会議員は、名誉職とし
ての位置付けで報酬を考える事とす
る。

基本的に議員の方々は、名誉職としての位置付で自ら
の報酬・その他を考えてゆく必要があると思います。
人生経験が多い方々が議員の職を努めていらっしゃる
のですから、今さら、各派にグループを組む事はやめ
て、一同全員で件案にあたって欲しいと思います。ま
た、市議会は決定機関として、その議会で結論を出す
と言う考え方で運営して欲しいと思います。そのため
には、議員定数を今の半分にする事と、毎日、市の職
員と同じように朝から出勤して、議員の部屋（ワンフ
ロアー）で仕事をするという事が大切に思います。市
民も意見・要望があれば、その部屋に直接話しに行く
事が出来、様々な議員の方と本気で話しが出きる事が
大切だと思います。そうすれば、議員さんを知らなく
ても意見・要望を伝えることが出来ると思います。宜
しくお願い致します。

291 減
選挙が終ると議員の顔は全く見えない。誰かの葬儀以
外は…

292 減
財政状況から、見て、減らすべきで
ある。

293 減

294 減

民間企業との差があり過ぎ。２．３
年前不景気時、２万円程度引き上げ
られているのが不満。市長が議員に
えんりょかとも思った。

車の両輪があり、しっかりけんせいしあうことが必
要。今後の検討を祈ります。
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295 減
私の仕事より仕事をしているとは思
えないのに、報酬が高過ぎる。

296 減
報酬は月額４０万円前後で、よいの
では？町内でも、議員格差がありす
ぎである様子

・定年制度は、あるのか。・無い場合、定年７０才と
かにした方が良いと思う

297 減

月額以外に様々な手当があると思い
ます。年金も含め、勘案した時、か
なりの高額者にあたると思われま
す。市民の代表が、市民の標準よ
り、かなり上というのは、お手盛だ
と、云わざるを得ないかと思いま
す。

最近とみに思うことは公務員の形がい化です。内部監
査と自己保身のみが最重要事項で、仮にも市のため、
市民のため、自己成長のために日々を過ごす人が、こ
こ１０年位の間に急激に減ったと思います。そうした
公務員に云いくるまれ、心のない、前例にたよった、
気概のない議員もいるのではないでしょうか？要望に
しても役所で出来ないと云われたからダメだと伝える
だけの議員にはならないで頂きたい。公務員に心を復
活させ、真の市民の代表者となる議員であってほしい
と切望します。

298 減
各県でも、減らす地方が話題になっ
ているから。

299 減 少数精鋭にて取組ベきです。 そんなにきたいしてない。

300 減

市議会議員の方がどんな仕事をして
いるかわからないから。市民の生活
にどれだけ貢献しているのかがわか
らないから。市民の生活は議員とい
う特権階級ではなく、パン屋や理髪
店など一般の人が夕方に集まって決
めるべきだと思うから。（北欧のよ
うに）

市民の代表である議員は、２０代～　様々な年齢、性
別、障害者、少数者の代表であるべき。５０代、６０
代の男性が占めていてはいけないと思います。

301 減 もっと他に使うべき もっと市が全国にアピールできる物をつくって欲しい
302 減 活動しているか解らないから。

303 減
市の行政に、やっている取り組み
が、反映されている実感がわかな
い。

ＦＭ東広島やフリーペーパーを通じて、もっと広報活
動をしてもらえたらと思う。ホームページは特定の関
心がある人しか見ないと思う。

304 減

日常の議員活動が見えてこない。議
会に出席するだけなら多過ぎる。報
酬に見合った活動なり努力をしてい
るかを反省すべきである。

定数削減が市議会の活性化になると思う。少数精鋭の
の立派な市議会になってもらいたい。

305 減

議員はそのほとんどが専業ではない
と共に年間何日従事するか予備行動
を含めて考えた為各報酬額に多すぎ
ると思われる。

306 減 特になし

307 減

報酬を１割でも減らしてもっと市民
の為に使ってほしい。歩道のない道
をなくすだとか、もっとすべき事が
あると思う。

308 減
一般的に給与が下がっている。議員
報酬もそれに合った増減にすべきだ
と考えている。

309 減
310 減
311 減

312 減

無免許運転で違反しても自分から辞
職しないかぎり満期まで月収がもら
える一般人は会社の規定により罰せ
るのに市議員はなんで罰せられない
のか？

313 減

アメリカのようにボランティアで無
料でやる人がいればそういう人に議
員になって欲しい。又、報酬以外に
もかなりの額が議員に渡っているら
しいが本当に必要？と思います。

市議会に対しては国政ほど興味がないのでよく解りま
せん。ただ日本人だから、そんなにひどい事はしてい
ないだろうと思っています。報酬が月４６万円と初め
て知りましたが、この金額は高すぎると思います。本
当に補助が必要な人にお金を出す事は当然だと思いま
すが、議員には現状の半分でも充分だと思います。

314 減
サラリーマン一般市民生活者から見
れば報酬額が多いような気がしま
す。

315 減
１．２の場合わ、もう少し仕事をし
てもらう。
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316 減
他県の市報酬額を参考。年間出勤日
に対し１日の支給額が高額。

317 減

市民の生活も段々苦しい中、議員だ
からとたのんだ仕亊もせず選挙前と
は裏はらに、もっと地域の亊を考え
て人の話をきいてほしい。

発展地域の地方中心議会ばかりで過疎地の苦しい生活
も考えて議会の運営を望みたい。

318 減

国家公務員をはじめ各公共団体職員
の報酬は減額されており、加えて１
０月からは年金も減額されることか
ら現状維特では民意に反すると思
う。

特にありません。

319 減
赤字財政緊縮すべきである。活動日
数も少なし。

320 減

４６万に合う仕事はしていないと思
う。多すぎる。我が家は一生けんめ
い働いても税金ばかりとられて何一
つかえってこない。子ども手当や私
学手当などなに１つもらったことが
ない。税金を払う意味がわからな
い。

議員さんは信用しない。選挙の時だけペコペコだし、
４６万なんて多すぎる。パチンコ行ってる人もいる
し。

321 減

322 減
国政はその方向へ向っているので当
然である。

もっと分りやすい用語で説明すれば関心を持つ人も多
くなるはず。例えば池上彰さんのようにとか…

323 減
324 減 不景気だから。

325 減

アベノミクスなどと、景気の良い話
しを耳にするも、世の中の景気は一
向に盛り上がらず、何故か、生々と
していない顔の人の多い事。プライ
ドがあるがゆえ、家の中の事は他人
には軽々に言えず、頑張って、頑
張って、必死の毎日を送っても、
仲々楽にはなりません。議員さん方
にもそんな生活、身を持って感じて
ほしいです。議員さんの報酬の半額
あたりで生活している方が、どれだ
け多いか‥‥。

326 減
何をしているのか、さっぱりわから
ない。

327 減 公務員など、減らされているから。

328 減
市議会議員がどういう仕事をしてい
るか具体的に知らないから、知らさ
れてもいないから。

329 減
今の世の中公務員も減額なったし毎
日仕事してる訳じゃないのに多
い！！税金のむだづかいだ！！

330 減

現在地域で起っている問題で、たまたま寺西小学校第
２グラウンド土地取得の件を耳にしました。地域の
様々な問題に市議会は公平性を持って細かく取り組ん
でおられるのか疑問です。

331 減
どのような仕事をされているのか、
はっきりと理解はできませんが、額
が多すぎているように感じました。

市議会という事が何かわからないですが、若い人にも
どんな事している！とか、こんな事もしている！って
いうのが、少しでも身近で分かりやすかったらいいと
思います。難しすぎて、分らない事ばかりだと、分か
りません。

332 減
常勤でない。市職員も下がる傾向に
あり、日本全般の不景気な状況にあ
り、日本国民全体が自粛にある時。

333 減
何となく。市民税が高いのでもっと
安くして下さい。
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334 減

比較的時間に融通のきく職業の人
が、議員になられて、ボランティア
感覚で（議員の報酬が生活費になる
訳ではなくて）やって下さる人が、
必ずおられると思う。昔はのそよう
な人がおられたと思う。そこで人々
から尊敬され一目置かれていた。報
酬のために立候補するのはやめて欲
しい。高額でなくてよい。

335 減 全国的な流れである。

336 減

福祉の仕事をしている人たちが、や
りたくても給料が他のサラリーマン
などよりはるかに少ない。より市や
国を良くしたいと言うなら、自分た
ちの給料を少しは、福祉にたずさ
わっている人たちに反映させるべ
き。みんなが必ず頼る福祉のはずな
のに昔の慈善事業とはもうわけが違
う。（特に、介護福祉士、ヘル
パー、ケアマネージャー等みんな手
どり１８万弱。）

市議会は、見ても腹が立ってしまうのであえて見ませ
ん。無意味な議論をしているなあと思うことも多々あ
ります。国民の目線と議会の方々との目線は違う気が
します。日本人は働きすぎ、なのに、休日も少なく会
社によって、極端に違う。主人も、お年寄りの方々の
ために、やっているのに、本人や家族は報われない。
昔と今の違い、現状を目先の小さい会社や大きな物に
しか目を向けてない気がする。どうか、よろしくおね
がいします。この世の中、広島を良くして下さい。

337 減
市の予算や人口に比較して額が多い
と思う。

338 減 余り仕事もせずもらいすぎ。

339 減
市会議員などは、ボランティアに近
いほうがいい。

特になし

340 減
341 減
342 減 多

343 減
市の財政状況を思うと、４６万は高
すぎるのではないか。

八本松駅の南側周辺の、区画整備を早急にお願いした
い。

344 減 何をしているのかわからない。

345 減
中小企業においては高い方の報酬額
で、活動の内容から多すぎる。

選挙中は頭ペコペコ。当選後は何する人やら、活動の
うわさなし。目立つところには顔を出し、地味な活動
話は避ける。過疎地はどんどん予算を削られていく。
真剣に報酬に合った、それ以上の仕事をしてほしい。
選ばれた人だから？

346 減
働いた報酬よりも高いのではないか
と思う。

347 減

４６万円が多いとは思わないが、そ
の他の収入が多くあるのではない
か。議員だけに専念しているような
はみえない。

当面の問題だけでなく、長期のビジョンを皆でよく話
し合い、皆の意見も聞き、皆に分かるように発表して
もらいたい。

348 減

現在の日本のサラリーマンや自営業
の働きによって議員さんの仕事の内
容からみて月額報酬が多いようだ。
議員研修などして必ず良いところを
報告して１人１人レポートを提出し
て市民に教えるべきだ。生きた予算
を費すことと思う。

議員もバッチをはずして市民と一緒に汗をかき労働す
る奉仕の姿がほしい。例えば水害とか公園、川の掃除
とか、地域に関する行事に参加すべきだ。議員は必ず
年４回以上議会で質問すべきだと思うが、ヤル気があ
るのか不安に見られる。又賛否について無回答はよく
ない。

349 減
公務員などの給与が減っているの
に、議員も減らすべき

350 減
社会全体のことを考えると多い気が
する。

351 減
多いすぎます。２０万で良いと思い
ます。仕事をしてない（お金を生む
仕事）

ウソ発見器にでもかけて、まじめな人を選んでほし
い。公務員はろくな人がいない。自分達は皆の税金で
食べさせてもらっていると思ってほしい。

352 減
市の財政状況があまり良くないか
ら。

353 減
リストラ時代に少しは減らしても良
いかな！小さな会社でも何役もこな
しておりますが！

市役所への何の課でもすぐ対応が出きる用に。ちょっ
とまって下さい。知らベますから～時間がかかりす
ぎ。仕事の合間に行きたいのです

354 減
他県及び県内の市議報酬と比べれ
ば、減らすべきである。

党利党略、私利私欲で活動（行動）する各種議員が多
い中で、今一度、・何が公平公正か、何が平等か・何
が国民・地域民のためにか（なるのか）等々、複眼視
して行政を進めるという原点を忘れない様お願いした
い。
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355 減

356 減
１ケ月フルに仕事していないのに多
い

なし

357 減

だって、どんな、仕事をしてくれて
いるのか分かりませんし、１日、平
均何時間働いているのか？市民のた
めにしている事は？

358 減

東広島市が進める、住民自治協議会
と議員さんと市役所は、個々（バラ
バラ）に仕事をすべきでは無い。議
員さんは報酬を減額にしても、学校
区単位を活用すべきだ。

◎市役所の仕事が、議会対策に多くを費されている様
に感じる。議員さんの意見＝住民の意見では無い事が
多い。住民自治協議会が発足したのだから、もっと
もっと住民・議員さん・市役所が連ケイして仕事（活
動）をすべきと思います。

359 減
市が財政難のため。市の職員の給与
が減額されたのだから、市議会議員
の報酬も減らすべきだと思う。

・二次救急空白日の解消をお願いします。

360 減
民間の仕事量と比べると、少ないか
ら。４６万円の収入を得るというの
は、大変なことだから。

議員が出ている地区は、活性化しているけど、議員が
出ていないと、なかなか改善が見られない気がしま
す。

361 減
市民の生活レベルが低い、（賃金
等）のに市議会議員が高額なのはい
かがなものか？

もっとまじめに仕事をして下さい。

362 減
たいした仕事もしてないのに、４６
万は多すぎる。

363 減

出身町及び自分本位に、もの事を考
えず、市全域を対象にいかにしたら
発展していくか、本気で取り組んで
ほしい。

364 減
市の予算や財政状況がこれから良く
なるとは思えない。ハコモノをたく
さん作ったので。

365 減 今の財政状況であれば減らすべき。

366 減
住民も、税金に対して協力している
ので少しは減して住民にも協力して
ほしい。

367 減

368 減
公務員の給料は年々減らされていま
す。市議会の方だけ減っていかない
のはおかしいと思います

活動内容を、もっとわかりやすく広報にのせてほし
い。せっかく選ばれた人が今何をしているのか、どん
な事をしているのか、わかりにくい。むずかしい言葉
でなくわかりやすい説明がほしいです

369 減

370 減 みんなの税金でやっているので。

市が発行している広報紙（毎月）は、費用はどれくら
いかかっているのか知らせるべき。よんでいる人がど
れくらいいるか、必要なのかアンケートをとってみん
なに周知してください。市道の草刈みぞそうじ等、市
有地の管理は、どうなっているのか、しらせてほし
い。生活のできない人から税金はとらないようにお願
いします。老人ばかりになってきているのでいままで
とはちがったことを考えてください。

371 減 市の財政状況

372 減

前回の大同合併で組織、地理とも大
きくなったが支所へ行っても、ラチ
の開ない便利が。不満を解消するな
ら持ちまわり支所で議会を開催を。

開催は持ちまわりすることで市民も活性化に連かる
と、市民の意見を吸いあげる事にも役立つ。支所で議
会を実施する事開かれた時代に合う傍聴も近ければい
く機会が多くなる関心もある。

373 減 報酬額は少し高すぎである。

374 減

・議員自身の言葉で議会報告をして
欲しい。・道路改修等で議員立合い
で要望しても具体化しない事が多
い。

・選挙活動では地区内くまなく選挙カーが入って来る
のに、当選するとまったく入って来ない。地区にどん
な問題があるのか知ろうとする努力が足りないので
は？・各議員の議会出席日数を公表して欲しい。・議
会開催日数に比べ報酬が多い気がする。日常どの様な
活動されているのか見えない。・ボランティアでも議
員をやろうとする人が何人おあられるのでしょう
か？・アンケート調査された結果を市議会だより等で
公表して下さい。

375 減
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376 減

会社でも財政が苦しい時は、トップ
から減らされるように市民から税金
を高くとるのではなく、議員から減
らすべき。しなくてもよい視察等は
見直し市民にもっと活動がみえるよ
うにすべき。

こうしたアンケートをとっても、きちんとそれが反映
されるのか不安だ。市民が意見をあげやすいわかりや
すいシステムをつくることが必要と思う。

377 減 プラスアルファがあると思うので。
378 減

379 減
路線バス、安芸津線の利用率は最低であり、税金を投
入してまで続けるのは、止めるべきだ。

380 減
・年をとっても安心できる町にしてほしい・黒瀬町私
の住んでる所はバス停までとおいい。

381 減
議員の仕事、量が民間企業に比べて
少ないと思うから。

382 減
383 減 報酬額だけ仕事が出来ていない。
384 減

385 減

質問３－３で「（１）増やすべきで
ある」と考えから、極力報酬は減ら
し、財政支出に配慮すべき！そもそ
も、国、地方を問わず、選挙自体に
お金のかからない仕組みと有権者意
識を変えないとダメ。市民ニーズを
行政に反映するには、議員は自治法
に規定されている定数が望ましいと
思う。

市勢伸展に向け、市議会の一層の活性化を望みます。

386 減

387 減
議員一人一人か、もう少し巾広く市
民に意見等、を聞き入れ市政に範栄
してほしい？

388 減
市議はある意味ボランティア的なも
の、報酬は少なくてよい。

女性の市議が多くなり、古くからの人脈政治からはな
れなければ東広島は良くならないであろう。若手が出
てほしい。

389 減
４６万円ももらっているならば、議
員の仕事を市民の為に行うこと。仕
事をしている議員は少数である。

馬鹿でもアホでも定数まではとおるので要望などあり
ません。

390 減

391 減
市民の税金の負担額が少しでも減れ
ば良いと思うから。

392 減
393 減

394 減
一人あたりも多いし、それを３２人
分となると、税金を他の面で使って
ほしい。学校の環境整備等。

395 減

外国では、議員や市長は、ボラン
ティアで、本当に市を良くしたい人
が議員になり、その議員の中から皆
の意見で市長が選ばれる国もありま
す。とても良い方法だと思います。
市長も、講演する時、その場所まで
自分で車を運転して来て、自分で演
台をセットされました。場所もお金
のかからない公園の芝の上でした。
これもすばらしいと思いました。

396 減
毎日出勤していないのに４６万円だ
と少々高額だと思います。

397 減

報酬を受領するだけの仕事を全員が
行っているか。東広島の住民税は以
前の市よりも１万円以上高い。市民
は生活が苦しい。

398 減

市議会の人は他に仕事を持っている
人もいると思うので、二重の報酬は
必要ないと思うし、１ヶ月４６万円
を使う内容を市民に教えてほしい。

今年の４月に転勤して来たので、よく分からなかった
のであまり答えられることが出来なく、すみません。

399 減 多すぎる
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400 減
定例会等の仂きに対して、多すぎ
る。

地元議員さんぐらいしか分らないので議員さんがどん
な活動をしておられるのか余りわからない。（不勉強
かも知れませんけど）もっと地元だけでなく全体的に
視察して本当の実情を知って欲しいと思うことが有り
ます。

401 減
402 減

403 減
もっと市民に還元すべきものがある
ように感じる為（例：待機児童を減
らす為に保育園を新設する等…）

404 減

年金は減り、国民健康保険税は上が
り、私達の生活はとっても厳しいで
す。私達の生活水準に見合った額に
されたら良いと思います。

定例会が年４回とは少なすぎるのでは。問題は山積だ
と思いますので、臨時ではなく定例会を毎月のように
開く必要があると思います。

405 減 景気によって、変わるべき。

406 減
市議会議員さんにも報酬額を減らす
べきである。

市議会員の意見をもう少し身近に。

407 減

国家公務員、地方公務員の報酬を減
額している時節です。議員の数を減
らし、報酬を減らして、市の財政難
をのりこえることは当然です。議員
から発議してこそ、全体を考える議
会と言えます。

・議員さんが市民の中へどう入って声を聞いているか
－議会で自論をのべるだけでは、市民の声は反映でき
ない。とにかく市民の苦しいい生活などの人の中へ
入って、声を聞いて欲しいものです。・すでに設置し
てあるかも知れませんが、各支所にでも、市民の声を
入れる「ポスト」などがあると、良いかとも。

408 減 たいした仕事をしていない。

409 減
国民年金が月額￥５０，０００に対
して納得がいかない！

410 減
税金の無駄使い。１人１人の報酬を
減らし、より多くの議員を増やすべ
き。

今、なんか政治は遠い存在にある気がするので、もっ
と議員を増やしたり、市民の意見を聞いたりするなど
して、政治を市民にとって、身近なものにするべき。
そして、もっと「若者」に目を向け、東広島市で住み
たいと思う人を増やすべき。「老人」ではなく「若
者」を重視してほしい。

411 減

412 減

１ヶ月（平均２０日位）議員活動に
出てくるとは思えない。地域の行
事、選挙前だけ、頭をさげてもダ
メ。せまい自分の持場をもっとよく
見て、改善してほしい。八本松は県
議、市長、議長もいるのに何の変化
もないにひとしい。駅前は特に失
敗。バス路線の進歩はない。

◎年に２回位各地域センター集会所において意見聴衆
をしてはどうでしょうか◎あれだけ禁煙運動が叫ばれ
てるのに新庁舎に喫煙場所をつくるとは何を考えてる
んですか？用事があって来庁する人は２０～３０分位
ガマンすべきです（職員は別）◎立派な庁舎のレスト
ラン（食堂）もっと長く営業すべきです。職員だけな
ら、やめてください。又、ながめを言うなら、土、日
も営業すべきでしょう。

413 減

・報酬とは別に、活動をする時の費
用は支払われている。市民のために
市民の代表として活動するには、
ちょっと報酬が多い。・市議会だよ
りに載っている議題は議論するに実
におそまつで残念だから、報酬を減
らすべき。

議論してほしい事・酒蔵通りの景観など町並を守って
いくべき。・青少年問題など、夜間見まわりの重要
性・障害者療育施設などの先生（医者）、（臨床心理
士）の数が足りていない。待機の患者数が他県と比べ
て多い。・交通網の整備が出来ていないので、他県か
ら来ると不便。

414 減
市議会が開催される毎に決めてはど
うか。

415 減

毎日仕事をしていないのに、４６万
円を貰いながら、他にも収入が色々
とある。意味が分からない様な物も
あると思います。

市の収入も少なくなっているなか、議員の人数も少な
く１／２位にしなければ、市の税金は、国民のために
使って頂きたいと思います。毎月、２万５千円が必要
なのでしょうか？

416 減

全ての議員とは言わないが、報酬分
の責任を果たしているとは思えない
から。ちなみに、ボーナスも受給し
ているはずだが、それは質問文中に
入れないの？

基本的には何も期待しない。理由は色々あるが、一例
をあげると、市中心部の一等地に他を圧倒するような
新市庁舎を建設する事自体、公僕としての自覚に欠け
ていると言わざるをえず、それを提案する市執行部に
も、承認する議会にも期待しても無駄だと考えてい
る。

417 減

418 減
今の時代にあわない金額だと思うか
ら。
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419 減

年収５５０万になりますから（賞与
を入れたら６００以上）この景気の
中でそこまで必要か…と考えてしま
いました。東広島市での他の仕事の
年収と比べると、です。

このようにアンケートしてくれる事を初めて知りまし
た。せっかく活動してくれてるのですから、“何をし
ている”告知、進歩状況、報告などを非常にわかりや
すい記述で「市議会だより」に掲載してほしいです。
無知な自分もいけないのですが、わかりやすいものな
ら読む人が、一人でもふえるかも知れませんから。

420 減
本業から収入を得ているので、少な
い報酬額でよいと思う。

・議員数が多過ぎて財政を圧迫している。半数に減ら
してほしい。・議員の活動が目に見えるようにしてほ
しい。

421 減 きちんと仕事しているか、どうか

422 減
報酬額を満たす程の働きをしている
か疑問。

市議会に対して知らない事が多くあり、今後、自分た
ちの生活を安定させる意味でも、関心を持ちたいと思
いました。

423 減

実際に、議会に出席する等の回数等
によって報酬は支給さるべく修正す
るべきである。（地域の為に何をす
べきかをという至誠がみえない）

「市議会だより」を拝見すると、熱心な議員も多くお
られる。しかし、中には質問もしない、活動もあまり
しない議員がおられる。各地域毎に、年に１～２回程
度、議員の方と色々の問題について勉強する様な場が
あればよいと思う。

424 減

一般市民が、一体いくらで生活して
いるのか、知っているのか？市民税
が高すぎるこの市で、この月額は高
すぎる。もっと色々な所を見直しす
るべきだ。市民が支払った税金で報
酬をもらっているというのを忘れる
べきではない。

425 減
それだけの働きをしていない。手当
に値する仕事をしていない。

もう少し街灯など増やしてほしい。夜道が安心して歩
ける町づくりをしてほしい。町が暗い。

426 減

427 減
公共の福祉に従事している者はもっ
と低収入です。

428 減
市庁舎内の喫煙設置は時代錯誤である。ただちに廃止
すべきである。

429 減 定数減か報酬を減らす事である。 福祉、障害者に対する援助の向上、すべきである。

430 減
市職員給与カットが他の市でもやっ
ているので節減に協力してほしい

431 減

ある事を１０年余前依頼した。（支
持議員）今まだに回答のかけらもな
い。税金のムダ使いだ。これは、町
会議員時の何度も傍聴した時から
思っている。減らすべきだ報酬共
に。

現在９１歳９ヶ月（デイサービス週４日行中）いず
れ、介護要す。どこかで入って見てもらわんと、息子
夫婦共障害者（共に３級）であり無理。議員もあてに
ならずどこへ頼めばいいのか。行先が心配である。皆
の税金で町内へ老人ホームを建ててほしい。もっとも
その身にならんとわかるまい。

432 減

国家公務員及地方公務員も給与を削
減しているで。減額すべきで有る。
減額率は公務員に準じるべきで有る
と思う。

私利私欲に走らず市民の為に仂くべきであります。既
得権益に走らず既成改革を率先して行う事。

433 減
434 減

435 減
何をしているかわからないが、多い
ような印象を受ける。

436 減

437 減
今の日本の民間所得に比べたらもら
いすぎ。血税なので、考えてほし
い。

438 減
439 減 人数が多すぎる。

440 減
活動内容及びその経費をモデル化し
て報酬額の妥当性を検討してみたら
いいと思うから。

・土・日に議会を開会することを検討してはどうか。

441 減 不況であり、財政難であるため。
地方交付税減額に伴い、議員報酬削減を率先すべきで
ある。

442 減

一般市民の声をあまり聞かず、仕事
内容も重労働だと思えないから。
思っていたよりも、額が多すぎると
思う。

443 減
444 減
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445 減
現在の公務員はどんどん所得が下
がっている。公務員報酬と照らし合
わせるべき

446 減
財政難を考えると議論してほしいと
思います。

住民の意見を市政に反映させた、実効性のある市議会
を目指される事を希望します。

447 減 財政優先

448 減
若い人の給料が、どれぐらいか知っ
てますか？若い者の仕事がないのに
…ボランティアでやってほしい。

449 減

手当て（報酬以外の）を含めた減額
を希望します。４６万円の月額は一
般市民にとって多いと思う。（勤務
時間にしては多すぎる）

市民にとって身近な市議会であってほしい。議員の顔
が全く見えない。

450 減
市議会議員の報酬の方法が多数あり
総てあわせると多額となっている。

・議員が本来何をしているかわからない。・活動は選
挙前だけだと思う。・小・中学校の入・卒業式に参加
だけの様に思える。

451 減
働きたくても仕事が無く困っている
人が多い時だから

452 減 人口。 市議員も定年、７０才、お願いします
453 減
454 減
455 減 どういう仕事をしているか不明。

456 減
平均的なサラリーマンの月収より多
いから

457 減 地元の事をなにもしないから。

458 減
報酬と政務調査費との合計で考える
べきでは？

議員特権の見直し。例えば、議員年金をやめて国民年
金にする。

459 減
毎日働いてもこんなに収入はない。
（一般市民）議員は毎日働いている
のかギモン。

460 減
月に４６万円も・・・とは、びっく
りです。

・志和でも瀬野よりです。若い物は、どんどん町に出
るし、あき家は増えるし・道は、モグラで、だんだん
こわれて行くし、通常路もだんだんだめになって通れ
なくなってます。市にも云ったのですが、なかなかで
す。・市議さん、もう少し歩いて、見て廻ってくださ
いよ。

461 減

462 減
民間平均はうそである。本当の平均
を調査せよ。我々皆さんの半値以下
です。

議員さんは、奉仕の気持ちで仕事するべき。民間が元
気なければ皆様はなりたたないはず。

463 減
サラリーマンの月収や、私達の月収
を考えても、多いと思う。

もう少し市民に対して、わかりやすく市議会活動を知
らせて欲しい。市政だよりは、たまに読むが、理解し
づらい。

464 減
全国の市議報酬額と比べて、多いと
思います。

議員さんは、ほとんど地域密着型の人が代表で、一個
人の意見など、大きな組織会派の意見が通り、あとま
きにされていると思ってました。よって、議会便りの
内容も長い間目をとうしてません。今回、このような
アンケート頂き、衿を正し、知らない事を知ろうと思
いました。

465 減
地域に市議会議員の方がおられないので、意見や要望
が聞いてもらえない。

466 減
一般市民と比べると一寸多すぎであ
るから。

467 減
民間の給料より高い。あくまで、市
税によって支払われているならば減
額すべき。

468 減

経済悪化のおり、議員のみ高い報酬
を受け取っていることが異常であ
る。もう少し議員は考えるべきであ
る。

469 減
活動時間を反映した額とすべきであ
る。

470 減
471 減 税金が高いのに報酬が多すぎる。
472 減 一般市民の所得と比例させて。 議員各個人の知識向上。
473 減
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474 減

市民の代表の認識のない議院に４６
万円の報酬は、いらない。３２人の
内、市民の事を良く考えている議員
は？

市民代表の認識が議員になさすぎる。自分の思いを市
民のせいにして、しゃべるな！！

475 減 普通に考えて、高いと感じる。 わかりやすく伝えられる広報。

476 減
仕事内容に見合った額であるかどう
か不明であるため。

477 減

社会情勢にあわせるべきと考えま
す。又、あくまで市議会議員は、地
域市民の代表という立場ですし、全
国平均年収程の報酬が妥当と思いま
す。

478 減

どのくらい活動しているか、わから
ないし、毎日（サラリーマンみたい
に）議員として仕事しているとは、
思えないから。

479 減

市議会議員が議会の非開催時になに
をしているかがよくわからない。選
挙活動時のみ、活動している様子を
見るが、そもそもは市民の代表であ
るので、議長等の公平な立場を取る
もの以外は、一般市民（会社員な
ど）が通常の仕事との掛け持ちで、
議会の開催時のみ召集し、月の定額
報酬は絶対必要なものではないと考
えるので。

広島県で唯一、人口が増加している地域だと聞いてい
ますが、周辺状況に左右されず、住みやすさでこの街
を選んだと言われるような市になってほしいと思いま
す。あと、原付などに使えるご当地ナンバー（尾道市
にはある）ができれば、学生も多い町なので、他地域
にもアピールになると思いますし。プロ野球やサッ
カーの試合を東広島市で開催して欲しいと思います。

480 減

481 減
景気の悪い現在だから出費は押えて
欲しい。

482 減

現状をよく理解していない。人員削
減、経費節限、立派な市庁舎、休眠
土地、余りにもひどい。広島県の他
の市と比較してもひどい。又市民税
の第三者による広島大学中心（市民
はどこに）監査が必要→高い

・議員の報酬額（評価基準がない）は仕事内容、結果
と合わない・住民税のチェック（他の市との比較、高
い）第三者委員会の設立（ネットで呼びかける）・議
会及び議員の役割見直し

483 減

一般市民でそれだけもらうとした
ら、朝早くから夜遅くまで休みもな
く働いてももらえない額だと思いま
す。

484 減
市の予算、財政状況を考えた時、プ
ラスαの手当分の考慮が必要。

485 減 報酬が多いすぎる。
486 減 何の仕事をしてるかわからないから

487 減
議員として、働いた時間、日数とし
て、単価が高いように感じる。

488 減

489 減

一般的には、ボーナスもカット、と
いわれてる、生活がしんどい給料も
下がってるのに…議員の仕事内容も
みえない、頑張っておられるのか、
伝わらない。

・議員さんの声を聞いたことなく、朝家（事務所）の
前で立っておられるのであればもう少し見回って頂け
たらと思う。学生が行きかいして危ない。十字路な
ど・川が汚い。・駅から駐車場までの道が暗くて若い
子が歩くには怖い。（人通りが多いのに）・駅から高
屋中の道が暗い。

490 減
一般的に考えて、また、他の市議会
等の給与より報酬が高い！！！と、
感じております。

☆市庁舎は、全面禁煙すべきです！！！

491 減 多すぎる、もらいすぎだ。
492 減
493 減 市の予算を考えて。
494 減 活動量にみあっていないと思う。
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495 減

仕事を何をしているのか分からない
し、４６万も給料をくれる会社はそ
うそうないと思う今の時代に！！半
分でもいいと思う。止めたら年金も
多くさんもらえるのだし…

選挙の時だけ名前を連呼して後は知らん顔ですから何
の仕事をされているのか全く知りません！！そんな多
くさん給料をもらっておられたなんて！！やめられな
いはずですネ！！連呼する人には入れませんが…関係
ないかも知れませんが…東広島医療センター（西条寺
家）の駐車場が車イスの人のばかり多くて私は止める
のにこまりました…と言うのも私はヒザが変形性ヒザ
関節性で病院にかかっています（半月板がこわれて）
が車イスの所には止めにくくて（悪いかなと思い）遠
くしか空いていなくて歩くのに痛くていつもこまって
います。広いのですが遠過ぎて、もう少し近くも一般
の人にも止めさせて欲しい。きびしい整理の人がおら
れます

496 減 多すぎると思ったから。

497 減
ボランティア精神の強い人がやるべ
き

498 減
499 減
500 減

501 減

どういう活動をされているのか不明
だし、市民の意見が反映されている
とは思わない。市民が議会に関心が
もてるように活動して頂きたいと思
います。

502 減
報酬額にあった、働が見えないた
め。全員とは言いませんが！

予算削減の折多くは望まないが隅々までの活気の見え
る市に成るよう努力を望む

503 減
多いと思う。他の事にお金を使って
ほしい。

504 減 財政権

505 減
今の世の中のことを思うと、市民か
らとるのではなく、市議の方も

506 減

507 減
月に何時間働いて、どんな活動をし
たのか、毎日ちゃんと報告してか
ら、聞いてくれば？？

ない

508 減 仕事に対する報酬が高すぎるから。

509 減
何をしてくれているのか明確ではな
い為。

若い人がもっときょうみをひかれるような事をしてほ
しい。どんな事を議員がしているか分かりやすく明確
にしてほしい。１、２ヶ月もしくは半年に１度くらい
アンケート等での市民への意見聴取等の実施

510 減

東広島市の市議会議員さんはどうか
定かではないですが、４６万の報酬
を貰っても色々差し引いて２５万強
くらいになると聞いたことがありま
す。（某市議会議員さん例）一見し
て４６万（月）は高額ですが、でも
差し引かれた額（税金、会費など）
があるのなら、妥当かとも思いま
す。その辺の開示をしたら４６万の
報酬＝高額という方程式は無くなる
のでは、と。しかし給料も立派な個
人情報ですからムリかもしれません
ね…サラリーマンの月収と比べたら
かなり高額です。あと４６万という
基本給（？）はどういった配分でな
されているのでしょうか？一定の報
酬額ならば、それに値する出席、時
間、仕事など、真面目に取り組んで
やっていると、いうのでしょうか？
サラリーマンと同じですね。４６万
がどこから来た数字か、きちんと公
表してほしいのです。

・要望です。西条大坪町御条の交差点に歩道橋（階段
はツタヤ、ローソン、家具屋、マンション前の計４点
で）の設置を希望します。小学生の通学路でもあり、
車の量も多い場所です。先日そこで車と小学生の事故
がありました。２度と事故を起こさせない為にも再検
討お願い申し上げます。設置がムリでしたら、せめて
小学生（１年～６年全対象）の行き帰りの時間帯で交
通量の多い場所にＰＴＡか市民パトロールの方々、も
しくは先生か警察さんに協力していただき、子供たち
がちゃんと横断歩道を渡るよう見守ってほしいです。
よろしくお願いします。

511 減
普通のサラリーマンの様に８時間、
サービス残業・他、などされている
のでしょうか？
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512 減
海外同様に名誉職にして活動費の支
給でよいのではと思う。

法律や条例でしばり規制するのでなく緩和しもっと自
由にいろんなことができるように、また、税金につい
ても同様。既得権によるしばりも大きな課題と思う。
楽して金もうけできる、力関係で物事が決まり動くよ
うな社会であってはいけない。

513 減
政治は報酬を貰ってする仕事ではな
い。

514 減
新庁舎建築等、市民の税金が多額に使われた。国民健
康保険等、市民の負担が増えている。議員も先頭に
立って貢献すべきだ。給料をさげるべきだと思う。

515 減

問題がないのなら現状でもよいが、
市の収入が減っていくのなら、議員
の報酬額を減らすべきだと思う。逆
に、市の収支が非常によくなれば上
げてもよい。議員の数を増やし、報
酬を減らして市の運営がよくなるな
らそれでもよい。

市議会のことはよくわかりませんので、意見を言える
立場にないですが、課題やテーマが何なのか、事前に
わかれば、私たちも意見をしたいこともあります。本
当に市民の意見をききたいならネットを利用して意見
を組み入れればいいと思います。市議会に興味がない
のは、言っても変わらない。何のことをしているかわ
からないからだと思います。市議会でもっと新しいこ
と、前向きなこと、市の収入が増えることなどにどん
どんチャレンジしてくれれば、私はもっと興味をもち
ます。

516 減

517 減

・報酬に見合うだけの仕事をしてい
ない。・日割（当）制にすべきであ
る。（議会に出た日数分にす
る。）・議員は副業で正業を認める
こと。

北海道夕張市の二の舞にならぬ様危機感を持ってやっ
てもらいたい。

518 減
年金生活の人と同年代の議員の方が
多い中で４６万円は多すぎる。

519 減

国からの税収配分が県に受けられな
い等から、市に対しても、ないので
はないかと思われる。公務員の給料
が引き下げになっている状況を鑑み
市民生活等を考慮すれば議員報酬は
少し高いのではないかと思われる。

記載しても仕方ないと思う。

520 減
議員として仕事をしていないのに、
高い。半額が妥当。

なし

521 減

一般社会との格差がひどすぎる。納
得ができない。引き上げ時の議会の
討論のようす、など十分周知徹底さ
れていないように思う。

昨年の国民健康保険税のアップに驚いた。生活を最小
限に抑えている者にとっては大変な影響。しかも議員
の大多数が賛成したという。議員は自分に投票してく
れた市民のことを考えていないと思われる。「構造改
革」だの「公から民へ」などとわけのわからない言葉
でえらんでしまうのもおかしいかも…。議員の海外研
修ただちにやめてほしい。何の役にも立っていない。

522 減
一般のサラリーマンと比較して高す
ぎると思います。理由、出勤日数、
実働時間等々です。

私達の住んでいる町（地域）が少しでも住み易い町に
なる様に頑張っていただきたいと思います。特に高令
者が安心して住める町を希望します。市役所も立派な
建物になってうれしいです。内容もそれに共なってレ
ベルアップして他の市役所の模範になれる様に市議会
の方も御指導下さればいいなあー、と思っています。

523 減
市会議員が本業でなくアルバイトと
考えている。どの議員も（会社等）
を持っている。

市会議員が月に何日、会議にでているか。すべての議
員の出席数を議員便りに出して下さい！

524 減
何をしているかわからないのに４６
万は高すぎる。

議会はかんけつ、明瞭に行い、市民に判りやすい行政
にすべきである。

525 減 もらいすぎだと思うから。

526 減
高すぎる。ボランティアの気持ちで
してほしい。（無償でも）

一生けんめいガンバッてください。生命かけてくださ
い。

527 減

528 減
活動が不明ということは、一部の人
のためにしか活動していないので
は？

529 減
530 減
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531 減

現の苦しい、市財政を考慮すれば、
年間、約５５０万＋ボーナスの議員
報酬を支給する事は、一般常識よ
り、度が外れていると思います。そ
もそも、議員は政治屋であってはい
けません。大いなるボランティア精
神を発揮する職であるはずです。

此の様な、アンケートを行って、本当に改善出来るの
か非常に疑問を持っています。只のポーズにしか思わ
れません。以上

532 減
533 減
534 減
535 減

536 減
財政状況や活動内容を考えるとそう
思います。

他県から越して来ましたが、東広島は子育てが、とて
もしにくい町です。急速に人口が増加したから、仕方
がないという話も聞きますが、納得ができません。一
番に思うことが、幼児までしか医療費の補助がないと
ころです。病院から、入院をすすめられたが、断った
という話も良く聞きます。公園も少なくて遊ばせる事
が、できません。財政状況が、厳しいのなら仕方がな
い事だとは思いますが、新庁舎の建設や今の市の行政
の状況を考えると、もっと何か出来るのではと思いま
す。※市政たよりは、今のように立派な物を作る必要
はあるのでしょうか？とてももったいないです。以前
住んでいた福岡市は小さな新聞紙のような物でし
た。・小学校の地域コンダンにも参加してほしいで
す。

537 減 額が多すぎる。
538 減 議員の仕事内容で決めるべき。 なし

539 減
４６万円分の働きをしているのか目
に見えない。

540 減
削れるお金は最大限に削るべきと考
えるから。

541 減 財政難
報酬にみ合うだけの仕事をしているか。地域に目を向
けているか、疑問である。

542 減
543 減 一般会社員と比べ多い。
544 減
545 減 市の財政がきびしいから

546 減
それだけ髙額の報酬に価する仕事を
していないと思います。選挙の時だ
け一生懸命です。

議員さんの月報酬、絶対髙すぎです。目に見えている
金額だけでもこんな髙額ですし、もっと市民の為に報
酬下げるべきだと思います。

547 減
報酬額に値する仕事をしているの
か？又市民の声を大事にし１つ々取
り組んでいるのか？

市民の税金を無駄に使ってほしくない！

548 減
内容と報酬が合っていれば問題ない
が、世間一般で考えると多額の報酬
である。

549 減

汗水たらして仂いている労仂者と比
べて、活動量、日数等が低い。また
市会議員が知的レベルの高い仕事を
しているとは思えない。

550 減

税金を上げている中でありえない金
額（全く理解できない）市議会議員
はやりたくてやっているわけだか
ら、最低賃金で十分（名せいや金目
的でやるから、活動も何をやってい
るか分からない）こんな高額な額を
出すくらいなら、税金を減らすべ
き。私企業（民間）は赤字ならつぶ
れますよ。当然ボーナスなんてな
い。今の市の財政状況で、公ム員含
め、これだけの報酬を出すことはあ
り得ない。本来、地域からのキフ金
とかで運用するべきものですよ。全
く不要な存在だ！！

活動内容なんて全く伝わってこない。無駄に税金使っ
ているだけ。市議会で定数半減といって賛成する議員
はまずいないだろう。本当に地域のためにやる人なら
無報酬でもするはず。もっと議員の活動内容を広報す
べきだ。

551 減 公共事業予算を増やすべきである。
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552 減

その仕事だけではないので、そこま
で必要ないのでは？毎月同じ議会
数？または、同じ仕事量？その量で
変えてもいいのでは。

553 減
働きと報酬額が妥当でない。議会以
外の時間等→何に対しての報酬かわ
からない。副業等合わせたら良い。

議員の住む地域がどうのではなく、市全体をきちんと
把握し、公平に判断できる市議であり、市議会であっ
てほしい。

554 減
毎年年金も減らされている現在、苦
しい生活を強いられています。少し
考えてほしいです。

555 減

この不景気に４６万は多いのでは？
４６万報酬の仕事をされている方は
いいですが、その額に相当した仕事
をしていない議員もいるのではない
でしょうか？

556 減
もっと市民のために有効に使ってほ
しい。（特に子育て世代）

557 減

558 減
市民の税金１／１０　議員の給料も
１／１０にすべきである。

559 減
560 減

561 減

選挙では資金が必要だと感じるが、
はたして世間一般の人の収入に比べ
て、４６万円をもらうだけの仕事を
しているかを考えると疑問に思うか
ら。都心部（首都圏や関西圏）の市
区町村の報酬に比べて整合性を地域
がらも考慮して決定すべきではと思
う。

東広島は子供が多い地域だと思うので、少子化対策と
して、もっと医療費の無料化などへの取組みをして欲
しい。就学前の子供に１回５００円取るなんて、転入
前のいくつかの関東の地域では考えられない状態。
「井の中の蛙」にならぬ様、又今後も地域住民が増え
ていき住みやすい地域にするにはこういう施策にも目
を向けるべき。あと、市で保有する公用車（白の軽自
動車）の数は適正ですか？使ってない（動いていな
い）車が多過ぎると思う。こういう無駄を廃除して市
民へ還元して下さい。お願いします。普通の一般企業
で社用車が無駄にあればそれだけで損失です。意識が
欠如していると思う。議会で何とかして下さい。この
先も東広島に住みたいと思える様に。

562 減

563 減

家業等、掛け持ちでされている方も
いらっしゃると思うので多いと思
う。市民の平均給与額くらいで良い
のでは？

より多くの市民が市議会について興味を持ってもらえ
るように開かれた議会運営を目指してほしい。平日の
夕方や、週末の議会開催なども一つの例だと思う。あ
と、予算の件で毎年使い切るのではなく、少しでも、
節約し、次年度にまわせるように努力してほしい。
（年度末に帳尻合わせとかで使い切る事をやめてほし
い）

564 減

毎日毎日出勤して月にしたら何時間
働いてるのかと、びっくりする時間
でもサービス残業有りの、厳しい時
代。残業も無く、月２０万あまりで
大学生の子供との生活。公務員さん
も安かった給料は、昔の話し。今で
は、大手並の企業の給料。市議も公
務員も頂きすぎです！

市議会員さんの地元で市民との交流会を設けて意見と
かを、聞かれる場を、要望したい。選挙前だけ熱心に
されないで下さい。合併して、地方は、ますます錆び
れて来て、西条市内は、発展して、税金は、全部西条
へ行ってるのかと想える程です。

565 減 ・活動に対して夛すぎる

１．議会報告会は殆んどありません。もう少し活動内
容、市の現状など知りたいです。２．子供の医療費の
問題でも三原市等は５００．‐で診療出来ます。この
差は何故でしょうか？３．東広島市になっても何一つ
いい事はありません。４．高令者に対してもう少し優
しい政治をしてほしい（経済的に）

566 減

現在の平均月収（一般市民）を考え
た時、現額の報酬分だけの仕事をし
ているのかが分からないから。少し
高額に思われます。

河内町の議員さんが町内で活動されているのかどうな
のかわからない。もし活動されているのなら、もっと
何か変わってもよいと思う。保育所存続問題等、いろ
いろ議論された時に感じた。

567 減 一般人に比べて、多すぎる。

568 減
よくわからないが、他の仕事の収入
に比べて多いのではないかと思う

569 減
広大など教授など研究がどうでもい
いのもあります。遊び半分みたいな
事も有ります
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570 減

571 減

市民より評価を受けて、報酬額の変
動があれば、市民も納得すると思い
ます。もっと、関心度を高めていく
必要があると思います。

572 減

・東広島の赤字財政を考えて、身を
けずるべき！・一般市民との給与格
差・毎日それ程の仕事をしていると
は思えない。（少数精鋭）

・自分の私利、私欲、名誉の為の議員では無く市民の
事、市政の事を最っと良く考えて！・選挙の時だけ頭
を下げて、後は知らん顔。市民との普段のコミュニ
ケーションを！

573 減
一般サラリーマン（会社員）にくら
べ高額すぎるのではないか？

・国保料介護料を健康で使用しない者に対して例とし
て３ヶ月、半年、１年と分け使用しない人には記念品
をおくれば病院に通う人が少なくなるのではないかと
思う（健康優良賞でも設けたい）・特定検診の案内が
全員に送ってくるけどひがしひろしま（広報紙）等で
知らせ個人で病院に申込めばいい事ではないかと思う
（全員に送ることは費用の無駄使い）

574 減 議員としての活動日数が少ない。
・議員の活動状況を広く市民に知らせてほしい。・地
元地域の課題解決にもっと尽力してほしい。

575 減
一般的な月額報酬より多いから。４
６万ももらっているだけの仕事をし
ているのか疑問だから。

広報でしか関わることがないので、もっと身近に感じ
られるよう、活動内容をよく見える化してほしい。

576 減

それ程の活動をされているのか？何
をされてるのか？余り聞いた事がな
い。市会議員ってどんな事をしてい
るのですか？

577 減

特別職といえどこの半額の月収があ
る市民は恵まれていると思う。又、
市税の減っている現状や生活保護、
介護費が多くなっているのをもっと
知るべきだと思う。

政務活動費は実績に応じて支給すべきだと思う。あま
り活動しない議員さん、もっと全体を見渡してもら
い、各地の集会がある等の情報を集めたりして、直接
出掛ける等の努力も必要だと思う。

578 減 日当制にすべきである。 議員はもっと市民の為に働くべきである。

579 減 財政難の為

市議会に対してではなく、そこでバイトを、していた
人の話しをきいたのですが、合同ちょ舎の、ことです
が、１日の仕事が数十分の、仕事で、あとは、仕事が
ないとの事。そして、あの車の数、台数分の、いじ管
理、税金のムダではないでしょうか。その前を通るた
びに感じます。

580 減
報酬額より仕事をしてないように思
う。

581 減

市議会議員の報酬が少なくなると議
員になる人がいなくなるという意見
を以前聞いたことがあるが、議員に
なる人、なりたい人は何の為になり
たいのだろうか疑問がある。職業に
していいのだろうかと考える為。

市議というもののあり方、市議会というもののあり方
を、議員さんが本気で考え、本当に市の為になるよう
議会を運営していただきたい。

582 減
何も働かないのに、はらいすぎ。一
昔前は、お金じゃなく名よ職とし
て、よく動いていた。

かそ地には、不公平である。

583 減

584 減

われわれの収入にくらべると多いと
思うから、又議員さん１人１人は報
酬を減らす気は全く無いと思ってい
ます。アンケートを出しても、変わ
るとは、思わないので今後はアン
ケートは無にしてほしい。出費のむ
だ？

585 減 市の財政状況

586 減
乾杯条例が可決されたようですが、東広島市民に日本
酒の消費を促すのも必要ですが、市外、県外の方にも
アピールできるようなものもあればいいですね。

587 減

588 減
１．公務員も給与等減額になってい
る。２．市会議員の報酬以外の所得
もある者が多い。

農業問題は山積みだと思います。農業者の未来展望を
しっかり考え、後継者の育成など農業が絶えていかな
いよう、お願いします。

589 減 民間と比較して見て。
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590 減
一ぱん市民の給与に比べて高すぎ
る。政治はボランティアなので無報
酬でもよい。

591 減 一般の公務員より高額だから。
市政だけでは限界があるので、県政、国政に市議会の
意見を反映させる仕組みを整えることが、重要だと思
う。

592 減
市民の平均月収以上の月額報酬を出
すべきではない。

市議のレベルが低すぎる。もっと住民サイドに立ち、
勉強して下さい。

593 減 多いと感じる
594 減

595 減
財政状況に見合う人員と政策が基本
と思います。

市民の話題で市議会の話を聴取したことがない。参加
させるには“何をすべきか”を考えてほしい。（状報
提供でしょう）

596 減
東広島市の一般企業と比較して、ど
うなのでしょうか。

597 減 多すぎると思う。

598 減
何かにつけて手当や報酬など恵まれ
ている。市民は少い給料で高い税金
を払っている。

市会議員さんは何故、先生と呼ばせるのか理解できま
せん。そう呼ばれて喜んでいらっしゃる方も理解でき
ません。しっかり仕事をして欲しいです。

599 減

600 減

民間の仕事に関してあまり仕事が少
ないのではありませんか。個人的に
お願いする事が多いと思います。私
の知人は良くお願事をしているよう
です。

601 減 日額する。
602 減

603 減

報酬が少なくても、東広島市の事を
考えて市議会議員になりたいと思う
人こそ本当に東広島市を良くしよう
と思っている人だと思えるから。報
酬が良いからと、市議会議員になっ
てほしくない。１５万ぐらいでい
い。

604 減 ・平均的な所得よりも多い。

605 減

月額４６万円はもらいすぎだと思
う。そのお金が税金であると考える
と‥‥。ちゃんと成果がでているの
か疑問を感じる。

606 減

607 減

財政難の折議員の報酬が高い様に思
われます。来年度は消費税も上り年
金だけの生活では思う様に生活が出
来ません。研修などの参加費は自費
で行ない（外国の研修）などは本当
に必要なのか、もう少し市民の意見
を聞いて市民が東広島市内に本当に
住みやすい地域にしてほしい。

市議の方々が先生になっているため、要望してもあし
らわれ、市民の意見を聞く耳を持っていない。市議会
議員になると、そんなに偉いのか。市議会だよりで返
事がほしい。

608 減

全般的に景気が悪い所、農業、林
業、自営業などは報酬が少ない。こ
の様な事を良く知って頂きたい。人
員は、このままで報酬は減すべきと
思います。

今回の様なアンケートは非常に良いと思います。１年
に１回ぐらいは、沢山の人のアンケートをしてもらい
たい。市議員さんは地元の意見を聞く会を開いてほし
い。市議員さんは他の職業を持っていない人がなって
ほしい。

609 減

610 減
単純に高いと思われるから。また、
その報酬に見合う活動をしていると
は思われないから。

議員の方々は、もっと市民の代表としての自覚をもっ
て下さい。票集めの行動ではなく、本当に市民の為に
なる活動をして下さい。そのためには、物見遊山の先
進地視察ではなく、真摯な姿勢で参加するなどして下
さい。

611 減
財政状況に応じて減らすべき。４６
万に値する仕事してますか。腰の高
い議員は不要。

612 減

・報酬に合ったしごとをしていない
気がする。実際働いている行政職員
の給与ばかり減らされ、財政難なら
ば議員報酬も減らすべき。

選挙以外の時も、しっかり住民に働きかけてほしい。
意見が反映できるシステムを住民に伝えてほしい。こ
のアンケートを生かしてほしいです。
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613 減

現在の景気や市民の月収と合致して
いないように感じる。それらに合わ
せろとまでは言わないが、それらを
基準に変動すべき。

分からないことだらけで、参考になる回答は何一つで
きないが、このようなアンケート活動を行っているこ
とは評価したい。

614 減

・議員としての総収入額を公表した
上で市民に問うのが望ましい。・議
員としての経費は別途支給があるか
ら。

視察旅行について。　以前、市議員さんに、「視察が
毎回楽しみで仕方ない。少し“視察”なるものに時間
を割けば後は楽しいただの旅行なのだ」とききまし
た。その“視察”で東広島の何かが変わるようには感
じられませんでした。インターネット等通信手段も発
達していることですし、知りたいと思う政治を行う都
市と数回メールのやりとりをして、そのレポートをす
る。または、その都市から講師を招いて講習会を開
く。それでいいのではないでしょうか？会社員なら
ば、そんなことできません。（経費で遊ぶなんてこと
もできません）小学校の行事等に積極的に参加するの
もすばらしいと思いますが、町民のため、市民のた
め、というならば、自身の足を使って、生活保護の不
正受給者の調査をするとか、草ぼーぼーの公園の草取
りをしてほしいです。そして、東広島の川は汚いです
ね。もっときれいになるように、市民の生活排水がど
うなっているか知って、動いて下さい。

615 減

東広島市では、国の東日本復興財源
確保のために市役所職員の給料削減
をされる予定。という中で、もちろ
ん市議会議員も減らすべきだと思
う。又、この不景気の中、４６万は
ありえない。市民のために減らして
ほしい。

福富町には２人市議がいるが、役に立っていると思え
ない。定年など、年の人はやめるべきと思います。又
住民の声をなかなか聞き入れてもらえておらず、不平
等のような、１部の住民だけの意見を聞き入れている
ような気もします。なんのために市議がいるのかわか
らなくなってきました。

616 減
市の財政状況や一般の会社員の年収
を考慮すべきだと思うから。

市民の声をもっと聞いて臨機応変に対応してほしい。

617 減 財政に余裕がない。

618 減
市議会議員が、私達の代表として、
仕事をしてくれているという気がし
ないから。

市議会議員の人は、選挙の際には、有権者に手を振
り、演説したり、市民に近寄ってくるが、選挙がおわ
ると、会うこともない。いったいどんな活動をしてい
るのか、市民にはわからない。（市議会だよりで、議
会での質問内容等は、わかるが。）市議さんは、市民
の思いをどういう形で受けて、代弁しているのか、ど
ういう機会があるのか、疑問に思う。

619 減

620 減
職員にも減額が出されているので少
しでも減らすべきだ。

621 減
622 減

623 減

税金が高く年金は少い現状に４６万
円は大変多い。第２の人生として議
員になられた方も多いのだから。又
一般サラリーマンと比較して合点が
出来ない。

（６‐３）の質問に①評価するに〇をしました。これ
は私の近くの議員さんに対しての答えです。議会報告
会や広報活動それは熱心に自らの足で毎たびに報告し
て下さいます。しかし他の議員さんの活動は解りませ
ん。知人の意見を聞いてみますと、名前ばかりの議員
さんも少からずだそうです。東広島に合併して良かっ
たと思われる政策を心より望みます。市会議員の方々
の真検な取りくみを期待しています。

624 減 一般の人よりも高額なのでは？
625 減
626 減 多い気がする。

627 減

全国的に報酬カットの時に職員カッ
トより自分達がまずカット、名古屋
市長の河村、上に立つ者が見本にな
る様、金よりボランティア精神で
やって。

628 減 何に使っているかわからない。

629 減
市職員の減報で市会議員も減らすべ
きと思います。

630 減 単純に多いと思います。

631 減
名誉職なので報酬額は０円でよいと
思う。

632 減
不況の時で税金が使われているか
ら。
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633 減 市の財政状況からも当然である。

634 減

税収も上がらず、地方公付税も減額
になり市の財政は苦しい状況で議員
は少し市の為に働くとボランティア
的意味あいの部分があっても良いは
ず。議員定数を割込んだ立候補がな
い限りもう少し下げても良いと思
う。・職業をもっていたら議員にな
れない訳けでもないし、また毎日常
勤で議員活動をしている訳けでもな
いし、民間企業で常勤で仕事をして
いる人達と比べて、議員活動をして
いる年間の時間数からして見てもっ
と下げても良いのではないか。

１．議員は選挙で選出されるのだからやむを得ない
が、能力があっていっしょうけんめい活動している人
とそうでない人、また能力のない人も中にはおられ
て、議会活動の中で、もっとお互いが羨しく、能力
アップ、議員活動を更に高める体制づくりをして貰い
たい。２．政務調整費の使途の報告は求めているので
すか？

635 減
市議１人々の仕事の量、成果がわか
りにくい。

636 減 多いと思ったからです。
637 減

638 減

市民の税金を誰も興味のない報酬へ
使うのではなく、市民へ還元する形
で利用して欲しい。そんなに報酬額
が必要なんですか？そんなにもらえ
ないと仕事しないんですか？

私たちのような２０代は、全く知らないと思います。
でも、私たちのような２０代に興味を持ってもらわな
いと市は活性化されないと思います。ただ机に向って
会議をするだけでなく、本当に必要なものは何か、市
民の要望へ耳を傾けてはどうでしょうか。

639 減
議員の数を減らして、報酬額をその
ままにするか、議員の数を増やして
報酬額を減らすか、が良いと思う。

640 減
市民が苦労している。議員も苦し
め。

641 減 市の財政から見て減らすべきと思う
642 減
643 減

644 減 議会が開かれる日数の割に高額

・児童館や保育所などの時間園長などもっと女性も働
きやすい環境を作ってほしい。（地域差がありすぎで
す）・老々看護で大変な思いをされていらっしゃる方
も…何か考えてほしいです。

645 減
646 減 税金のムダ

647 減
今の世の中にあって、高すぎる。毎
日仕事しているわけでもないので、
日当にしたほうがよい。

648 減
649 減
650 不明

651 不明
東広島の財政の状況がわからないか
ら

652 不明
653 不明

654 不明

市議会だよりだけでは、市議会議員
３２人１人１人が日常どれだけ仕事
（活動？）しているのか、判らな
い。

655 不明

議員の仕事内容があまり分かってい
ない。地元優先だけの為の人なの
か、広い視野や行動力で選ばれた人
なのか等で、本当にその人に似合っ
た報酬は違うと思う。

ご苦労様です。

656 不明

657 不明
金額に目合っている仕事ならばい
い。今よりも少ない、多いは適正で
あればどちらでもかまわない

東広島に生れて、ここで学んで仕事があって、充実し
た生活が送れるような街にして欲しい。将来を見すえ
た街づくりを計画的に行ってほしい。

658 不明

659 不明
☆具体的な仕事内容を知らないの
で、だ当な額が分からない

転勤者の多い地域なので、市議会員の顔や、方針を知
らない人が多い。故にもっと会員の活動を「見える」
様にしてほしい。

660 不明
661 不明
662 不明
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663 不明
664 不明
665 不明

666 不明
よく分からないから。その人の働き
によって決めたら良いと思う。

667 不明
仕事（市会議員として）を行う上で
の、経費がどうなのか、わからな
い。

・市民に選らばれ、市の税金が報酬であることを十分
理解され、上から目せんでなく、市民生活の向上のた
めに活動してもらいたい。

668 不明
非正規労働者の人たちが安定して生活できるためにも
正社員化に対して何かを考えてもらえたらいいな。こ
のままだと老後は生活保護になってしまう

669 不明
そもそも４６万円という金額が他の
自治体、本市の財政予算に対してど
のレベルなのかがわからない。

670 不明 仕事量が分からないので…。

市民ホール、中途半端な建物を作り（現在の計画のま
までは）その後使えない様な事のない様チェックして
欲しい。駐車場の不足。大型物の搬入が出来ない等。
税金が適切に使われるようお願いします。

671 不明
672 不明
673 不明
674 不明
675 不明

676 不明
東広島市発展のため議員として自覚し、自己研鑚につ
とめ頑張っていただきたい。

677 不明
678 不明
679 不明 具体的な職務など分からないので。

680 不明

一番身近でなければならない、市議会が、市民にとっ
ては、あまり関心のないものになっているような気が
します。関心を持とうとしない市民にも問題があるで
しょうが、市民にわかりやすい市議会である工夫も必
要だと思います。

681 不明
歩く事も出来ない。寝たきり。生きているだけ。政治
はどうでもいい。選挙も行くことが出来ない。なにも
かもわからない。（代筆にて）

682 不明
市議会員の健康に注意して市政に頑
張る事を祈ります。

故郷の地域を西条町の良い行政に市民が１人１人が頑
張る気持を持ちまする為に、市議会員の向上を願ひま
す。（議員間の活発な議論を実行の事）

683 不明
活動内容をよく知らないのと、市議
会議員が報酬に見合った働きをして
いるかが分からないので‥‥。

市議会がどういうものであるか分からない、意見をど
のような手段で伝えればよいのか分からない、という
人がとても多いはずです。広報を充実させ、市民の意
見が言いやすい状況になれば良いと感じています。

684 不明
報酬額が適当かどうか、よく分らな
い。

685 不明 道路の補修３７５号、武田の垰のＵカーブ

686 不明
私が、いかに市議会の活動に対して知らない事が多い
ということが良く分りました。一回でもいゝですか
ら、傍聴してみたいと思わせていたゞきました。

687 不明
「官」が「民」を圧迫することがない様よろしくお願
い申し上げます。

688 不明

市議会議員のポジションが、東広島
にある企業のどの役職と同等である
のかわからない。市議会議員が平日
どのような仕事をしているのかわか
らない（見えない）仕事をしている
の？もっと見えるようにして欲し
い。

市政運営や事務が適正に行われているか、しっかり事
実ベースで、チェックしていただきたい。市政運営に
ついて、今回、ある件があり、問い質したが、一般企
業では考えられないような回答しか得られなかった。
我々の税金で給料をもらっているはずなのに、あれで
はおかしい。このような市政運営をゆるしている市議
会もおかしい。検査、調査、監査をうやむやにせず、
事実を掘り下げ（「何故、何故をくり返し）てしっか
りチェックを行なって欲しい。（がっかりした。）市
長がやりたい事に対しても、同様にしっかりチェック
して欲しい。とにかく、一般企業ではありえない市政
運営を行っている東広島市役所を正して欲しい。

689 不明
690 不明
691 不明
692 不明
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693 不明 基準は何なのか分かりません

694 不明

市議の中には、仕事をしている様に
思われない人もいる。逆に市民に
困っている事はないかと積極的に声
をかけている人もいる。報酬が同じ
である事は疑問に感じる。

紙面のみではなく、活動報告会を開いて欲しい

695 不明
696 不明
697 不明

698 不明
報酬に見合う仕事をしているのか、
わからない。

699 不明

700 不明
議員の活動内容が知らないため。判
断できない。

会社でいったら議員は取締役、市の事業性を高め、収
入を上げるよう活動を要望します。４６万円／月×３
２人＝１、４７２万円／月この５０％位は、（７００
万／月）稼でほしい。皆様のご活躍を祈念してます。

701 不明

市議会議員のことはかんしんをいだ
いたことがなかったので。選きょの
時でも地域の人に頼まれたり、友だ
ち（知人）が頼むと言うので自分の
意見も少し考えて投票しました。

今まではあまりおもむきおいていませんでした。それ
は地いき部落で話が出たりして、区長とかが係の役員
の人が、みんなの意見、要望を聞いてされていたの
で。私にはわかりません。

702 不明 細かい事はよくわからない 皆さんが努力されていられることに感謝しています。
703 不明

704 不明
・４６万で十分かどうかは、実際
に、４６万分働いているか分らない
から。

・東広島バイパスの完成はいつ頃ですか？かなり時間
が掛かっていると思いますが。

705 不明
706 不明
707 不明
708 不明

709 不明

本当に必要なことをされているなら
増やすべきだし、あまり市がよくな
らないなら、やっても意味がないの
で減らすべきだと思います。基準が
わからないので分かりません。

私は市議会員ではないですが、東広島市がもっとおも
しろい市になるように色々と考えていますよ。なので
もっと市議会員の人にはがんばってほしいです。

710 不明
市議会の会議や活動を目にした事が
ないということもあり、この額が妥
当なのかも分かりません。

711 不明
報酬に見合う、仕事が出来ています
か…

712 不明
議員の活動状況を、理解していない
ので判断できない

713 不明

議員の方が議員活動のために、どれ
くらいの労力と経費をかけておられ
るのかわからないから。平均的なサ
ラリーマンくらいの日時を使われて
いるのなら、現在のままでよいと思
う。

（２）で、市民の意見や要望を市議会議員に伝えてよ
いとわかりましたが、大切な意見を持っている方の、
身近に、伝えられる市議会議員がいるとは限らないの
で、意見の吸い上げに不公平のないような方法が必要
ではないかと思いました。

714 不明

715 不明

東広島市には、全国に誇れる国立大学と、特色のある
私立大学があります。この貴重な財産をもっともっと
活用すべきだと思っています。“国際学術研究都市日
本一”大きな目標に向って、議員さんのご努力をお願
いします。子や孫たちが、生き生きと、生活できる東
広島市となりますことを念じています。（追．音楽だ
けことさら強調されているように感じますが、幅広
く、奥の深い学術都市を期待します）

716 不明 基準が分からない。
717 不明
718 不明

719 不明

議員への特典などが、どのように
なっているか分からない。交通費、
手土産、文具品、人件費（アルバイ
ト、調査等の費用）などは別途支給
されるのか？その上限額はあるの
か？年間いくらまで認められている
のか、分からない。

選挙前には宣伝カー等で、お顔をお見かけすることが
あるが、選挙後には、ほとんど姿をお見かけすること
はない。市民の意見を「足で」聴いてもらいたい。
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720 不明
721 不明

722 不明

報酬のみが議員の収入もしくは使用
可能な公費なのか不明。他にも、公
費で文書代、交通費、調査費などを
公開してくれないと判断できませ
ん。必要経費を全て除いた報酬が４
６万であれば現在のままでＯＫ．

もっとオープンに情報を公開して欲しい。

723 不明
何もわからないので意見のしようが
ない。

724 不明
725 不明
726 不明
727 不明
728 不明

729 不明
どの位の費用対効果が出ているのか
自分が知らないから否定できない。

存在価値がよく分からない

730 不明
731 不明
732 不明
733 不明

734 不明
報酬にみあう仕事をしていれば問題
ないと思う。

735 不明
活動の内容によるが少し多い様には
感じます。

736 不明
737 不明
738 不明

739 不明
もっと世間の人々に分かる様、全て
をオープンにして欲しい。

740 不明
西条寺西地区．家、アパートが多くなり前の田園がな
くなりましたが、住宅は、これ以上多くならないほう
が良いと感じますが…？

741 不明
742 不明

743 不明
どのような仕事内容でどのような給
料がふさわしいから分からないか
ら。

東広島が活性化するよう努力をお願いします。

744 不明
745 不明
746 不明 私の賃金いくらか分かりますか？ 自分の仕事の（生活）で市議会の事まで分からない。
747 不明

748 不明
今まで市議会に対していかに無関心であったかを反省
しています。遅れ馳せながら、これからは“市議会だ
より”にもしっかり目を通していきます。

749 不明
仕事内容や時間等状況がよくわから
ない。

750 不明

現在の市議会議員の仕事、活動の内
容や頻度、それに対して妥当なのか
全く分からないため、判断できませ
ん。

751 不明

752 不明

どこもこれくらいだと思いますが、
予算がきびしいのであれば減らすべ
きだと思います。よくわからないの
で４、にしました。

753 不明
低すぎると議員の生活が成りたた
ず、意欲ある人が議員になれない。
妥当な額が、分からない。

市議会だよりを時々読むぐらいですが、市の今の問題
点。次の議会で審議する内容なども載せていただきた
い。要望を聞いていただける窓口を決めて、市民に知
らせていただきたい。市民の為に、がんばって下さ
い。

754 不明

755 不明
勤務時間が（出張時間を除いて）分
からない。

756 不明
757 不明
758 不明
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759 不明
何をしているのか分からない為。判
断出来ない。

・特別支援学級へのマンツーマン教育（障害児１人に
つき先生一名）と障害者への就職充実（自立希望）・
歩行者と自転車が通行可能な鋪道の整備による、ＣＯ
２削減推進。（自動車移動を少なくし交通事故低
減）・ブラック企業への調査及び改善を促進し、他県
への人口流出の防止と東広島市の人口活性化・特別支
援学級の支援者の理解力を深めて欲しい（障害児につ
いての知識）

760 不明

761 不明

市議会議員の報酬額について高いか
低いかは分からないが、他の市との
（市）のどういったら良いか。言い
かえれば税収があるか低い市かに
よって言えるのではないか。豊かな
市は、出来るが、高い低いは、それ
と仕事による、と思う。

762 不明
議員が毎日何をしているのか、その
金額が妥当かわからない。

763 不明
市議会議員の仕事についてよく分か
らない為

764 不明
765 不明

766 不明

このアンケートの回答者は知的障害があり、施設に入
所している方です。職員が聞きとりし、回答を記入し
ました。知的障害のある方も市民ですので、今後も市
政に対して当事者の意見が反映されるよう、ご配慮を
お願いいたします。

767 不明
768 不明 市議会の事が勉強不足の為

769 不明

市政については中国新聞の東広島の記事でチェックし
ています。東広島市民になって２年に満ちませんが、
この短い期間の中で健康保険税が２０％上がったのが
一番印象に残っています。うちには１才の娘がいるの
で子どもたちの未来のため有効に税金を使っていただ
きたいと思っています。

770 不明

771 不明

市の議員としての働きにより報酬額
は決められるべきで、月額４６万円
が多い人もいるし少ない人もいると
思う。真面目に（成果がある）働い
ている人にとっては少ないかもしれ
ない。

このアンケートで市議会について知らないことばかり
だと思いました。私の勉強不足かもしれませんが、市
議会のアピールが不足していると思います。昔は、知
らないでも任せていればという気持ちの人が多かった
ように思いますが、現在は透明性を持ってアピールし
た方がいいように思います。市民に興味をもってもら
うようにした方が活性化につながると思います。この
アンケート母が記入させてもらいました。（娘に届い
ていたものです。）

772 不明 特にありません

773 不明
毎日の生活で（介護）精一杯。皆が楽しく安心して暮
らせるようよろしくお願い致します。

774 不明
どのように活動されているのかを具
体的に知らず、判断できない。

議員の方々へ①利益誘導型活動はしないで頂きたい。
自分の地盤地域を重視し、「ここのこれこれについて
お世話をした」とかいう言動を見聞するが、へきえき
とする。常に東広島市全体から見て是々非々で活動願
う。②プル型でなくプッシュ型広報を。「市議会の傍
聴を」とか「どこそこで市議会報告会を行うから参加
を」というのではなく、ＪＲの駅頭や人が多い所で
「街頭市議会報告会」とかいう形で広報して欲しい。
今のように議会への関心が低いと、まずはおせっかい
でもそういう所から始めて関心を高める必要があるの
ではないかと思います。

775 不明

776 不明

毎月「議会だより」に議員定数、議員報酬額、政務活
動費の当市、全国平均を示しておけば（小さい文字で
よい）市民が判断できる。現状で判断を求めるのはど
うかと思う。

777 不明
年を取るとよくわからない　だめです。ただついて行
くだけ
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778 不明
行政に関心が無いのは恥ずかしい事です。一般人にも
分かる、参加出来るようにお願いします。

779 不明

780 不明
実際の仕事量や責任の重さなどを把
握できていないため。

781 不明

782 不明
市議会議員の個人の成果が分かりに
くい。明確に何かに発表してほし
い。

市議会組織が解体しかねないほどの新しい活動や、全
国のマスコミから注目されるような活躍をして、東広
島を有名にしてほしい。

783 不明
情況が分からないので何ともいいが
たい。

特になし

784 不明 身近に感じられないので、よくわからないです。

785 不明
議員の仕事量と成果を計る基準が難
しい（判らない）

議会で決定した内容の最終チェックが行われていると
思うが、予算を取るまでの取り組みでは無く結果（事
業内容、日程を守る）重視をして欲しい。（土木工事
関連）例：道路を新たに作る場合、当初の予定から遅
れているのが通常。終わったとしている状況では、実
使用出来ない場所がある。実際は終わっていないので
は？

786 不明
何のための報酬であるかが不明瞭だ
から。

787 不明
市議会議員の実働日数が良く分から
ない。

市職員の削減について！！

788 不明

789 不明

現在の金額を決めた理由が不明なの
で価値の比較ができない。働きに対
する報酬額が何のベースで試算され
ているのか？理解できない。

人口の増加の予測があまく、人口に対する各種の施策
が取れていないと思う。インフラの整備が悪い。特に
道路の交通渋滞や舗装など、ひどい状態である。

790 不明

仕事に対する報酬が適正なら、この
ままで良いと思うし、そうでないな
ら減らすべきであると思うが、適正
かどうかが、わからないから。

791 不明

792 不明

１年間通しての総所得額（期末手
当）等…良く把握できないので分か
らない。市民の方も良く知らないと
思われる。？

市議会基本条例等もできて、今回の市民アンケート実
施されたことが良いと思われる。市議会の内容（しく
み）が良く分かるように今後も努力して下さい。

793 不明

794 不明

合併前（黒瀬町）では議員の活動を
目に見る事が出来議員に要望を伝え
るとそれなりに成果を見る事が出来
た

合併前は行政担当者が巡回していたが合併後は巡回者
（車）も見ず道路の補修も行政を通してもすみやかに
は、実施されない。部落単位の住民の要望を聞く会を
開け。住民の意見を聞く前に議員が意見を伝えよ

795 不明 分からない

796 不明

市議会議員の報酬と仕事量（質も含
む）のバランスを知らないので答え
られないため（報酬にあった仕事を
されているのかどうかも含め）

政策や施策関連に限らず議会の活動自体が、市民に知
られていない。市民側も、どうすれば分かるのか方法
等分からないから、知ろうともしていない。という感
じがします。もっと外に開けた、且つ一般人も分かり
やすいコトバや行動で示してもらえる活動をして欲し
いです。

797 不明

議員の仕事の内容とか責任とかにつ
いてわからないので外野から口出し
したくないと思っています。量と内
容と責任とにあっていればいいかと
思います。名誉だけじゃなく公僕と
あってほしいと思っています

798 不明

799 不明

現在の報酬額が妥当なのか分からな
いので、何とも言えない。他市議会
との比較や、財政状況をもとに見直
しはいつでも考えないといけないと
思う。

よそにくらべると税金が高いと思うが、いまいち市民
に還元されていないと感じる。もっと、“東広島”を
よそにアピールできる町づくりをしてほしい。大学
（広大）周辺の賃貸物件も古いものから空室が目立っ
てきている。作るときほどの支援は必要ないと思う
が、町全体を見てある程度の調整は、市が行う必要が
あると思う。

800 不明

801 不明
どのような活動をしているか分から
ない。

802 不明
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803 不明
804 不明
805 不明

806 不明

高屋町に学校が増えたにもかかわらず駅はそのまま。
毎朝の車の渋滞も緩和されない。団地も増え、呉道路
も出来、人も車も増えてるのに。市は何をみてるのか
わからない。

807 不明

808 不明
どの位が妥当なのかが分からないた
め。

809 不明
810 不明

811 不明

・他市議会の一般的報酬額もわから
ないので自分の中に基準がない・実
際の業務（拘束時間や成果）への知
識がないため、自分自身との比較も
できない。

地域活性化の為に今後とも宜しくお願いします！

812 不明
どの仕事も、自分で実体験しない限
り、その対価が適当であるか分から
ない為。

813 不明
814 不明
815 不明

816 不明

市議会議員の本会議、本会議以外で
の活動を知らない。市議会議員３２
名の方々が今年何をして、今後何を
しようとされているのか？結果がど
うなのか知らない（知ろうとしてい
ない）

817 不明

818 不明

市議会議員の先生方とお会いすると、親身になってこ
ちらの話を聞いて下さり大変感謝いたしております。
子育て世代の主婦として、もっと市政に関心を持つよ
う、友人達とも話しています。

819 不明
820 不明
821 不明
822 不明
823 不明
824 不明
825 不明
826 不明

827 不明

市の財政状態、近隣市の報酬など分
からないことが多く、月額のみで、
増減について、考えを決められな
かった。

828 不明

829 不明
正味の報酬額なのかどうかが不明。
金額にかえられない優遇措置がある
かどうかも不明。

ホームページでのＰＲは高令者に不適ではないか。最
低でも議員は全員がメールアドレスを持ち、ＩＴ化に
関心を持つべきである。

830 不明
労働実態（勤務日数や時間）が明確
でない

具体的な活動内容をよく知らないのが現状である。ど
んどん変わり行く東広島市だが①変えるべき事②変え
ない事を明確にし①住宅増加に伴う道路整備②古き良
き西条の伝統継承や建物の保存など、子供から老人ま
で、豊かに暮らせる街づくりを行って欲しい。

831 不明
832 不明

833 不明
各議員の報酬額は一律である必要は
無いと思う。増やすべき人もいれ
ば、減らしていい人もいるのでは。

834 不明

自然が大好きです！東広島の美しさをもっと大切に水
の汚水、町の（街）ゴミ、をなくし、全国から、足を
運んでもらえる街作りを酒蔵通りだけでなく行なって
もらいたい。特に吾妻の滝の水の臭さ！

835 不明
多いのか少ないのか判断がつかない
から。

特になし。

836 不明
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837 不明
議会の開かれている日数が分からな
いため。

838 不明

839 不明
市議会員がどのような業務を行って
いるかよく分かっていない為。

840 不明
841 不明
842 不明

843 不明
報酬の内、それを活動費としてまか
なうのか等基準が分からない。

前回の投票率から見て、市民の約半数の方は政治（市
政に係らず）に関心がうすいと思われる。市政も今期
参院選のようにネット上で市の問題点等を開示、市民
の声を聞く（つぶやき？）ようになれば、身近に感じ
ると思う。又、時折り（選挙前だけでなく）このよう
に、アンケート等で、“各地域の問題”市全体として
の問題に、耳をかたむけてほしい。

844 不明

845 不明
実際の活動内容などが分っていない
ので妥当性は評価できない。

846 不明
847 不明

848 不明
市議会議員がどれ程の仕事をしてい
るかわからないので報酬が現状に
合っているかどうかわからない。

アンケートで始めて知った事は沢山あります。皆に選
ばれた議員の方だから市民のために良い様にしても
らっているはずと全く気にしていませんでした。農家
なので水道も下水もゴミもなるべく自家処理して税金
は同じように払ってそれが当たり前と思っていまし
た。今後も同じです。代表で出られた方がモラルに反
せず努力して下さる事を願います。

849 不明

他と比べるとどうなのでしょうか。
細かい点での比較がないとわかりま
せん。私たちの税金なので適正に使
われる事を願います。

合併してから議会が遠くなったと思われます。また議
会について知らない事が多い事に気がつきました。広
報をよく読むとともに私も学習して行かなければと考
じました。よりわかりやすい広報活動をお願いいたし
ます。

850 不明

851 不明

議員の１人１人の拘束時間、実働時
間や仕事量など一定でないと思いま
す。ですから、報酬額が議員一律で
いくらというのはおかしいと思いま
す。

・東広島市を住み心地好い市にして下さい。・観光で
お起しになる方々にまた訪れたくなるような市にして
下さい。・憎まれっ子ばかりがのさばらないような市
にして下さい。・市議会議員選挙の投票率が７０％ぐ
らいになるようにして下さい。

852 不明
市民が過ごしやすい地域にして頂きたいと思います。
小学生がいるのでこれからの学生生活を充実してほし
い。

853 不明
判断する程、市議会のことを知らな
いため。

854 不明

報酬は議会が開かれない月にも支払
われるのか？報酬額が高いか低い
か、時間給に換算してみればわかり
やすのでは？

議会が市民の生活向上、地域の経済発展のために機能
するには、議会を構成している各々の議員の正義感、
民主性、人間性ｅｔｃ備わった人を選びたい。過去の
経験を売りものにするとか、選挙の票欲しさに自分の
Ｙｅｓｍａｎの声を拾い上げるとか、節花節的思考を
する人とかは、もう退場してほしい。英語でコミュニ
ケーションできるくらいの人が必要な時代ですよネ。
具体的には、高齢者には寝たきり予防のための地域の
スポーツジムを、子供たちには、英会話を楽しく身に
つけられる地域の教室を、等に予算を使ってほしいで
すネ。

855 不明
856 不明

857 不明

報酬を安易に減らしてしまうと、立
候補する人がいなくなってしまうと
思います。大変な職であると思うの
で、相応の報酬は必要であると思い
ますが、市議会議員の方々が日々ど
のように活動しているかが（市民
に）伝わりにくいので、日々の活動
と報酬が見合っているかを判断する
すべがありません。なので、４の分
からないを選びました。

東広島市へ８年前転入してきましたが、美しい街であ
るという印象は今も変わっていません。人口が急増
し、あちこちの田畑がマンションに変わっていくな
ど、いつも何かが変化していて、若い世代が多く住ん
でいると感じます。インフラ整備など、まだまだ中心
部の開発が仕上がっていないことと、西条町以外の田
園風景が色濃いエリアとの格差が気になるので、西条
町以外出身の議員の方々には熱い議論や提言などを多
いに期待しています。

858 不明
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859 不明

860 不明

月に勤務日数がどの位あるのか知ら
ないのですが、もし勤務日数が少し
なら４６万円は高いと思います。勤
務日数が少しなら報酬は日割が良い
と思います。ただあまり収入を少な
くすると所得の高い人しか議員にな
れなくなるので考慮が必要かと思い
ます。

現在、志和はバスが１時間に１本位しかない状態で、
終便も１９：００となっています。これ以上便が減れ
ば、公共交通機関での通勤などが難しくなります。お
客が少ないので厳しいと思いますが、せめて、現状維
持できるようにしていただきたいです。

861 不明
862 不明

863 不明
各自治会の活動に対して助成金等が多く出る様行政に
働き掛けて下さい。

864 不明

税収が減っても議員の人数や報酬額
が一定では財政への負担になるの
で、どちらも変えるべきだと思う。
また、できる仕事量は経験年数に
よって違いがあるはずだし、得票数
で示される市民からの支持も違うの
に誰もが一定額なのも疑問である。
税収を基に全議員報酬の割合を決
め、その中から経験年数や得票数に
応じて分配すべきだと思う。

市長や各議員がどんな構想で将来を見据え、どんな具
体的な目標を持っているか何に問題意識を持っている
のかが全然分からないし、各会派の違いもわかり難
い。まして、自分の住んでいる近所になじみのある議
員がいらっしゃるのかどうかさえわからないので、誰
が議員だろうと同じような気がして、支持を求められ
ても困るし、関心も持ちにくい。もっと市長や各議員
の考えや尽力した仕事が普段から詳しくわかるような
積極的な広報活動をしてほしい。

865 不明

議員全員が一律で４６万円なのか、
そうだとしたら、少し疑問がある。
議員一人ひとりの成果に見合った報
酬とするべきだと思う。ただし「４
６万円」が高いのか、低いのかよく
わからないので、上記の回答にしま
した。

正直なところ、市議会で何が行われているのか、全く
わかりません。もっと「何を行っているのか」をわか
りやすく、そして具体的に教え頂ければと思います。

866 不明

市議会議員が誰で、どんな仕事をし
ているかが分からない。４６万は多
い気もするが、自分がどんな仕事を
しているか分かってないので何とも
言えない。

867 不明
他の議員（県会議員など）の報酬額
が分からないので多いか少ないか判
断出来ないので分からない。

もっと市議会が具体的に何をしているのか分りやすく
してほしい。何をして、これから何をするか全然分か
らないので。

868 不明 判断する情報を持っていないから。
869 不明

870 不明
市会議員の方についても、市会の事
に対しても何も解っていません。？

871 不明

872 不明

私は、呉に住んでいたのですが、東広島市黒瀬町に引
越して来て、５年に成ります。今住んでいる所は団
地、道路がすごく悪いし、又、下水道も遅れていると
思います。早く整備して住みやすい町にしてほしいで
す。強く要望します。

873 不明

市議会議員の方がどのような仕事内
容で、活動されているのか具体的な
事が分からないため。ただ、市民か
らすると、税金から報酬が支払われ
ているので、減らしていただけるほ
うが有難いと思う。

874 不明

４６万円が高いとは思わないが、そ
れが決まった理由や議員の活動の
ペース、内容等が分からないと判断
できないと思った。

875 不明
876 不明
877 不明
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878 不明

政治活動を行う上で報酬額のみなの
か。他に手当などの補助がないのか
あるのか。もし報酬額のみなら現状
のままでよいが、他に手当が付くの
であれば報酬を減らしてよいと思
う。故に内容が分からないので分か
らないと答える。

特にありません

879 不明
今のところ、特にありません。※この度、返信が遅れ
ました事、誠に申し訳ありません。（多忙の為）

880
年令からすると高いのではありませ
んかネ。

あまりの寺家駅地域の周辺の変化に驚いております。
東広島の窓口西条駅があまり進まないのに対しきっと
市議会の方々の力が助いてあのようなかたちになって
いるのではと思います。どうか公平にこのような事業
も進めて頂きたいと願います。

881
他の市町村にできない事をできる様な市になれば良い
と考えています。

882

883

884

885

886

887

888

現在の市議会議員は、全体的にその
レベルが低い。周辺地域と合併し
て、更に低くなっている。従い、今
のままなら、減らすべきであり、人
口などからだと現在のままでもよ
い。

周辺地域の市議員は、旧町の問題点や、改善点ばかり
言っている。このやうな事では、市全体の発展はな
い。市議会議員選出は、地域割、人口割が適切であ
る。（案）西条地区１１　八本松地区５　黒瀬地区４
高屋地区５　安芸津地区２　志和、福富地区２　河
内、豊栄地区２　計３１　定数３０で良い。

889

チャーチスト運動の中心の一つに議
員に歳費を要求する項目があり、重
要な課題です。政治活動を保障する
ことは要で良識の中で決定すべきも
のです。

身のまわりの具体的要求をつかむようなしくみがいり
ます。地方自治を実りあるものにするべくご指導を期
待します。

890

市議会議員のほとんどの方は、議員
の他に職をもっておられ、そちらの
方の収入もあるわけですし、４６万
という額は他の仕事の月給と比べて
も、多い額と思われるから。

現在、子どもを私立幼稚園に通わせています。学費の
面から考えても公立（市立）に入れたかったのです
が、公立は２年保育しかない為あきらめました。ぜひ
公立幼稚園３年保育も導入していただきたいです。ま
た私立幼稚園就園奨励費も、広島市と比べると額も少
ないので、東広島市は子育て世代の多い街なので、増
額も検討いただきたいです。

891
平成２２年９月より病気療養中につき、アンケートへ
の記入を失礼させていただきます。

892

西条町東子より安キ津町道路を武則町長時代より現在
も道路改良してない。御約束実行を市議に期待する者
である。（多く人々は約束に失望して居る

893

月額４６万円のほかに、年度末等に
支給されるものがあるのか、ないの
か、その額はどの程度なのか等が明
示されない限り、答えようがない。

「住民自治協議会」は、市（企画部）が住民に対する
説明会を開催して住民と論議するようにと求めた住民
要求に遂に応じないまま強行したものである。住民自
治協議会は、市が交付金をえさにして御用団体を作ろ
うとする反民主主義的なものである。市議会はそのよ
うな血税の不法使用を許してはならない。

894 常勤ではない状態から見て。

895
能力生休にしてほしい。予算に合名
で出す。

896

国民が受取る年金は、減らされる一
方で議員の報酬額は変わらないので
はアンバランスだと思います。議員
さんだけでなく市長さん達もそれな
りにして頂きたい。

私達の子供時代には思いも寄らない現在の子供の減
少。当然児童数の減少で廃校せざるを得ないのが、行
政のやり方でしょうが、子供達は、それぞれの地域で
育てられつつ成長しています。“数”で結論を出すの
ではなく、地域の特性環境で育まれている事を御理解
下さい。“数”は減っても教員を減らしてでも地域の
場は大切に存続させて下さい。

897

１．少子高令化で過疎地に住む人をどうするが。病
院、買物に行く場合、バスもなくどうする。この地を
逃げる。人口が減る。どうする。住みやすい東広島作
り。１．人口の増加地区は、新しい中学校は建てるが
これに共な通学路は、人柱がないと対策が講じない。
黒瀬川の堤防に自転車、人を通す道を。
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898

899

兼職の議員と専任の議員は同じなの
でしょうか。（業績の評価はどのよ
うに成されているのか知りません
が）本来的には全力で取り組むべき
仕事だと思います。

議員は数より質だと思います。「教育」子供は宝で
す。女性支援というよりも社会の中で子供達を育てて
いくには何が必要なのかを見直したい気がします。大
家族だった頃の世代間の交わりは子供にも年輩者にも
良いことが沢山ありました。助け合える「システム」
を考えていただきたく思います。それは「福祉」にも
役立つ気がします。
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