
№ 性別 年齢 内　　　　　容

1 男 89

・常任委員の活性化
・月１、２回の開催に限らず週１回ペースで開催
・同じ委員会に何年もとどまらず、２年に１回ペースで交替（半数が交替）（地域代表、職域代表の
弊害除去）

2 男 40
・無投票での選挙では、とくに若い世代が政治に対して関心がなくなり、また、無投票での当選では
議員の方のやる気が感じられないので定数を削減し選挙をするべきだと思う
・無投票では市民の声が議会に届かないと思う

3 男 65 ・議会の中で相互に取り組んでもらいたい

4 男 56
・定数について、立候補者がいなくて選挙が無投票は残念だったが、定数は適当と思います。候補者
がいれば良いと思う
・報酬は多すぎ少なすぎは良くないと思い、これはちょうど良い額と思います。

5 男 71 ・借金大国　このままで良いのか。維持費縮小

6 男 70
・府中市は人口の割合より議員が多いし報酬も多い。議会に出席した日数で金額を決めるべき。
・他の職業もやれるようにすべき

7 男 53 ・市民のために反映される納得できるようにしてほしいです。

8 男 57
・議員定数が少なすぎると市民の声が反映されにくいので定数は現状のままでいい。
・議員報酬については活動内容をもっと発信し内容がわかれば現状維持でもよい

9 男 77
・他市と比べて人口が大きく減少しており、財政面でも厳しい状況の中で議員数も多いし給料も多す
ぎる
・議会報告はあるが普段の活動状況が見えないし不信感あり

10 男 46

・最初に議員報酬の最低基準を決めて、税収・人口の増減に対して報酬を決めるべき。一般の企業の
ように成果報酬にすれば市民も納得すると思う。
・議員も緊張感が生まれ、そこからまた新しい改革につながりより生活しやすい府中市になるのでは
ないか

11 男 54
・報酬はある程度必要だと思いますが、議員定数は削減すべきだと思います。２～３議席程度　選挙
をしましょう

12 男 70
・政治には関心がある方だと思うけど市議会議員が何をしているのか、さっぱり見えてこない。府中
市の人口も少なくなっているし、選挙もないようなので定数は削減したほうがいいと思う。今の皆の
平均所得から見れば議員報酬も減額すべきだと思っています。

13 男 40
・人口減少しているので、議員定数の削減を検討する必要がある。
・報酬の減額は、議員のなり手が不足するので、現状維持がよい。

14 男 83 ・市の職員の報酬とボーナスを減額すべき。民間の会社と同じくらいにすべきだ。

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

15 男 73
・75歳以上の議員さんは定年制にしてほしい。
・報酬は現状維持でもいいが活動をもう少しがんばって下さい。

16 男 77

・議員定数は人口が減少している現状から徐々に少なくしていく。
・報酬はいくらが良いかはわからないが、彼らにも生活があり、選挙というリスクもあるので一般的
なサラリーマンと同じはなかろうと思う。ある程度多くても良い。ただし、不明瞭な出張や政活費は
厳正な取り扱いをしてもらいたい。

17 男 51 ・人口が減っている今、経費削減すべきです。
18 男 56 ・定数是正は要

19 男 61
・議員定数の削減はぜひ行ってほしい（人数が多すぎではないか）
・議員報酬についてはわからないが、議員どうしで話し合ってほしい

20 男 47
・議員定数については現状で少ないのであれば増やしたほうが良いし多いのであれば減らしたほうが
いい。
・報酬はそれなりに実績を出せば上げれば良い。実績が出なければ減給する（給料の差別化）

21 男 66
・現在の定数でも良い。
・議員報酬も、若い人が議員になっても十分に生活していける額が良い。

22 男 63
・定数は15名くらいで良いと思う。
・報酬は40万円くらいで良いと思います。

23 男 65
・議員定数は半減、議員報酬は倍増。
・町内会代表ではなく、府中市全体の発展のために議会が機能されることを望みます。

24 男 59 ・議員活動に合った報酬にして下さい。

25 男 50
・議員報酬等削減するべきだと思う。
・府中がもっと魅力のある町になるように活動してほしい。

26 男 62
・人口に見合った数なのか、どうなのか？
・報酬は働きに比例するものだ。

27 男 56 ・定数が多すぎる
28 男 65 ・議員定数は大幅に減少（20人→15人）して、１人あたりの報酬を増やして全体の報酬を減らす。
29 男 67 ・議員の能力アップ
30 男 86 ・議員定数を削減し報酬を増して市のため市民のために働けるように

31 男 48
・あまりかかわりがないので知らない
・何年か前に聞いたことがあるが報酬は40万円とか常勤でないのに高すぎると思った（40万が本当だ
としたら）



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

32 男 71 ・報酬に見合った活動をしてるのならば現状維持で結構ですが…

33 男 58

・定数は、人口比率からいっても多い。また人口２～５万人の市で40万円を超えているところは、ほ
んのひとにぎりです。定数を減じて報酬を増やすのは、やり甲斐を感じることに通じると思います。
・また本業があり、２足のわらじを履いている方がいるのであれば、逃げ道になるので議員のみに集
中できる手法を考えるべきです。

34 男 85 ・市の人口も年々減少している。議員定数や報酬も見直すべきと考える。

35 男 76
・議員定数２～３名減
・報酬は議会出席日当制

36 男 55 ・定数は減少し、報酬は増やすべき

37 男 75
・定数は全国平均や人口平均がわからない、お知らせください。人口４万人並で他県平均がわからな
い

38 男 68 ・市職員も議員も給料を減らすべきだ
39 男 70 ・他に収入があると思うので減額すべき

40 男 20
・議員報酬を減らし、市民にもっと使うべきだと思う
・若い人たちが少ないように思うので、若い人が住みやすい町にしてほしいので

41 男 45

・町内会及び社協をなくしてほしい。組内または地区活動、行事、昔ながらの風習、特に役と付くこ
と、会費、費用等。第三者、行政等が入り、年寄りばかりなのでなかなか簡素化しないので
・根本的な生活面、市民の小さな声を拾ってほしい。議会以前にとにかく小さな声を聞いてほしいと
願います。

42 男 67 ・人口が減っているので議員も減ってもいいのでは？

43 男 75
・議員がしっかり活動できるような報酬は支払うこと
・そのためには、思い切った定数削減をして財源とすべき

44 男 76 ・定員を半分にして、報酬を倍にし、議員にバリバリ活動してもらう方向で検討する
45 男 82 ・大きな声で（定数）削減すべき

46 男 68
・福山市40人／40万人　府中市20人／４万人
→当市では４人で良い　４人＋20人／府中市現状＝24÷２＝12人でOK

47 男 62

・府中市の人口減に伴い定数も削減すべき　増加であれば増員
・市の財政が良くなり市民の暮らしが向上すれば報酬アップ
・サラリーマンのように毎日仕事をしているわけでもないのに40万円は高い！
・人口は減るばかり、山間部は過疎待ったなし！どうするつもり議員殿
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Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

48 男 68
・議員定数15名
・報酬約1,000万（年）

49 男 45 ・報酬減額に加え、職に就いていても活動できるよう夜議会の開催、土日の開催など
50 男 50代 ・これだけを聞くのに市の金を使うのか？
51 男 50 ・皆さんのアンケート結果を実行してほしい

52 男 43

・報酬は近隣市町よりも高くて良いと思います。極端な例えをすると「定数半減、報酬倍増」。なり
手不足の解消にもつながるし、報酬に見合った活動ができているかの判断基準にもなります。できて
いなければ４年後の選挙で選ばれないですし。今現在「報酬を倍にする」といえば自信がなくなって
引退する議員さんも多くいることでしょう。
※余談ですが、議会・委員会をCATVで見たときに「居眠り、あくび、姿勢が悪い」議員さんに何かを
負託しようとは思いません。公人として「見られている意識」を持つべきです。

53 男 57
・市民が満足できる仕事をされているならば、報酬についてどうこう言うことはない。それだけ大変
な仕事と思っています。

54 男 70

・ともに、削減、減額すべきと考える。府中市の広報紙の議会質問などを見ると、出身地の些細な問
題をいかにも重要な課題かのように訴えているにすぎない。こういう状況は府中市の行政の将来展望
への軽薄な理解が生み出していると考える。少子高齢化を踏まえた公共政策ビジョンをもっているの
かというも危ぶまれるリーサス等を精微に分析し、例えばコンパクトシティーの企画や実行計画を大
胆に提示し、それをめぐって議論をするような議会でありたい。痛みを伴えない行政、立法、リー
ダー性のある人材がいない市町村はいずれ崩壊する。その兆しは見られている。

55 男 71

・温故知新、明治維新時の五箇条の御誓文「広く会議を興し、万機公論に決すべし」、日本国憲法前
文「正当に選挙された代表者を通じて行動し、云々…」を根幹としつつ、状況の変化すなわち地方自
治法、人口の変化、地方交付税交付金、他自治体の報酬等を勘案し、市議会で条例をつくる。一例を
示すと、市の広報紙への「市議会便り」（仮称）を定期的に掲載し、市政・市議会を身近なものにし
ていく。疑問点は選出の議員へ糾(ただ)す。命題→反命題→止揚→より民主的な行政に発展させる。

56 男 25 ・定数を減らして、報酬を増やしたらよいのではないか。

57 男 68

・議員定数や報酬はさておいて、他の市町に比べ府中全体の川、道路、橋、家並すべにおいて近代化
が遅れて悪い。特に芦田川の橋は先代の議員が何を考えて作ったのか全くわからない。橋の大きさが
小さく、中途半端。こんな町並は見たことがない。東証１部の会社が２つもあるのに恥ずかしい。議
員は何をしているかさっぱりわからない。

58 男 72 ・市財政に見合った定数・報酬とする。
59 男 78 ・議員定数は削減し、報酬は増額した方がもっと活動してもらえると思う。



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

60 男 76
・府中市の人口が減っているのに、議員の定数が減らないのはおかしい。
・議員さんの仕事ぶりがわからない。目に見えない。

61 男 92
・高齢化を目前にして、府中市に活性化を図る対策がぜひ必要であると考えられます。人口が減少し
ていくことは住民にとっても心配のひとつです。府中市に住んで良かったと思われるように努力して
いただきたいです。

62 男 60 ・無投票で選挙にならない状況が続くことは定数削減等の解決策を期待する。

63 男 43
・選挙のときだけ挨拶に来て、当選したら来ない！その後の意見の吸い上げも無く、何をしているの
かわからない！
・何が変化し、何を変えようとしているのか明確にするべき。シークレットが多すぎ！

64 男 63 ・意識を高めていただきたい。

65 男 65
・現在の議員定数がわからないので、答えようがない。
・現在の報酬も一人いくらかわからいので、多いか少ないか答えようがない。

66 男 70 ・市民に思いやりがない。

67 男 42
・府中市議のことをよくわかっていないため、わからないです。
・知らない人のためにこういったアンケートに記載いただけると、少し考えてみることができるかと
思います。

68 男 73
・何人必要かわからないが、定数に満たないようなときに無投票全員当選でなく、やはり投票にて市
民の意志表示を受けるべきである。当選のための最低得票数を決めるなどして、クリアした人数で意
欲・奉仕精神の豊かな人が議員になり、議会を構成してほしい。

69 男 49
・報酬は定額ではなく、年度後との公約目標達成度を決めてその達成度に基づき上下する仕組みにし
てほしいと考えます。→市の広報で公表（公約目標の達成度）しても良いと思います。

70 男 42 ・議員定数を減らすべき。議員報酬も減らすべき。

71 男 77

・市税が少ないのに人数が多い。
・昼過ぎころは職員の人が雑談をしている。
・給料は会社の人より多すぎる。
・ボーナスしか報告がない。

72 男 85

・現在の報酬がわからないので、多少はわからない。
・議員の質の問題ですが、各分野の専門を育てるべきです。記録を読んで思うのは、賛成反対の人が
決まっているのが不思議です。
・定数は20名くらいで良いと思います。

73 男 18
・議員が多くても役に立たなければ意味がない。
・役に立つなら人数も必要。



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

74 男 48
・府中市民も減少しているので市議も比例して減らすべき。
・市のいろいろな税金は上がる一方で、市議の賞与だけでも半分にするかほかいろいろ考えてほし
い。（みんなではないが、前の方は何もされなかったので）

75 男 79
・議会の報告で議員の質問や提案に対する市の担当部署の解答、及び対策の実行についても報告して
ほしい。

76 男 64
・市の行政が良くなるのなら、定数を増員しても良いと思うが、現状の人口減からすれば現状維持に
なる。

77 男 80
・地方議員の不足は今後も考えられる。定数に満たない場合、無選挙でなく、府中市の有権者の人数
と投票率から計算し、一定の得票数を確保できた者のみ議員として信認するように市民の一定数の信
認を得るように定数変動性を取れば、よくなるか？（府中市のみでは困難だが）

78 男 41
・議員さんは平日の昼間からパチンコ・スロットをしています。福山市内の店で頻繁に見かけます。
○○議員とか…。そのうような暇があるのなら、他にすることはあると思いますが、選挙のときだけ
ええ格好するなら辞めてください。

79 男 18
・議員定数や報酬等についての知識がない。
・市民が市議会について興味を持つ必要があると同時に、それらを伝えるための取組を実施してもら
いたいと考えている。

80 男 77 ・議員の無投票はいけない。対策を練るように。

81 男 62

・議員が住民の声を聞いて、物事の将来の計画を考える。そうすることで、住民と一体になり、達成
感も生まれる。今は府中市の誰が計画をしたのかわからないが、部署も毎回入れ替わり困ります。
・報酬金＝住民の税金　優先順位は納税者が決めること。行政は字のごとく、議員が決めてそれを
行って行くこと。今は逆です。

82 男 30
・市民の意見など聞いてもらえてないため、減額すべき（市民の意見も聞いて対応してほしい。税金
取りすぎではないでしょうか？）

83 男 55

・広島市内居住から親を看るために帰ってきました。高齢者を抱え、市も大変と思いますが、税が高
い割にインターネット構築すらできない環境（世羅は山の中の一軒家まで光ケーブルが通っている、
また免許返納時、世羅は１年ごと3万円のタクシー券など充実）。これでは納税できるものが帰るこ
とは苦痛でしかない。しっかり活動されるのであれば、定数・報酬が増えるのは当然。現状では何も
施策の見えない、行動が見えない議員の必要性すら感じない。

84 男 63

・定数削減。一生懸命、きりきり舞いする程の仕事をしているとは思わない。給料取りに徹し、市や
町内のことは本気で考えているとは思えず、今でも要望等行った事はあるが、その場の返事は良い
が、行動が無く、以後も知らん顔。昔は自腹を切ってもというような人もいたが、今は少なくなっ
た。給料取りや引退後の安定のためではなく、本気で市や町のためにやる気のある人のみで良い。



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

85 女 66
・他市と比べて仕事内容に比べ、定数は多いし、報酬も多すぎる。他の民生委員などはほとんど報酬
なしでよく働いていると思う。ボランティアの活動も多い中、議員さんは何をされているのかわから
ない。半数減でも良いと思う。

86 女 83
・若い人（議員さん）の力を借りて府中市を発展させて頂きたい。
・報酬は仕事に見合った（できる）（できない）ように考えて頂きたい。

87 女 81 ・広報か何かで見たことはありますが覚えていない。

88 女 46
・減らせることができるなら減額、削減もあり
・ただ、減らすことにより今までどおりできなくなるのも困るのではないかと思う！！

89 女 60 ・無投票になるのだったら選挙ではないと思うので議員は削減してもいいのではないかと思います。
90 女 80 ・報酬が少ないので議員になる人が少ないと聞きます

91 女 43
・ボランティア精神に近い気持ちで望む覚悟でしたら自然と分かってくるのではと思うのですが。
（上下関係というより市民目線の時代「令和」なのではないでしょうか。）

92 女 77 ・議員報酬が少ないと議員だけでの生活が大変でなり手がますますなくなるように思います。
93 女 69 ・人口が減少していますので議員定数や報酬等も考えられたほうが良いと思います。

94 女 43
・議員定数は削減しても良いのではないかと思います。市の規模に対して多いのでは。
・議員報酬については、はっきりした金額は分かりませんが、減額しても良いと思います。一般の会
社員と比較して、格段に多いと思います。

95 女 39

・一般企業で休むと給料カット　議員は一般企業と同じようにカットが必要
・寝ないで議会に集中すること　ボーっとしないこと
・エアコンを早くつけてください　小中学校
・私はエライという態度はやめてください
・子供たちに夢を与えてください
・議員さんは災害寄付はしないとはどういう事か

96 女 75 ・町内で議員さんが出られたことは本当に嬉しかったです。
97 女 53 ・議員数は多すぎると思う。仕事を本当にしてくれているのか。

98 女 65

・定数が何人必要か見当がつかない　そちらから人数を示してほしい
・報酬も他の市などと比べてみないとわからないし額が高いか低いか言ってもどうにもなることでは
ない
・市の人口に対して人数や額を決めればいいのでは



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

99 女 無
・定数削減すべきだと思いますが、きっと市民の声は反映されないと思っています。アンケートの結
果が半数をこえた方を実現するとかきまりがあれば、アンケートも集まるだろうし、４年間ボーっと
もしてられなくなると思います。

100 女 82
・議員さんの活動が見えてきません。市への要望もどこへ言えばいいの？
・まずは、顔の見える小会合へ出てください。（例　老人会、町内会、他考えてください）

101 女 45

・議員の方もお仕事なのだから、ちゃんと市民のために活動されるならちゃんとした報酬はあってい
いと思います。一般的には時給で、みなさん死に物狂いで働いているのだから、議員さんの一人一人
の資質・価値観だと思います。
・また、若い方が県外にどんどん出て行ってしまうのも、深刻だと思います。

102 女 20
・議員定数や報酬を把握できていませんが、議員報酬の必要性がいまいちわかりません。報酬等に回
すお金があるなら府中市内をもっと良くするために使って頂ければと思います。

103 女 19
・報酬を減らすべき。府中市の議員に限らず、正しく税金を使わないのであれば税金を集める意味が
ない

104 女 68 ・動いてくれる人にだす。かっこうだけの人は、人を差別しないで。

105 女 30
・特になにもしていないので（本人達はしていると思ってるだろうが）人数が多すぎる。減少すべ
き。10人ぐらいでいい。いてもいなくても、かわらない。

106 女 66 ・報酬の決定基準は？
107 女 59 ・議員定数は４～５人へらしてもいいと思う。

108 女 76
・市民人口数、面積等考慮しても定数は多い。
・報酬は減額すれば良いとばかりは言えない。若い人も意欲を持って挑戦できるよう、ある程度の生
活保障もする必要はある。

109 女 73 ・現在の活動では25万ぐらい

110 女 59

・ちゃんと働いている人はもらってほしい。そして、もっと役立ててほしい。皆の声が届くのは良い
が、全員が全員良いよということはないので…それに、いい事ばかりではないので。リーダーシップ
のある人がもっと動きやすくできたらいいのに、と思う。
・先日ＴＶで70歳定年義務化か…？とありましたが、義務にするからおかしくて、個人に任せる…と
かあっても良いのでは。時間と収入によってはＷワークもありでは？

111 女 62
・物事が一度に変わる事はないけど、地域・地元のために一生懸命努力して頂いてると思います。物
の善悪を判断しつつ声を上げ続けていくことは大切だと思いますし。有難いことです。

112 女 90
・市の予算が緊迫している中で、議員さんの削減と報酬額の減額を求め、市の財源を他の福祉などへ
回すこと。国保税の減額もできるのではないでしょうか。検討の余地があります



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

113 女 79

・選挙前になると、私はこういうことをしましたとか町内を回られますが、市民としてはえっ？本当
～と言いたくなりますよ。もっと普段から町内市内を歩いてほしい
・産業博（5/12）の議員さんは皆さん笑顔で腰が低かったですよ。文化センター４Ｆの議員諸氏いつ
もそうあって欲しいですね。

114 女 57

・府中市の人口に対して多いと思います。15人くらいでもよいのでは！！
・以前、４、５年前から検討していると思いますが合いもかわらず
・私は福山の定数を思ったら、ずいぶん、検討の余地があると思います。福山人口は468,000人くら
いだと思います。それに対して38人だと思いますが、議会として成り立つ人数もあるかと思いますし
むずかしいところですね。

115 女 48
・議員の方々が何をされているのか目に見えてこないので報酬ばかりが高額なイメージがあります。
・正直、私の住んでいる町は道路が凸凹だったりしますが、一向に修理する様子はありません。お年
寄りの多い町なので危険だと思います。

116 女 60 ・必ずや、市民の声を反映できる定数ではないのではと思います。
117 女 88 ・広報紙にのせてほしい

118 女 76
・議員の報酬を周知するべし
・議員は定数を削減する。15人に

119 女 80
・市民を思って、どれくらいの人が一生懸命働いておられますか？議院の報酬はいくらですか？今市
民は大変苦労して居りますよ
・報酬にあう仕事はされていますか。市民のために

120 女 72
・議員は仕事をしていない
・府中市は変わってない

121 女 62
・議員定数や報酬は何を基準にされているのですか？府中市にとって適切な基準を明らかにしていた
だければ、それが高くても良いと思います。

122 女 55 ・仕事に見合った報酬を出してあげて下さい。

123 女 50
・議員の定数を減らし、１人あたりの報酬を上げてはどうかと思う反面
・他市の報酬や人口に対する議員定数割合等知らないので比べにくい。アンケートだと思いますが

124 女 61
・行政に携わる人たちは市の事（財政等）をよく考えて、一番にえりを正してほしい。報酬等につい
ても自分のことしか考えていないように思われる
・市民等の公僕であることの認識・自覚がないような気がする

125 女 82 ・定数減

126 女 69
・人口減少に伴い、定数も減らしたほうが良い
・報酬についてはわからないが、他市を参考にして決めれば良いと思う



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

127 女 29

・情報を得ようと努めてないのもあるが、自分たちが納めた税金がどのように使われているか分から
ないことは市に対する不信感へつながると思う。商工会議所等で見かける時は選挙のＰＲとセットの
ような気もするし…
・府中市の現状、ポジティブな面（大学誘致、企業の頑張り）もネガティブな面（人口減少等）も開
示してどう変えていくか未来を見据えていってほしいと思います。えらそうにすいません…

128 女 47
・自分が議員でないから全然関心もないし、考えたことがなかったです。誰でもいい訳ではないで
しょうから各町から最低２人くらいの人数で行えばいいと思います。
・報酬は…よくわかりません。

129 女 69 ・すみません。今まで気にしないで生活をさせていただきました。

130 女 70
・もっと議員さんと話をして議員報酬とか聞かせてもらってどのくらいの仕事をしておられるか聞い
てみたいですね

131 女 67 ・現行ＯＫ

132 女 74
・議員さんは仕事しているのが見当たらない。
・前議員は報酬だけで仕事は１つ見つからない（１票の大切さ）

133 女 52
・良い格好するばかりではなく、報酬に見合った働きをしていただきたい。きちんと働けていれば報
酬は高くても良い。でもそのきちんとに温度差があるんだけどね。
・このアンケートの費用も税金からでしょ。なんかなぁですね。

134 女 74
・府中市と同じような人口等の他市と比較してみて上記（定数削減、報酬削減）のように思う。
・また人口の減少も大きい。

135 女 82

・人から聞くので本当かどうかわからないけど、中には報酬は１人前もらっても議員活動はしない人
もおられるのはおかしい。
・報酬はみんな同じにすべき、一生懸命活動する人が気の毒です。
・議員定数に立候補する人が少ない場合は、定数をその都度減らしても良いのでは？

136 女 62

・府中市の人口に対して適切な定数か疑問である。
・無投票はあってはならない。有権者の選ぶ権利の剥奪である。
・報酬についても府中市の平均所得を上回っているのでは。報酬の公表はどこにされているのか！！
・議員自らの不利益を自ら決めることなどできないのではないか。第三者委員会の適切な判断を望
む。

137 女 47
・現在の定数が適切なのかもわからない。
・働きに対しての報酬がみあっているのかどうかも正直、市民はわからないのではと思う。選挙はも
ちろん必要だと思うが、若い方が出馬するにはリスクも大きい。（収入や将来やいろいろ含めて）



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

138 女 46
・関心がないから…と言われてしまえばそれまでですが、府中市を良くしたい！との気持ちは日々あ
ります。ただ、日々の生活に忙殺されている面も否めなく、ゆとりが持てれば関心が少しでも沸くの
ではないか…とも。

139 女 77
・毎月の広報は欠かさず読ませていただいています。議員さんの報酬も目にしましたが、記憶してい
ません。何期も同じ議員さんもよろしいですが、変わったほうが活気づくのではないでしょうか。

140 女 66

・今は介護が大変で、10月から保育料が無料となるようですが、家でストレスを抱えながらの介護の
人は多いかと思います。もう少しそんな面にも目を向けて考えてほしいです。議員の方が日頃どんな
活動をされているのか、もっと市民に寄り添って住みよい府中にしてほしいです。２人の子も三原、
神辺へと出てしまい、近所も夫婦だけ、府中に若い人が住みよいよう考えてください。

141 女 47
・定数及び報酬額については把握していませんが、相応の活動をしていただければ良いのではないか
と思います。

142 女 57 ・福祉の充実に期待する。
143 女 79 ・府中市の人口に対して議員数を考えてみられたらと思います。（他市の議員数と比べて）

144 女 45
・府中～松永線のバス運行を！！
・ゴミ回収日を増やしてほしい。（可燃以外のもの）

145 女 97 ・若い世代に任せます。
146 女 80 ・政務活動費などはいらない。

147 女 62

・議員さんがどういう仕事をしているかによるが、自分自身の生活費のために議員になったと言われ
るようでは、市民は納得できないだろう。
・所属政党も大切だと思うが、議員さんはまず、足元をしっかりと見つめてもらい、市民のために政
党の壁をこえて手をつなぎ、府中市の地域振興のため頑張ってほしいと思う。

148 女 50
・市民に議員が何をしているか（報酬・人数・活動等）を半年に一回でもいいから教えてほしい。
・議会で居眠りしていたりする人には税金は使用してほしくない。

149 女 72

・若い人も議員になれるような環境が必要なため、一定の報酬があるほうが良い。
・地域格差が出ていているので、定数もよく考えたほうが良い。
・投票率が低い場合は、選挙が認められない等も考えたほうが良いと思う。
・パソコン投票等もこれからは導入したほうが良いと思う。



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

150 女 70

・しっかり動いてくれる人が集まれば、定数は増やしてもよい。
・お金目当てで議員になる人もあるので報酬についてはわからない。
・国会運営のようなやり方は改めてほしい。議員の意見が賛否に関わらず、しっかり出せて、十分は
論議ができることが理想です。議員一人ひとりの“質”に関わると思うが、市民のために住み良い町
を願い動いてくださる人物が集まること。やはり市民の市政に対する関心は日頃の目のつけどころも
大切。どんな町を願い、そのためにどんな人を選ぶかがとても大切。国会のまねをしないでもっと前
向きに進めましょう。

151 女 50
・議会議決に欠席している議員がいるなどもってのほか。報酬を払う必要すらないのではないか。現
市議の討論内容ではほぼ市長、市職の言うなりで、議決権など形式的に等しい。また、一般質問で
は、一部市の現状とかけ離れた全く現実的でないものが目立つ。

152 女 37 ・誰だってできる田舎の議員。年齢制限してほしい。70歳以上は立候補すべきでない。

153 女 69

・今の市会議員が何をされているのか、市民には伝わってこない。だから、この質問には答えにく
い。市にお願いしたいことがあります。府中高校は県でも優秀な学校です。もう少し高校生が楽しく
通える環境にしてあげてほしい。例えば、クラブを終えて帰る通が真っ暗で危ないところには、もう
少し明かりをつけて、安心・安全な生活ができるようにしてあげてほしいです。

154 女 77 ・議員定数を２人くらい減らしても良いと思います。

155 女 50
・定数も報酬も結局議員（当事者）が決める仕組みになっているため、誰も自分たちの不利益になる
ことはしないと思う。第三者の立場の人が決める仕組みにしない限り、何も変わらないと思います。

156 女 53 ・議員定数は、人口に対して多すぎると思う。議員報酬は、減額すべきと思う。

157 女 39
・報酬が多いのか少ないのかという基準はわかりませんが、他の企業より多いということはわかりま
す。その分、府中市のために何かしてくれているかというとあまり考えてないのでないか…と思って
しまいます。

158 女 42
・何をしているかわからない人たちに、多くの報酬を支払うべきではない。最大会派は市長に忖度、
会派に属する議員は会派の古株に言いなりで全く市民の方向を向いていない。私欲のために議員に
なったのか。そんな議員はいらない。この程度の仕事しかできないなら、20人も必要ない。

159 女 77
・府中人口が少ないのに議員さんが多いこと。税金が高いし、もう少し市民が住み良い町に市民のこ
とによく働く人だったら、給料も多く上げてほしいです。とにかく府中市が発展する町になってほし
いです。

160 女 42
・選挙しても落選者が１名とか、議員の選出について疑問を感じます。情報の露出が少なすぎると思
います。市民から情報を取りにいかないとわからないような政策で良いのでしょうか？興味を持って
参加できる仕組みを確立してほしいです。

161 女 49 ・府中市の人口が4万人を切り、減少している中で議員数を検討したほうが良いと思います。



№ 性別 年齢 内　　　　　容

Ｑ７ 議員定数や報酬等についてお考えをお聞かせください。

162 無 無 ・やることをやれば増やしてもいい。


