
那須町議会 WEB アンケート等の結果について 
 

～ アンケート調査にご協力をいただきありがとうございました ～ 

 

那須町議会では、町民の皆様の多様な意見を把握し、町政に反映させるた

め全町民の皆様を対象に Google forms を活用した WEB アンケートを実施

しました。 

ＷＥＢで回答いただいた方が 44 名、紙で提出いただいた方が 5 名で、合

計 49 名の皆さまからご回答をいただきました。アンケート調査にご協力を

いただきありがとうございました。 

アンケートの結果につきましては、別紙のとおりです。 

皆さまから寄せられたご意見、ご要望は、今後の検討資料とするほか、町

議会活動において多面的に活用させていただきます。 

 

 

１ アンケート調査期間 令和３年 10 月５日から 11 月 15 日まで 

２ 対象者 全町民 

３ 回答者数 49 名（うち WEB アンケート 44 名） 

 

 
※ 紙で提出いただいたアンケートは、WEB アンケートと形式が異なるためグラフ集計結果

には反映されていません。ご了承ください。 

 

 

 令和４年２月１日 

 

 

那須町議会  
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別 紙
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6-2 そう思う理由は何ですか。

反映されていない

積極的に意見を取り纏める仕組みが無い

那須町の良さが反映されていない。

地方創生の積極的な施策立案が感じられない

2019年台風で町道修復されない。

議員を知らないので会う機会もないし。

誰が興味あるんだって思うような質問ばかりしているから。

あまり反映されていない

そもそも各議員さんが議会活動に町民の声を吸い上げているのか疑問である。

まだまだ改良の余地があると思います。

そもそも議員の方に町民の意見を聞く気があるのでしょうか

余り改善が有るようには思えない。

町からの回答＝検討する。だけの議会質疑を感じるので、あまり議員の存在感は希薄か

なと思われます。

那須塩原市に比べ、首⾧のウェブ等からの情報発信が少ない

もっと那須町の魅力を もっと柔軟に上手くPRできないのかと思います。

議員との対話が少ない

不採択が多い様に思う

わからない

町民がどのように要望を伝えているのか分からないので。

理解しにくい

寄せられている町民の声を知らない

町民と行政、議会との考えに乖離が大きい。納得感があまり無い。 考えがズレてませ

んか？

多忙で議会聴講していないから

町民の要望がどんなものか知らされていない。
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 情報源が無い

議会たよりを毎回きちんと読んでいないため

改善点が見えないため

議員さんの質問は町民の声を代弁していると思いますが、議員と接点の無い町民もいま

す。議員全員が全町民の声を拾えきれてはいないはずです。

「議会だより」町の声としての窓口はあるが、掲載されている声も当たり障りの無い内

容ばかりで、「～で困ってる。～して欲しい」必死な声に聞こえない。

よくスーパーにある、お客様からのアンケート用紙に店⾧自らが回答しています。生々

しさが伝わってきます。議会だよりにはそれが無く、無いから那須町民は不平不満な

く、毎日を過ごしているんだな、といつも思いますよろしく

住み始めて日が浅い

やや反映されている

町民の願いが着実に実現されているから。

町議の事は議員さんに任せているから。

徐々に改善されているから。

議会報告と実践状況をみて

反映されている

議会と町が定期的に情報交換を行っているため。

みんなの思っていることと違ってる。
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町議会の回答 

 

６-１ 町議会に町民の声が反映されていると思いますか。 

６-２ ６-１の回答でそう思う理由は何ですか。 

 

○ 「反映されていない」「あまり反映されていない」は約 43％となっており、また「わ

からない」は約 39％となっています。また、5 のアンケートでは、町議会議員へ自分

の意見や要望を伝えていない方が 50％となっており、特に「議員と面識がない」「伝

える方法がわからない」といった意見が多くなっています。 

○ 那須町議会では、開かれた議会を目指すため、平成 25 年に議会基本条例を制定し、

毎年議会報告会を開催しています。コロナ禍で町民の行動が制限される中、今年は４

会場で意見交換会を開催しました。また、各常任委員会では、各種団体と少人数での

意見交換会を行いました。更に、今年度は、より広くかつ若い方からの意見を取り入

れるため、インターネットを活用してアンケート形式での意見を募集いたしました。 

○ 那須町議会では、町民の皆様からいただいた意見につきましては、緊急性や重要度

の高いものから、各常任委員会や特別委員会等を通じて政策提言や質疑などにより町

執行部へ伝えています。一般質問についても、町執行部から良い回答を引き出すよう

質問の質の向上を図るとともに、具体的な対案や提言ができるよう現在も鋭意取り組

んでいるところです。 

○ アンケートの結果を踏まえ、議会活動のより一層の周知に努めるとともに、議員と

話す機会や議会への参加の機会を充実することで議員との接点を確保し、町民の皆様

の声がさらに反映できるよう取り組んでまいります。 

○ 町の良さや魅力、その発信力については、議員一人ひとりが常に意識しながら議員

活動を行うよう共通認識として取り組むとともに、町へも発信力の強化について申し

入れます。 

○ 請願・陳情に対する不採択が多いとのご意見につきまして、町議会では、提出され

た請願・陳情の内容を参考人等の意見を聴きながら付託された委員会が慎重に審査し、

適切な判断をした結果と認識しております。また、令和３年９月議会からは、提出者

の意見を直接聴く機会を設ける取り組みを行い、請願・陳情の内容審査の充実化を図

っています。提出者の意にそぐわない結果になる場合もありますが、今後とも適切に

処理してまいりますのでご理解をお願いいたします。 
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7-2 そう思う理由は何ですか。

評価しない

観光地のやるべき方向性が時代にあっていないと思う。

町の関係人口を創出する積極的な施策がない。地球温暖化防止や環境保全への積極的な

取り組みが感じられないください。

基本的にこの規模の自治体に議会は不要である。

質問の内容において政策提案が少ない。

みんな似たような、他に聞くことないんだなって思う質問ばかりしているから。

あまり評価しない

議会傍聴を何回か拝聴して見て一部議員の熱心な質問もあるが総じて中身が薄い印象。

議会で議論している様子がみられない

議員さんの理想を語っているだけ。

議員の力不足。定員多すぎ。

変わりばえしない。

議員数が多い。地元企業役員の暇つぶし。名誉職で立候補する議員が多い。町⾧や町と

論争する議員がいない。共産党と公明党は必ず一人いる議席は意味があるのか。町の立

場、町民の立場があり、その町民の代表となってないような気がする。と感じます。移

住者なので地元人と絡みがありませんので、そう感じるのかもしれませんが。

わからない

議会だよりを詳しくは読んでいないので

理解しにくい

活動内容がよくわからない

町議会を評価する程、活動内容が不明

何をもって評価するのか？

議会の公報が皆無

議会にあまり興味がないため。何をしているかよくわからない。

まだ意見を伝えていない。議事内容をよく見ていない。
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ある程度評価する

町民の願いの実現に向かって議会が努力しているから。

なんとなく

納得感はないものの、議会が運営されているから。

少しずつ形になって現れているから。

今回のこのバーコードを利用した件や、前回商品券の購入にアプリを利用した件など

他市町村より利用しやすかったです。

透明性は感じます

このようなアンケートを実施しているので。

議員が見えない。どこで議員仕事をしているのかまったく知らない。

真摯な議会運営がなされていると感じる。ただ、ネット等で議会報告を閲覧できない

（していない場合）は判断がむつかしい。

課題を種々の方面から取り上げている

評価する

町民の声を聴き議会改革に取り組んでいるため。

少ない人数で行動していること少数精鋭
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町議会の回答 

 

７-１ 今の町議会をどのように評価しますか。 

７-２ ７-１の回答でそう思う理由は何ですか。 

 

○ 「評価しない」「あまり評価しない」が約 34％となっています。 

○ 観光地としての取り組みや関係人口の創出、地球温暖化防止、環境保全などの取り

組みが感じられず、また、一般質問などにおいて積極的な政策提言が少ないとの意見

をいただきました。一般質問については、町民の声を町執行部に伝える貴重な機会と

なっていますので、議員全員の共通認識として、質問の質の向上と施策提言に積極的

に取り組んでまいります。 

○ 議員数の削減等の意見につきまして、那須町議会では、平成 31 年 2 月に現在の議

員定数（16 名を 13 名に削減。）で改選を行いました。議員数については、県内の自治

体や近県の同規模の市町村と比較しても適当な議員数と考えております。むしろ面積

や人口から比較するとやや少ないとも言える状況ですので、今後とも議員一人ひとり

が町民の皆様の意見をしっかりと把握し、議会活動が町政に反映されるよう取り組ん

でまいります。 

○ 議会は、本会議のほか、各常任委員会や特別委員会を通じて、重要な町の施策の決

定に関わっています。これら各委員会等は傍聴が可能であり、スケジュールについて

は町議会のホームページで確認ができますのでぜひご利用ください。 
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人口減少対策について

若い子育て世代が住みやすい町

ここに住み続けたいと思える魅力づくり

働く場所を確保していただきたい

企業誘致による人口増加農業と観光振興は必要なのはわかりますが、働く場所住む場所

が那須町は少ないと思います。UターンIターン促進

人口減少進む中住民サービスの維持、情報社会への対応。

人口減少は那須町に限らず日本の国力に関わる問題。

あと３年後に人口が増えなければ、那須塩原市との合併

人口削減に対する課題を取り組むのであれば、間違いなく高齢者でなく若い世代への取

り組みだと強く感じる。果たして今の対応で我々若い世代は那須町に住みたいと感じる

か。

子ども応援給付券に関しても、生まれた年月を決められ、数人兄弟が居たとしても1人

分の３００００円分しか貰えず、手厚い支援とは感じない。

若者の定住化促進が町の生きる道。その為に住宅取得等に優遇処置や補助金支給など他

の市町村にはない特色ある住みやすい定住化に向けたプランを早期に掲示すべきであ

る。

無駄な資産購入と深刻な少子化

移住者、若年層へのセフティネット。

学校における環境教育の促進

若い人が町に残れる環境整備

住みやすい町づくり。

若者が子育てしやすい環境づくり。

町有財産の有効活用について

無駄な資産購入と深刻な少子化

8-2 取り組んでほしい具体的な内容について記入してください。
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遊休資産の事業振興

廃校の有効利用を進めてほしい

高原エリアの中心地「広谷地」に住民の活動拠点を作って欲しい。（例えば、室野井小

跡地を利用するとか）

農業と観光の振興について

観光地の道路と駐車場整備。

農地の活用

農業の維持振興対策について

農業と林業がこれから重要だと思います。

観光の町を作るのためにセンスの良い街づくりを国の補助金て行う

主要道路の歩道及び景観の整備をすることが町民にとって生活の利便性向上につながる

とともに、観光客を誘客する大きな助けになると考えます

県道の歩道整備については、県に要望してもなかなか進まない状態と聞きます。同じ税

金を払っているにも関わらず、日光ばかり整備されていることに同じ観光地として不公

平感を覚えます。もっと県へ強く要望してほしいです。

公共交通の利便性の向上について

交通の利便性がとにかく悪い。循環バスやリクエストベースの公共交通手段を改善すべ

きだと思う。

超高齢者の運転継続を可能にする諸さく

ルートの発展

高齢化、過疎化対策に絶対必要。

福島に向かう道の整備不足。

自分の地域も交通ルートにいれてほしい、

高齢者対策について

社会福祉関連の情報量が少ない。

保険料の引き下げ

高齢化は真剣に取り組んで欲しい。

ほぼ観光業しかない町に若者を留めるのは無理なので、高齢者が安心して住める町にな

れば、また移住者が増えるかもしれませんね。

総合的な学校運営対策について

学校現場における校⾧をも含む教職員ほぼ全員の方々は、発達障害又はそのグレーゾー

ンな児童生徒への理解と関わり方について知らなさすぎです。

議会改革について

議会改革は7-2と同様、議会は不要。

人口2万人のせいかもしれませんが、なれあいの議会の存在意義は？あと5人は減らして

も全く変わりないと思います。

議員定数の削減！！！

その他

公営のパソコン教室、相談室の開設。IT対策課の新設。
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那須の広大な自然が大好きで、移住し、農業と観光産業に関するお仕事をさせていただ

いています。家の真裏の林がありましたが、太陽光投資ビジネス投資会社が購入し、既

存の森林を伐採し、十分な説明もなく、景観保全もなされないまま、大規模パネルが

立ってしまいました。それにより、心地よかった那須での生活環境が一変し、日々、太

陽光パネルの景観を見下ろす、不快な毎日を送っています。知人からも、あちこちで同

様の話が聞こえてきています。町・県外のお客様からも、「道ゆくところに太陽光パネ

ルがいたるところに設置され、観光地なのに景観が残念ですね。。」と、言われること

が増えました。那須の最大の財産である美しい自然。自然災害への懸念もあります。無

責任に景観を損ねる太陽光パネル設置は、次世代へも負の財産。町独自の自然景観を守

る条例作りに、取り組んでほしいと願います。

１、地球規模で問題となってるプラゴミは海洋汚染で魚等生物に多大な被害・影響を及

ぼしているが２０～３０年後には空気中にも浮遊し人間・地上生物にも健康に多大な問

題を与えると言われだしている。世界中・国・県を挙げての対策が必要であるが地域・

町の段階で行動に動きべきと思う。メーン道路１７号線那須街道の白沢橋の少し上の廃

業？不動産屋の跡地のゴミが放置され訪れる観光客のイメージを悪くしている、半年前

に環境課に指摘しておいたが未だそのまま、このような例は他にもあると思われる。そ

こで町民挙げてのプラゴミ収集の日・催しを制定実施するよう提案したい、地域・自治

会あたりでゴミ集めもあるようだが、もっと全面的・大規模・継続性のある対策を検討

いただきたい。その対策・実施を県・全国にも発信すれば観光那須のイメージを高めさ

らには栃木県の知名度アップにも繋がるだろう。

２、このコロナ期間中に各別荘地の中古別荘がよく売れて不足気味のようだが軽井沢で

は土地までよく売れているとのこと。那須町広報でも紹介しているが僅か一軒ばかり、

土地も含めて別荘管理会社とも提携し関東周辺に広く発信してはどうか。人口増対策に

もなる。

３、先日高久丙の中原か⾧南寺近くのグリーンペレとかと言う閉鎖観光ホテルの周囲を

散策した。那須連望を見上げる素晴らしい立地だったがこのような施設が他にも散見さ

れる。空き家と同じように対策を考えるべきだが、廃屋ツアー（名前は良くないが）と

いった催しをやればどうかと思う。以前神奈川県の三浦市や葉山町辺りでやっていた。

観光客やテレビ局にアッピールしてはどうか。

4、ご当地マスクの生産販売

コロナ発生時日本にマスクが無くて大騒ぎになった、昨年5月に町⾧宛に町で生産販売

を提案したが今のコロナが終息してもマスクは生活必需になると思われやはりこの考え

は変わらない。那須町ご当地―例えば那須山マスク、九尾マスクとか、子供用のキャラ

クターとか、生産は町の各種施設や各家庭、販売も各施設や県外にも。詳細は町⾧あて

の提案書にありますがもし興味あればその後の展開も含めおおくりします。

12/23



町議会の回答 

 

８-１ 議会常任委員会の取組課題で関心のある項目を２つ選んでください。関心のある

項目がない場合はその他に関心のある課題を記入してください。 

８-２ ８-１で選らんだ課題について、取り組んでほしい具体的な内容について記入し

てください。 

 

○ 「人口減少対策について」が最も関心がある結果となりました。次いで「農業と観

光の振興について」と「公共交通の利便性の向上について」が２番目に感心が高い結

果となりました。 

これらの課題については、先ごろ開催した令和 3 年 12 月議会の総務産業常任委員

会代表質問でも取り上げ町の取り組みを質したところです。今後も各常任委員会の議

論を通じて、町の取り組みの加速化を要求するとともに議会政策提言を通じて課題解

決に向けて取り組んでまいります。 

○ その他いただきましたご意見につきましては、今後の各常任委員会の活動や町への

政策提言に活用させていただきます。 
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生活環境対策の推進

「那須町土砂等の埋め立てなどによる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」

の改正を要望します。 那須町が許可文書「那環第70号」にて令和2年6月16日、那須

塩原開発株式会社に許可を行った小規模特定事業について、同年7月16日及び10月7日

に改善指導を行いました。しかし、同事業者は改善指導を無視し、指導から1年以上経

過した現在においても放置したままです。そこで、再発防止のため議会において表記条

例の改正の検討を要望します。 例えば、茂木町のように「県外からの土砂持ち込みを

禁止する」とか「改良土による埋め立てを禁止する」とか入口での事業規制を強化する

こと。出口規制として新たに事業中間での現場立ち入り検査条項を設けること。

 また、事業者に対し指導を2度行っていますが、「措置命令」は現在まで発令されて

いない聞いています。指導に従わなかった場合の第20条「措置命令」の発令基準を明確

にし再発防止に努めてほしい。幸いなことに熱海市の被災現場と違って、現場は傾斜地

ではありません。しかし、隣接して大清水用水路があり、大雨の時は盛土から雨水が流

れています。すでに雨水流水路形成も始まっています。議会においては、表記条例の趣

旨「土壌の汚染及び災害の発生の防止」にもとづき、違法な事業は絶対にゆるさないと

いう強い姿勢で対処されることを望みます。

若者から高齢者までの定住化の促進

若い世代への富の再分配

空き家、耕作放棄地の活用

景観を損なう観光施設の撤去

暮らしやすさ（住まい、仕事先、医療、介護）

子ども・子育て支援環境の充実

学童保育の課題に取り組んでほしい。保護者主体の運営では、何のために学童保育を利

用しているのか分からなくなる。忙しいから子供を預けているのに、役員としての負担

が大きすぎて、利用をやめざるを得なかった経験があります。

健康づくりの推進

コロナ禍なので身近にPCR検査所が在ればいいかな。

国内外からの誘客促進

観光地の活性化

広谷地を中心に街づくり（ショップ）と歩道や散歩道を作る

農業と観光の振興

３ 那須高原サービスエリア・スマートインターと国道４号線間に、「道の駅」か同様

な施設を設置して、雇用の場の確保と町内産物品の販売に資する。

１ 観光の町：那須の道路をいつもきれいに維持する。

 ・ 特に国道・県道のゴミ、雑草・樹木の繁茂・被さり等が目に余る。すぐに解消す

るように！国道４号線沿い草刈りは年1回？、県道は0回の路線あり（国・県の係へ、や

かましく要望すること）

公共交通の整備

9 今後、町議会で取り組んでほしい課題を記入してください。
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公共交通機関の充実。バスの本数や料金の検討。

公共交通での移動を体験希望

道路整備の推進

主要道路の歩道及び景観（植栽の管理および看板の規制）の整備

※景観の道のアジサイの状態が酷いです（年々花数が少なくなってきています）

農業の活性化

４ 稲作農家を維持し、美味しい那須米を生産する。

 ・ 稲作農家後継者の育成に資金援助を。

 ・ 新規就農者へ廃業農家の経営移譲斡旋。（資金・農業機械・技術の援助や住居提

供の優遇策）

 ・ 用水路の維持援助（防火用水も兼ね）

林業の活性化

５ 「那須の美林」の維持、管理をする。

 ・ 杉・桧木の伐採が進み、跡地が荒地化していうので、美林地区指定等、計画的跡

地植樹と育樹の援助を。

 ・ 広葉樹や花粉の出ない杉の植樹推奨

 ・ 森林組合援助

 ・ 町営森林の育成隊設置

防災対策の推進

防災、減災、地域安全安心の継続

樹木が茂ってきた（30ｍ～40ｍ）せいか、町内放送の声が聞き取りにくくなってきて

いるので、スピーカーの数を増や事が出来ないでしょうか！検討をしてみてください。

学校教育環境の充実

教育問題、農業と観光

学校の先生の実態把握、研修。(通信簿の策定基準、個性ある子への接し方)

スポーツで町おこし(より町民との触れ合いを増やす)

サッカーや野球、バスケ、自転車競技などプロとの交流をもっと盛んにし、活気ある街

にしてほしい。
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「那須町こどもチャンネル」（仮）の設置について

 いつも大きな議題に取り組み姿を拝見しております。私は保育園に通う娘を持つ母で

す。新型コロナの影響で行事やイベントがことごとく失われ。子供たちの団体行動や体

験が不足している日々です。親たちもそれを共有できずお金を払ってＤＶＤなど、格差

がどうしても生まれてしまいます。那須町の高校までの教育機関で、団体ごとに使える

YouTubeチャンネルを１つ設置するのはどうでしょうか。

 日にちを変えて、文化祭や遠足、運動会などをみられる場を作る。（限定公開とする

URLを知っている人のみがみることができる）３月（年度末）でその年度内の動画を消

す。一年間やってみて（試験的に）コロナの影響が受けにくくなったら、チャンネルは

閉鎖しても良いし、シニアの行事（隠し芸や文化的なイベント）に広く活用転用しても

良し。地元企業がCMしても良し。閲覧者が増えれば、町の税収にすれば良いし、シェ

ア等はしないなど閲覧者のマナーが守られない場合は即閉鎖する。保育園が独自でやろ

うとしたが、回線（インターネット）が行政のものしか使えないなどがありできません

でした。チャンネルに前もって学校や学校の下請け業者が投稿する届出をするなど、工

夫はありますが、あと２・３年は子供たちや先生、親たちの体験・共有する場所をどう

か作っていただきたいです。お金がないならないなりに、地域の人々みんなで子供たち

の機会を奪わなくてすむ方法を！

地域文化活動の活性化

２ 町の歴史的文化遺産を観光資源に活用する。

 ・ 遺跡・城址・寺社・霊場・芭蕉足跡地・旧街道

 ・ 問屋場・開拓地・芦野石採掘跡・八溝地区森林

地域づくり活動の推進

若者と高齢者との交流の場、機会の促進

行政サービスの向上

役場の窓口対応の改善（相談を受ける気はなく、規則を説明して帰ってもらう目的が

はっきり感じ取れる）

那須町の 広報活動

適切な行財政運営

無駄の見直しと削減

自主財源確保の為に、行政、議会は何をすべきか、議論してほしい。彼方と町の課題の

議論するになるはず。

予算配分を議会主導で進めてほしい。そのための学習も大変と思いますが。

町有財産の適正管理

那須町役場職員の駐車場利用有料化。

広域行政（定住自立圏構想等）の推進
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那須塩原市⾧が大那須市を検討しているので、那須町もぜひ合併して貰いたいです。ゴ

ミ代は高い。インフラは無い。公共サービスも少ない。自治体としてはもう弱いので合

併して、市民として安心な生活を送りたい。どうしても大田原と那須塩原と比較すると

見劣りするので、引っ越したいと考えるときが多々あります。

那須塩原市との合併

議会運営・議会改革について

地域創生の勉強をして具体的な議案提出をして欲しい。

私が議員なら自分が居住する地域の各公民館などで住民懇談会を定期的に開催し声を吸

い上げ議会に反映する。それが議員活動を見える化につながると思う。現在誰も実施し

ていないし情けないと感じる。５−２の質問は逆ではありませんか。

町民の目線で街の発展を考えて欲しい。

議員定数の削減！！！！！

現在良く取り組んでいるのでこれからも継続して下さい

その他

取り組んで欲しい課題①未改修未整備狭隘（きょうあい）町道、公共水道未整備敷設地

域の早期着工。その理由、住み良い町づくり、先行投資。②町営テニスコートのオムニ

化整備。その理由、先の天皇皇后両陛下が体験してくれた由緒あるテニスコート。天候

に左右されないテニス環境を作れば、都会から観光客がテニス体験に来れば観光客の増

加につながり、又、老若男女が集い町の活性化につながる。
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町議会の回答 

 

９ 今後、町議会で取り組んでほしい課題を記入してください。 

 

 

○ 町施策に対する意見・要望を多数いただきました。すでに議会常任委員会等で取り

組んでいる課題については、現在の取り組みをブラッシュアップするともに、機会を

捉えて適切に町執行部に対して要望してまいります。 

○ スポーツや地域文化の振興、YouTube の活用、行政サービスの充実、行財政運営に

関する課題など新たにご提案をいただいものについては、実態調査など現状の把握を

行い、優先順位の高いものから議会として取り組んでまいります。 

○ 他市町村との合併については、住民の生活に直結する重要な問題でありますので、

議会としても慎重に調査研究してまいります。 

○ 議会運営・議会改革に関する課題については、議員活動の見える化や議案の提出に

ついてご意見がありました。 

那須町議会では、議会改革推進協議会を設置し、議会・議員活動の活性化に取り組

んでいます。今後、議会及び議員の活動並びに議会運営の基本的事項を定めた「那須

町議会基本条例」の検証を通じて、議会の活性化を図り、町民の負託に的確に応え、

開かれた議会運営を実現し、町民の福祉の向上及び那須町の持続的で豊かなまちづく

りの実現に取り組んでまいります。（議員定数に関する意見については前項をご覧くだ

さい。） 
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議会の運営原則

町税の無駄遣いをチェックして欲しい。

選挙では観光の町にすると言っているか毎回まったく進展がない。町⾧はじめ各議員

しっかりやってほしい

同上「那須の広大な自然が大好きで、移住し、農業と観光産業に関するお仕事をさせて

いただいています。」

議員さんが動くと役場の態度が変わるということが問題と思います。町のために働かれ

る方と、保身・ルールのために働く方の差が大きいと感じます。

よく分からない

特にないが良くなったと評価出来るように努力して欲しい。

ゆくゆく那須塩原市に侵食されてしまうのではと感じる。各対策や発信の違いを見てい

ても既に差が生まれているように感じる。町と市だからというのは実際関係ないと思

う。変えよう、良くしよう、活気ある町にしようと巻き込める人達がいるかいないかだ

と思う。

デジタル化、書類の削減

議会のライブ配信及びアーカイブを希望します（那須塩原市議会はすでにやっていま

す）

WEBを使って、議会の配信しても良いのでは、ないですか？

議員の活動原則

結局活性化した議会にするにはそれぞれの議員さん自身の質の向上と町民（国家国民）

の為に誠実に努力する。これは故渡辺美智雄副総理の金言です。

一般質問をする人が少ない、せめて年４回のうち３回はすることを心掛けてほしい。監

査委員の質問もぜひ聞いてみたい。

どうかご自身の利権、保身ではなく公人としての責務とは何かを自問し、プライドを

持って仕事をしていただきたい。

歩いて感じて欲しい。那須町のこれからの為に。

議会報告会

議員さんと町民が対話できる場所を作って欲しい。

一般町民との接触の機会を多くする。

議会と町⾧等の関係

地元の有力者、政党の地域代表、地元企業の役員、時間と費用に余裕のある移住者な

ど、様々な議員さんがいるのが特徴でそれは良いと思いますが、議会だよりの動きを見

る限り、町の仕事は役場職員だけで済むと思ってしまうのが本音です。当選後は、シビ

アに町民は見ていますし、投票率を見れば存在に関心が無いと思うと勘違いされるの

で、なったからには町史に残る議員となって欲しいです。前回の議員のように1期で辞

める人間はどうかと思いますので、現議員も町⾧派は多いですが、周囲の自治体と比べ

るとほぼ目立たない町政と感じます。いつも町と町⾧と戦うぐらいの気構えで頑張って

欲しいですね。

10 町議会に対し意見や要望がありましたら自由に記入してください。
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討議・討論による合意形成

積極的な議論と町政の監視

議員定数

議員定数が多すぎます。削減してください。

議員報酬

町議の給料をアップして、ぜひ専門にできる人を増やしてください。

その他

特にないです。

今コロナ禍で色々と大変かも知れませが頑張って下さい。

応援も期待もあります。無理せず那須町のため、家族のため頑張ってほしいです。

色々考えてやって頂いていると思います
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町議会の回答 

 

１０ 最後に、町議会に対し意見や要望がありましたら自由に記入してください。 

 

 

○ 「議会運営」や「議員活動」に関し多くのご意見をいただきました。これらのご意

見を真摯に受け止め、議員の意識として取り組める課題については議員全員で共有し、

議会・議員活動に活かしてまいります。（議員定数に関する意見については前項をご覧

ください。） 

○ デジタル化・書類の削減について、町議会では、昨年度からタブレット端末を導入

し、本年度から本格的な運用を開始しており、特定の資料を除き、本会議をはじめす

べての議会会議をペーパレスで行っています。 

○ 投票率は年々低下しており、直近の町議会議員選挙では 53.45％と補欠選挙を除く

と過去最低となっています。町議会としてもその責任の一端を担う機関として重く受

け止め議会活動の活性化に取り組んでまいります。 

○ 町⾧と議会の関係につきましては、町議会では、令和３年 12 月議会で議会基本条

例の一部を改正し、同条第７条第１項に「議会と町⾧等との関係」に関する規定を追

加したところです。今後も、町⾧と独立して対等な立場で、均衡と調和の保持に努め

てまいります。 

 

○ 最後に、今回のＷＥＢアンケートにつきましては、回答数が４４件と想定より少な

い結果となりましたが、議会に関心の高い方々から率直な意見をいただくことができ

たものと一定の評価をしております。また、町議会に対する厳しいご意見を多数いた

だく一方で、町議会への応援や取組みを評価いただいたご意見もございました。 

今後も、町議会として、町民の皆様の声に耳を傾けるとともに、監視や政策提言を

積極的に担うことで地域経営が住民福祉の向上につなげられるよう取り組んでまいり

ます。ありがとうございました。 
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WEB アンケート 
ご協力のお願い 

アンケート回答受付期間 

令和３年 

１０月 ５日(火)から 

１１月１５日(月)まで 

主なＷＥＢアンケートの内容 
１ お住いの大字名は 

２ 性別は 

３ 年代は 

４ 那須町議会だよりを読んでいますか 

５ 町議会議員に自分の意見や要望を伝え

ていますか 

６ 町議会に町民の声が反映されていると

思いますか 

７ 今の町議会をどのように評価しますか 

８ 議会常任委員会の取組課題で関心のあ

る項目を一つ選んでください 

９ 今後、町議会で取り組んでほしい課題を

記入してください 

10 町議会に対し意見や要望を自由に記入

してください 

※ ３分程度で入力できます。 

https://forms.gle/hqotMmbtrDUfW

g8k8 

【回答方法】 

・パソコンまたはスマートフォンなどから、上記の QR コードを読み取るか、URL にアクセ

スして、回答してください。 

・パソコン等をお持ちでない方は、裏面のアンケート用紙をファクスするか直接議会事務局

または各支所へお持ちください。※紙面の都合で裏面の用紙は WEB アンケートの内容と異なります。 

（インターネットアンケート） 

【調査実施主体】 

 

那須町議会 

【問い合わせ】 

那須町議会事務局 

〒329-3292 那須郡那須町大字寺子丙 3-13 

TEL 0287-72-6926 FAX 0287-72-6933 

那須町議会だより（臨時号） 

那須町議会に対する 

皆さんの声を聴かせてください！ 
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※ パソコンやスマートフォンをお持ちでない場合は、この用紙をご利用ください。 

紙面の都合により、ＷＥＢアンケートの内容と異なりますのでご了承ください。 

 

那須町議会アンケート回答用紙 
項 目 回答欄 

氏名（性別） （ 男 ・ 女 ） 

年代 
１0 代  ２０代  ３０代  ４0 代  ５０代 

６０代  ７０代  ８0 歳以上 

大字名(又は地区名)  

 

 

 

 

ご意見 

 

以上でアンケートは終了です。この用紙を直接 FAX 送信するか、那須町議会

事務局(本庁舎４階)または各支所にお持ちください。(提出期限 令和 3 年 11 月 15 日) 

送付先ＦＡＸ番号 0287-72-6933 (那須町議会事務局) 

 

※ この用紙は、那須町議会のホームページでも掲載していますのでご利用ください。 

※ 右の欄に町議会で

取り組んで欲しい課

題や議会に対するご

意見を自由に記入し

てください。 
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