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12月定例会議の日程 

11/26 再開・議案の提案説明 

即決議案採決 総務企画常任委員会 

11/29 会派代表質問 （２会派） 

11/30～12/3 市政一般質問 (16人) 

12/３  議案質疑 

１２/６～9 常任委員会議案審査  

12/8  総務企画常任委員会議案審査(中継あり) 

12/15 予算常任委員会全体会 

議員全員協議会 

12/16 委員長報告 質疑・討論・採決・散会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

議会は本庁舎４階で１０時開会 
詳細は議事課まで 0287-62-7181 

山本はるひの市政一般質問 

1１月３０日（火） 午後 ２：３０～３：３０ 

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. 魅力ある酪農と環境問題について 

全国でも有数の酪農地帯である本市では、近年、経営が大規模化し、牛の

頭数は増えつつあります。それに伴い排せつ物の発生量が多くなり、近隣住民

からの臭いへの苦情、水の汚染も懸念されます。そこで、酪農の拡大を図りつ

つ、環境問題にも配慮した対策や、バイオマスエネルギーへの転換について質

問します。 
 

質問２. コロナ禍における学校教育について 

マスクをして学校へ通う、前を向いて黙々と給食を食べる、という学校生活が

長期間続いています。現状を把握し、学校が抱える問題・課題・今後必要なこと

は何か、質問します。 

 

 

 

 

＊ 議会は議場での傍聴を再開します＊ 

議会だより『ぎかいのひととき』をご覧に
なったことはあるでしょうか。毎号、市民グ
ループへのインタビューが載っています。議

員のイメージは？という質問に対して、「良
い印象はない」「女性や若い人が少ない」
「ポスターでしか見たことがない」「遠い存
在」などなど…。少しでも身近な存在にな
れるよう、活動していきたいと思います。 

 

 

9７号 
2021.11.26 の

那須塩原市議会議員 

鳥野目河川公園にて 
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本市投票率は下落の一途 ～総選挙結果より～ 
 

 １０月３１日の衆議院議員総選挙では、投票率のＵＰを期待していましたが、那須塩原市

は５０．７５％で県内２５市町中下から２番目、栃木３区では最下位でした。市の投票率は、

２００５年の６４．５９％から下がり続けています。４月の市議選では１０代から４０代の投票率

が低く（会報９５号に詳細）、今回はどうだったのか気になっています。１１月２０日の時点で

は集計中とのことですが、若い世代の投票率が上がっていることを期待したいです。 

出前講座を開催 

  那須塩原市議会では、昨年から中学・高校で出前講座を行っています。現在の日

本ではなかなか政治を身近に考えにくい面があるとは思いますが、少しでも興味を持

つキッカケになってほしいと試行錯誤しながら行っています。（3ページに詳細記事） 

全国の投票率 ＵＰ 

栃木県の投票率 ＵＰ 

那須塩原市は…ＤＯＷＮ 
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若い人の投票率を上げたい！ 

  市では、投票所の立会人として

初めて２５歳未満を募り、大学生な

ど３０人が採用されました。選挙を

身近に感じてもらえる良い取り組み

だと思いますので、今後も続けてい

ただきたいです。 

全国より５．１８％低く、栃木県より２．３１％低い結果と

なっています。なお、期日前投票のみで見ると、全国平均
の１９．４８％よりも高く、約２１．７１％でした。 

＜衆議院議員総選挙＞ 

那須塩原市投票率の推移 

投票率「都道府県別」 (%) 

順位 都道府県 投票率 

1 山形県 64.34 

2 新潟県 63.16 

3 島根県 61.55 

4 山梨県 60.57 

5 岩手県 60.38 

 …
  

41 栃木県 53.06 

 

投票率「栃木３区」(%) 

市町名 投票率 

大田原市 51.89 

矢板市 52.98 

那須塩原市 50.75 

那須烏山市 52.28 

那須町 57.01 

那珂川町 52.20 

３区全体 52.07 

 

 

 那須塩原市 全国 栃木県 

投票率 50.75％ 55.93％ 53.06% 

前回比 -1.11 ＋2.25 ＋1.41 
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市議会では、今年度も市内の中学３年生

対象に５０分の授業を使って、出前講座を行

いました。ひとクラス３人の議員で議会のしく

みを説明、その内容を確認するためのクイズ、

「何でも聞いてね」という質問の時間、最後

にアンケートという内容です。 

１０月７日に三島中、１１月８日に西那須野

中、１１月２４日に東那須野中で行いました。

１２月２３日には黒磯中で予定されていて、議

員全員がかかわっています。 

質問では議会に関係することだけではなく、「初恋はいつ？」というような想定外の質問もあっ

て、一瞬言葉に詰まりました。議員の仕事より、人そのものに興味があるのですね。 

さらに、１２月１７日には那須拓陽高校で、議員と生徒とのワークショップ形式の意見交換会が

あります。昨年同様、選挙管理委員会もかかわって模擬投票も行うことになっています。高校生の

中には来年の参議院議員選挙で実際に投票できる生徒がいますので、貴重な経験になると思

います。18歳以上の生徒さんは、ぜひ投票にいってくださいね。 

 

 

 

 

オーストリアの姉妹都市リンツ出身の大学生、フ

ロレンティン・ハートルさんは、市役所で２か月間のイ

ンターンシップをおこないました。昨年来日して市役

所で２か月間働く予定でしたが、来日はかなわず、

オンラインで画面越しでのやり取りとなりました。 

ハートルさんは、ウイーン市とリンツ市を紹介する

動画やニュースレター、パンフレットなどを日本語で

作成し、１１月１２日に修了しました。 

日本語がとても上手で表現も豊かなハートルさん

は、今後も那須塩原市との文化交流に貢献していき

たいとのことです。次回はぜひ本市に足を運んでいただきたいですね。 

なお、国際交流協会では、2022 年１月１６日

（日）に、まちなか交流センター「くるる」にパネル

を展示して、完成した動画を観ながらの交流事

業を予定していますので、ぜひおでかけください。 

 

議会出前講座「市議会のしくみ」 

西那須野中学校での様子（１１月８日） 
 

オーストリアの大学生 市役所でインターンシップ 

 
那須塩原市午後4時 ウイーン市は午前8時 

  

←動画 
「リンツ編」 

動画→ 
「ウイーン編」 
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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 

hirara1025@yahoo.co.jp 

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

会報９８号は２月２５日の議会再開日に

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 

9/6～27 9月定例会議 

9/14 国際交流協会日本語教室ミーティング 

9/24 議員全員協議会 

9/27 三島中学校出前講座リハーサル 

9/29 輝きネットなすしおばら団体廃品回収 

 10/5 国際交流協会「やさしい日本語講座」 

10/6 議会会派会計責任者会議 

10/7 三島中学校出前講座（授業） 

 

 

10/12 輝きネットなすしおばら役員会 

10/13 とちぎつばさの会研修打ち合わせ 

10/19 衆議院議員選挙公示 いが央出陣式 

10/21 臨時会議 総務企画常任委員会 

10/25 教育委員会学校教育課議会レクチャー 

10/28 とちぎつばさの会支部間研修 

推進課 

 

10/31 市表彰式 衆議院議員選挙投開票日 

11/1 教育委員会学校教育課議会レクチャー 

11/2 国際交流協会「日本語教室」 

11/4 農務畜産課議会レクチャー 

 西那須野中学校出前講座リハーサル 

11/5 意見交換会「那須塩原駅前のまちづくり」 

11/8 市政一般質問通告 

 西那須野中学校出前講座（授業） 

11/10 総務企画常任委員会所管事務調査（塩原） 

11/11 議員研修会「農業」 議員全員協議会 

 

 

 

11/12 国際交流協会理事会 

 インターンシップ報告会（リンツとオンライン） 

11/13 なすしおばら博覧会開会式典 展示見学 

11/19 議員全員協議会 研修「予算について」 

11/24 意見交換会「那須塩原駅前のまちづくり」 

11/25 とちぎつばさの会定例会 

 

 

11/26 会報９7号新聞折込で発行 

 12月定例会議再開 

 
おかげさまで後遺症もなく、以前と変わらない暮らしをして

いますが、新型コロナウイルスの広がりと重なって、自宅にい

ることが多かった今年です。 

来年は７０歳。したいこと、すべきことを先延ばしにせず、

体のメンテナンスを怠らず、誠実に議員活動をしていきたいと

思います。穏やかな年末年始になるよう祈っています。 

那須塩原 

そすいマラソン 
 

 

対象：中学生以上の市民、市内通勤・通学している方 

原則５人以上のグループで申し込み 

申込：2022 年２月 28 日まで 

詳細：0287-73-5175（那須塩原駅周辺整備室） 

「いつでもワークショップ」 
那須塩原駅周辺のまちづくり 

ワークショップで 

あなたの声を届けませんか  

 

〇12 月 19 日(日) 小雨決行 

〇三和住宅にしなすのスポーツプラザ  

(にしなすの運動公園) 

〇申込期限 12 月 12 日（日） 

〇参加申込書と参加費を市体育施設へ 

〇問い合わせ先 0287-60-1113 

（電話での受け付けは行っていません） 

 

昨年春にくも膜下

出血で入院してから、

もうすぐ１年８か月

になります。 

 


