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６月定例会議の日程 

６/ 4 開会・議案の提案説明 

6/ 7 会派代表質問（２会派） 

6/10～15市政一般質問（１５人） 

６/15 議案質疑 

６/16～21 常任委員会議案審査   

６/24 予算常任委員会 議員全員協議会 

６/25 委員長報告 質疑・討論・採決・散会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

議場での傍聴は、通常より人数を減らして 
１８人までです。 
詳細は議事課 0287-62-7181 

山本はるひの市政一般質問 

６月１０日（木） 午後１：１５～２：１５ 

質問時間は答弁含めて 60分 市のＨＰから生中継します 

質問１. 二元代表制における議会と執行部のあり方について 

  議会と執行部のあるべき姿をどのようにとらえ、お互いの関係はどうあるべ

きと考えているか、議会に対して期待することは何かを質問します。（前市長の時

にも、同様の主旨の質問をしています。） 

 
質問２. 黒磯駅前と周辺地域の活性化について 

「黒磯駅周辺地区都市再生整備計画」事業が完了しました。５０億円弱の

事業費でしたが、当初の計画どおりになっているのか確認します。目的のひと

つに「黒磯駅前と周辺地域の活性化」があります。これは今後地域住民や関

係者で作り上げていくものだと思いますので、その道筋についても質問します。 

の

那須塩原市議会議員 

議会からこんにちは 

95 号 
2021.６.４ 

選挙は無事終わり、５月１日

から新たな議会が始まりました。

女性議員は１人増えて３人です

が、わたしは今まで同様、会派に

は属さず活動していきます。市政

に対しては是々非々で判断して

いきます。これから４年、気負わ

ず、落ち着いて、期待に応えてい

きたいです。 

 

 

 

＊  議員１９年目 新たなステージへ ＊ 
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実は、２月２６日に会報９３号を発行するときには、

議員を続けるかどうか迷っていました。 

立候補を決めてからは、コロナのこともあり、選挙カ

ーを出すことに躊躇したわたしです。ところが出した

方がいいという意見が圧倒的に多く、結局は９時半

から夕方５時まで選挙カーに同乗しました。「来なか

ったね」「見なかったけど車出さなかったの」と言われたのは、スピーカーのボリュ

ームを下げたことや街頭演説をほとんどしなかったせいかもしれません。選挙事務

所は自宅の庭に机といすを出しました。いつもより訪れる人は少なく、普段とあまり

変わらない日々だったと思います。 

結果は１５５３人の方々に「山本はるひ」と書いていただき、得票数１１番目で当

選。決まった時、まずほっとして安堵、そのあとでうれしさがこみ上げてきました。会

報継続は大きな力になっていたと思いますが、みなさまのおかげです。 

  

 

 

”政治”というと、何かドロドロしたイメージを持たれてし

まいがちですが、市議会での意思決定は身近な暮らしに

も直結するものです。 

「ひとりでいるのは気楽だけど、みんなで議論も大切だ

から」と会派へのお誘いがありまし

た。確かにそういう面はあるでしょ

う。それでも時間はかかっても調べ

て考えて、迷ったときは悩んで、多

少の妥協はあっても自分で決め

て、議員としての役目を果たしていきます。 

少しでもわたしたちの議会活動に興味を持ち、魅力を感

じていただけるように、これからの４年間、小さな声にも耳を

傾け、前向きに活動・発信をしていきたいと考えています。 
 

2021.4.25 

市議選を振り返る 

那須塩原市議会議員選挙 

 

妥協はあっても、会派には属さず 責任を持って決断していく 

いままでで一番うれしい選挙結果 

公職選挙法のきまりで当選お礼をストレートに表現することができませんが、みなさまのおかげで当選できました。 

山本はるひ 1553票 
 

道の駅・明治の森黒磯にて 
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 市議選投票率 42.66％   

 那須塩原市誕生から５回目の選挙でした。投票率は下がり続けています。

低投票率は本市に限らない傾向とはいえ、選挙にかかわるひとりとして、関心

の低さは大きな課題だと感じます。 

 
シートを敷き詰めて 

靴を履いたまま入れるように
なった投票所の小学校入り口 

 

《表とグラフは選挙管理委員会資料から山本作成》 
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一方で、これからを担う若い世代の投

票率の低さ＝関心の低さは顕著です。

教育や環境など要因はさまざまだと思

いますが、少しでも身近に感じてもらえ

るように、情報発信の方法なども考えて

いく必要がありそうです。 

＜投票率 50％以上の投票所＞ 

順位 投 票 所 投票率 

1 高林小学校 58.89% 

2 旧 寺子小学校 58.30% 

3 塩原支所 58.09% 

4 戸田多目的集会施設 56.75% 

5 越堀自治公民館 56.73% 

6 野間分館 50.13% 

 
地域ごとの投票率では、候補

者がいる地域は投票率も高い傾

向にあるように思います。新人候

補者のいなかった西那須野地区

は総じて低めでした。身近に候補

者がいる方が選挙に興味がわく

のかもしれません。 

２００５年那須塩原市誕生
以降、毎回投票率が下がっ
ていることがわかります。 

投票者合計 40,873人 

[当日：25,790人 期日前：15,083人] 

 

 

＜年代別投票率＞ 

投票率が５０％を超えているのは、６１歳

～８４歳です。（グラフ斜線部は投票率４２．６６％

以上の世代）。この年代は政治が日々の暮ら

しとつながっているということを実感してい

るからではないでしょうか。 

＜投票率の推移＞ 
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編集・発行 山本はるひと元気いっぱい市民の会 
〒325-0037栃木県那須塩原市美原町 4-815 

e-mail：hirara1025@yahoo.co.jp 

blog：http//blog.livedoor.jp/cafeharuhi/ 
 

会報９６号は９月３日の議会開会日に 

新聞折り込みで発行予定です 

 
 

日々情勢が変化していますので、最新情報については、市のホームページ等でご確認ください。 

山本はるひの活動記録 

4/18 那須塩原市議会議員選挙 立候補届け出 

4/25 那須塩原市議会議員選挙 投票・開票 

4/26 当選証書交付 

4/28 那須塩原市国際交流協会総会 

4/30 議員任期満了日（４期終了） 

5/1 議員任期開始日（５期開始） 

5/6 議員説明会 議員章交付 写真撮影 

5/7 図書館についてレクチャー 

5/8 議会について意見交換 

5/10 議員懇談会 

5/12 建設部都市整備課レクチャー 

5/14 ５月召集会議 正副議長選挙 

5/17 輝きネットなすしおばら総会 

市政一般質問通告 

5/18 日本語教室ボランティアとの意見交換会 

5/19 議員全員協議会 議員互助会総会 

5/21 グローバルカルチャー那須定例会 

5/28 会報 95号入稿 

5/29 議会について意見交換 

6/1 那須塩原市国際交流協会理事会 

6/3 輝きネットなすしおばら役員会 

会報 95号Web版発行 

6/4 会報 95号新聞折り込みで発行 

6月定例会議開会 

 

 

９５号をお届けします。我が家の庭の片隅

にいちごが真っ赤な実をつけています。幸せ

な味がします。無花果
い ち じ く

も実が大きくなってい

ます。さやえんどう、アスパラは生でも食べ

られるほど甘く、レタスと玉ねぎは毎日食卓

にのります。ここに住んで 30年、野菜作り

は夫の楽しみ、わたしは調理する人に徹して

います。感染予防に最大限の注意を払って、

夏を乗り切りたいと思います。 

議会モニター募集中 

市内在住・在勤の１８歳以上の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の伝統芸能を体験してみませんか 
講師に、舞踏アーティストのはんな氏と邦楽囃子方の望

月太左衛氏を迎えて伝統芸能講座（５回）を開きます。主催
は那須塩原市文化振興公社とグローバルカルチャー那須。 

伝統芸能講座「伝統芸能への誘い」 
７/10 土 古典芸能の楽しみ方 

７/17 土 着付けとマナー体験、日舞の基礎体験 

7/25 日 日舞の振り付け（美しい所作とリズム） 

7/３１ 土 和楽器に触れてみよう（お囃子について） 

8/７ 土 日舞の体験（浴衣を着て踊ってみる） 

◇１部（小中学生の部）13：30～15：30小学４年生以上１０人 
  ２部（一般社会人の部）16：30～18：30 高校生以上１０人 

◇参加費：5回で 3,000円 ◇場所：黒磯文化会館 

◇申し込み：黒磯文化会館 0287-63-3219 

議員報酬は正副議長以外一律で、ひと月
４２万円です。そのほかに、私の場合は国
民健康保険税・介護保険料などを、別途
支払っています。  

 

わかりやすく開かれた議会運営をめざして今年度

も議会モニター２０人を募集しています。モニターにな

ると議会傍聴、議員との意見交換、議会主催の研修参

加などが可能です。将来議員をめざしたい方や、議会

や議員の仕事に興味がある方など、どなたでも、気軽

にご応募ください。 

詳細は議会事務局議事課 0287-62-7181まで 


