
高校生と矢板市議会との意見交換会 報告書



矢板高校編

開催日時：平成３０年５月２８日（月） １４：００～１６：００

開催場所：議場

参加者数：２２名（学校選抜）

担当議員：◎伊藤幹夫、○髙瀬由子、佐貫薫、石井侑男、今井勝巳

開催内容：
第１部 議会の概要説明（３校共通） －クイズ形式での説明－
第２部 意見交換会 －４グループに分かれてのグループワーク・発表－

 担当班長総括：

 アンケート結果：別紙のとおり



Topic：グループワーク

【グループ編成】

１班 農業経営科と栄養食物科
２班 機械科と電子科
３班 社会福祉科とＪＲＣ部・矢板武塾
４班 部活動

【グループワークの内容】

これまで、「どのように市に関わってきたか」、「今後どのように関わっていきたいか」など
についてグループで協議しました。

【関わってきたこと】
矢板のオリジナル食品開発、市内小学生との交流事業、ふるさとまつりや軽トラ市での出展、
イルミネーションへの作品製作協力など

【今後の関わり】
交流事業を幅広い世代に拡大したい。福祉施設の車イスの修理、矢板駅駐輪場への防犯カメラ
の設置、スポーツ講座のお手伝いなど



意見・要望・提言

【グループワークを通じて出された市への要望など】

お祭りの知名度をもっと上げてほしい。

花火大会は寒い時期なので、屋内の観覧スペースがほしい。

イベント会場への交通の便を改善してほしい。

子どもから高齢者までが集まれる「ごちゃまぜＣａｆｅ」を作りたい。
（一部市の協力をお願いしたい。）

市からの協力の要請があれば積極的に携わりたい（機械科・電子科）

矢板運動公園をもう少し整備してほしい。（相撲場のコケ対策、美原公
園のようなタータン）

矢板運動公園の使用料を免除もしくは安くしてほしい。

部活動をしている生徒は自転車通学が多い。降雪時は、歩道の除雪もお
願いしたい。



担当班総括

•担当班：伊藤班

矢板高校は矢板商工会と連携し、「ふるさとまつり」「軽トラ市」「駅イルミネーション」などの各種行事や
「地域に喜ばれる花、野菜苗の販売会」「やいた黒カレー」「矢板高校レシピ集」などを通じて矢板活性化に
貢献して下さっています。また５学科を横断的に連携させた「福祉のこころ推進校」として「矢高ディサービ
ス」を行うなど地域に密着した学校でもあります。更に機械技術研究部、相撲部、陸上部が、全国大会や各種
大会で活躍するなど、校長先生はじめ、先生方が熱心なご指導を展開くださっています。

• 今回の意見交換会においても、これらの活動を「いかに矢板の将来のまちづくりに活かせるか」をテーマに
「農業経営科＆栄養食物科」「機械科＆電子科」「社会福祉科＆JRC&矢板武塾生」「部活動代表」の４グ
ループにてグループディスカッションとプレゼンテーションが行われ、日頃から地域貢献している若い世代な
らではの、ユニークな意見が活発に飛び交いました。

• 未来を担う若者たちに感服するとともに、「矢板の宝」として誇りに思います。このような素晴らしい若者た
ちを矢板の地に導きご指導くださっている先生方やご家族に深く感謝致します。矢板市議会としても皆さまの
貴重なご意見を市政の発展につなげていけるよう努め「若い方が訪れたいまち、住みたいまち」「子や孫がも
どって来る矢板」を目指し、鋭意努力して参りたいと思います。

• 卒業後もいつか様々な方法で「aiのあるまちYaita」に関わってくださる方が増えますことと矢板高校の益々の
ご発展を心からお祈り申し上げます。



矢板中央高校編

開催日時：平成３０年７月２日（月） １６：００～１７：００

開催場所：議場

参加者数：２０名（学校選抜）

担当議員：◎小林勇治、○藤田欽哉、宮本妙子、中村有子、大貫雄二

開催内容：
第１部 議会の概要説明（３校共通） －クイズ形式での説明－
第２部 模擬議会 －生徒から議長を選出、２名による代表質問－
第３部 フリートーク

 担当班長総括：

 アンケート結果：別紙のとおり



Topic：模擬議会

 【議長役生徒による議事進行】
議長役の生徒を１名選出し、議長役の生徒が議事を進行。
代表質問、起立採決の進行も本番さながらに体験していただきました。

 【代表質問】
２名の生徒に質問者になっていただき、学校であらかじめ取りまとめた質問事項を質問
（一括質問、計８問）していただきました。
答弁は、市議会議員が行いました。
質問概要
① 矢板駅西側にも本屋やコンビニエンスストアを。
② 矢板駅西側にも若い人に限らず多くの人たちが集まれる施設を作る計画は。
③ 矢板駅をフリーＷｉ-Ｆｉスポットに。
④ 国道４号の渋滞策と整備計画は。
⑤ 矢板駅から矢板中央高校までのバス運行を。
⑥ 高校生が遊べる場所の確保を。
⑦ 市内のバス路線充実を。～人の流れを作り、観光資源活用のために～
⑧ まちなかに大きな運動場や体育館の建設を。

 【起立採決】
代表質問の事項に関して同意する方は起立という形で、模擬の起立採決を行いました。



意見・要望・提言

【フリートークで出された意見など】

矢板市の特色を活かすために取り組んでいる事業は。

駅のロータリー整備や駅周辺の活性化の計画は。

高校生や若い人たちが気軽に行ける施設を。（ゲームセンターがほし
い）

矢板駅の駐輪場の放置自転車対策を。（駐輪しづらくなっている）

子どもだけでも遊べるような安全な公園の整備を。（大人の目が届くよ
う、垣根をなくすなど）

テスト前などに勉強する場所としてスターバックスなどがほしい。

工業団地への企業誘致のため法人税の免税や減額を。（ただ減額するの
ではなく、市内採用の数や県外からの転入者数によって差異をつけて
は）

矢板オールディレクションに参加する人の確保へ協力を。



担当班総括

担当班：小林班

矢板中央高校生との意見交換会は議場で行いました。３部構成６０分で行い、
１部は担当議員紹介及び高校生の自己紹介、議長の歓迎あいさつ及び「議会
とは」の説明。２部は模擬議会、３部は高校生からの意見交換と言う内容で
した。

意見交換会のテーマは「矢板の好きなところ、嫌いなところ、望むこと」
と決まり、学校との事前協議を済ませ当日を迎えました。生徒２０名と担当
教諭、校長先生等高校のバス等で来庁され、議場に入りました。
意見交換会のメインは議場での「模擬議会」で議員の議会活動の一端を経
験していただく事にしました。模擬議会は「高校生」が議員席に座って、
「担当議員」が執行部役になりました。「議長」と、「代表質問者」２名を
高校生が行い、質問者に対する答弁を担当議員２名が行いました。また議長
の補佐として事務局長役議員が補佐をしました。議長も質問者も準備した原
稿に基づき堂々と質問をしましたし、議長も立派に議場進行をされました。
三部の意見交換は議員の司会で和やかな雰囲気で高校生から意見や要望を
伺いました。６０分の時間に模擬と意見交換の二つを行ったことでコンパク
トにまとまった内容でした。



矢板東高校編

開催日時：平成３０年１０月９日（火） １３：０５～１４：４５

開催場所：矢板東高校（東雲ホール）

参加者数：７４名（３年生２クラス）

担当議員：◎関由紀夫、○櫻井惠二、中村久信、渡邉孝一、大島文男

開催内容：
第１部 議会の概要説明（３校共通） －クイズ形式での説明－
第２部 模擬請願 －５分野、１０本の模擬請願をもとに意見交換－
第３部 フリートーク

 担当班長総括：

 アンケート結果：別紙のとおり



Topic : 模擬請願

【模擬請願一覧】

教育：
児童・生徒への支援制度に関する請願、ＩＢ（国際バカロレア）教育導入に関する請願

福祉：
矢板市福祉情報発信に関する請願、福祉情報の見直し・整理に関する請願

ごみ・環境：
矢板市の環境整備に関する請願、矢板市の排水設備に関する請願

交通：
自転車専用レーンに関する請願、ＪＲ矢板駅の連絡橋の屋根の設置に関する請願
街づくり：
ショッピングモール誘致に関する請願、「ともなりくん」を活用した観光振興策に関する
請願

【模擬請願提出までの経緯】

① 夏休み中に自分の住むまちの現状について調査（財政、教育、福祉など全般）
② 夏休み明けに、５分野（教育～街づくり）のうち興味のある分野に絞りグループを編成し
模擬請願作成。
（５グループ×２クラス 計１０本）

③ 意見交換会当日に模擬請願を提出し、その模擬請願を元に意見交換を実施。
※ 模擬請願の詳細は別紙。



意見・要望・提言

【フリートークで出された意見など】

フットボールセンター整備予定地の現状と今後の予定はどうなっている
か。

市内には３高校ある。矢板駅周辺に高校生が集えるような場所があれば、
活性化にもなるのではないか。

市街地（足銀交差点など）の渋滞緩和や事故防止策の強化をしてほしい。

矢板市の自慢できるところや、名物があるとよい。矢板のウリは？
おしらじの滝周辺ももう少し整備するべきではないか。

矢板市には空きスペースがたくさんある。若い人たちが矢板を離れても
また戻ってきてもらえるよう、若者向けのお店を増やしてほしい。



担当班総括

担当班：関班

教育、福祉、ごみ・環境、交通、街づくりの５つのテーマについ
ての意見交換会だったが、高校生が各グループに別れ、自ら市役
所を訪ね、あらかじめ調べ物をしてくれたりしたこともあり、内
容の濃い意見交換だった。

個人的に社会福祉協議会に出向き、資料などを収集し様々な話を
聞いて参加した生徒もいた。

発表に関しても、各グループのリーダーが順に行ったが、密度の
濃い素晴らしい発表であったと感じる。

私たち議員も、高校生のような若い世代の考え方を聞き、受け止
めることで、貴重な体験をさせてもらうことができた。

これらの経験を元にして、今後の市政に反映すべきだと感じた。



件 名 児童・生徒への支援制度に関する請願（教育）

要 旨

市民に、「チャレンジハウス」をはじめとした児童・生徒への支援制度について

の情報を積極的に提供して欲しい。

理 由

今、小中学校でも、学校に行けなかったり学校に行きたくない気持ちを抱えて困っ

ている子どもたちがいます。矢板市では現在、矢板小学校に１名、各中学校に１名ず

つのスクールカウンセラーが配置されています。子どもたちのメンタルをケアする心

理カウンセラーについて、子どもたちにとってより身近な、また悩みをかかえている

保護者も頼れるような存在になるようにしてもらいたいです。また、不登校の子ども

たちの居場所である「チャレンジハウス」についても知られていないと思います。こ

のような支援制度について、市から積極的に情報発信をしてもらいたいと考えます。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年１組

ほか７名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 ＩＢ（国際バカロレア）教育導入に関する請願（教育）

要 旨

矢板市が中心になって、栃木県の公立学校でＩＢ（国際バカロレア）教育を導入す

るよう働きかけてほしい。

理 由

ＩＢ（国際バカロレア）は、国際的な視野をもつ人間の育成をめざすとともに、探

究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目的としたプログラムです。文部科学省

がその普及・拡大を推進しており、国内における国際バカロレア認定校等（ディプロ

マプログラム）を 2018年までに 200校に大幅に増加させることを目標としています。

現在関東では千葉県と栃木県以外にはすでに認定校があります。公立学校でも導入に

向けて動き始めている自治体があります。グローバル人材育成の観点からも、栃木県

でもＩＢ（国際バカロレア）教育を導入すべきと考え、矢板市が中心になってぜひ県

に働きかけてほしいと考えます。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年２組

ほか６名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 矢板市の福祉情報発信に関する請願（福祉）

要 旨

矢板市の福祉情報を、広い年代の市民が知ることができるよう工夫してほしい。

理 由

矢板市の福祉に関するさまざまな情報が、市民に伝わっていないと感じています。

情報を得る機会や手段が増えれば、福祉サービスを受けたい人だけでなく、ボランテ

ィア等に参加したいと考える人も積極的に参加しやすくなると思います。また、それ

によって地域でのさまざまな年代の交流が増えれば、お年寄りの生きがいづくり、ひ

いては認知症の予防等にもつながると考えます。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年１組

ほか６名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 福祉情報の見直し・整理に関する請願（福祉）

要 旨

１ 「広報やいた」の福祉情報ページのリニューアル

２ 福祉情報の整理

理 由

矢板市民が市に求めているものとして、「わかりやすい福祉・保健情報の提供」が

あります。多くの市民が最も情報を入手する手段としているのが「広報やいた」です

が、さまざまなジャンルの情報が混在していて、どこに自分の求める情報が掲載され

ているのかわかりづらいです。それが結果的に福祉サービスへの参加者数の減少にも

つながっていると思います。「広報やいた」の福祉情報のページのリニューアルと、

高齢者の方々にもよりわかりやすい福祉情報の整理を請願します。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年２組

ほか５名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 矢板市の環境整備に関する請願（ごみ・環境）

要 旨

１ 片岡地区トレーニングセンター周辺、東泉地区に街灯を設置してほしい。

２ 片岡小学校前の歩道橋を補修してほしい。

３ 矢板市のイベント時とその後のゴミ箱を増やしてほしい。

理 由

小学校付近は、子どもから大人まで通行者の数が多いのにもかかわらず、歩道が狭

く、街灯も少ないため危険です。

また、花火大会等のイベントのあと、矢板駅やコンビニ、駐車場を中心に多くのゴ

ミが散乱している状況が見られます。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年１組

ほか７名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 矢板市の排水設備に関する請願（ごみ・環境）

要 旨

矢板市の排水設備の充実をお願いします。

理 由

近年、各地で想定をはるかに超えるゲリラ豪雨が多発しています。矢板市内でも、

ベイシア前や旧カインズホームのアンダー等で、大雨が降ると冠水が起こります。大

変危険で、また道路が通れなくなりとても不便です。排水設備の敷設・充実を請願し

ます。また、雨水を有効活用するための貯水設備も併せてご検討いただきたいです。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年２組

ほか７名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 自転車専用レーンに関する請願（交通）

要 旨

車通りが多く、路側帯や歩道が狭い箇所や、スポーツツーリズム推進の動線となる

道路に自転車専用レーンを設置してください。

理 由

矢板市内では、歩道や路側帯が狭く、自転車と自動車の接触や、自転車と歩行者が

接触する危険を感じる箇所があります。特に、中学生・高校生の自転車通学路となっ

ているところでは、重大な事故が起こる可能性があるので、ぜひ自転車専用レーンを

設置してください。また、矢板市は現在自転車を活用したまちづくりを推進していま

すが、スポーツツーリズムの一環として自転車専用レーンを設置すれば、より多くの

観光客を集客できると考えます。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年１組

ほか６名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 ＪＲ矢板駅の連絡橋の屋根の設置に関する請願（交通）

要 旨

ＪＲ矢板駅の連絡橋に屋根を設置するよう、関係機関（ＪＲ東日本）に働きかけて

ください。

理 由

ＪＲ矢板駅の連絡橋は、多くの乗降客が利用するにもかかわらず、屋根が設置され

ていません。雨の日や雪が積もった日は滑りやすく、特に階段は大変危険です。宇都

宮以北の宇都宮線の駅で連絡橋が設置されていないのは矢板駅だけです。市民だけで

なく、矢板駅を利用する多くの人々の安全のため、矢板市からＪＲ東日本に連絡橋の

設置を働きかけてください。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年２組

ほか７名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 ショッピングモール誘致に関する請願（街づくり）

要 旨

矢板市にショッピングモールを誘致するように関係機関に働きかけてください。

理 由

１ 高速道路への出入り口が近い片岡の工業団地を充分に有効活用するため。

２ 市内企業が増加することによる法人税増加や、従業員移住による人口増加によ

る住民税の増加という税収の増加によって、矢板市の財政を潤すため。

３ 人口増加に伴い、矢板市全体の商業施設の活性化、増加を促すため。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年１組

ほか７名

矢板市議会議長 和田 安司 様



件 名 「ともなりくん」を活用した観光振興策に関する請願（街づくり）

要 旨

矢板市の観光振興のために、もっと「ともなりくん」を活用してほしい。

理 由

矢板市のキャラクター「ともなりくん」は、矢板市民にはとても愛されています。

しかし大田原市の与一くんとはキャラがかぶってしまい、区別が付きにくく、「とも

なりくん」の方が認知度が低いことは否めません。またゆるキャラブームも頭打ちに

なってきています。今こそ、「くまモン」や「ひこにゃん」など、大成功をおさめた

あとも一過性のブームに終わらず人気が定着し地域活性化に大いに役立っているゆる

キャラに学び、新たな「ともなりくん」による矢板市観光振興策をすすめてほしい

と考えます。

地方自治法第１２４条の規定により、上記の請願書を提出します。

平成３０年９月２７日

請願者（代表）

住所 矢板市東町４番８号

栃木県立矢板東高等学校

氏名 ３年２組

ほか６名

矢板市議会議長 和田 安司 様



高校生と矢板市議会との意見交換会 総括

矢板市議会として初の試みとなる「高校生と矢板市議会との意見交
換会」の開催に当たり、多大なご協力をいただきました３高校の関係
者の皆様に厚くお礼申し上げます。
お陰をもちまして、企画を成功裏に終了することができました。

日ごろ我々が比較的接することが少ない、若い世代の生の声を聴く
ことができ、議会としても大変有意義なものとなりました。人口減少
の時代にあって、次代を担う若者に「行ってみたい」、「住んでみた
い」と思われる街にしなくてはならないと議員一同気持ちを新たにし
たところであります。これからも若い世代の意見を吸い上げることが
できるような仕組み作りに議会としても前向きに取り組んでいく所存
です。

意見交換会で頂戴したご意見につきましては、市政に反映すべく議
会としてまた議員としてそれぞれ努力してまいります。

矢板市議会 議長 和田 安司
議会報告会運営委員長 渡邉 孝一



アンケート結果



１．基礎データ

２．アンケート集計結果

1 あなたのことを教えてください。

1　性別

回答項目 回答数 構成比

男性 11 50%

女性 7 32%

無回答 4 18%

合計 22 100%

２　学年

回答項目 回答数 構成比

１年生 0 0%

２年生 4 18%

３年生 18 82%

無回答 0 0%

合計 22 100%

３　班

回答項目 回答数 構成比

１班 6 27%

２班 6 27%

３班 5 23%

４班 5 23%

無回答 0 0%

合計 22 100%

４　住所

回答項目 回答数 構成比

矢板市内 9 41%

矢板市外 12 55%

無回答 1 5%

合計 22 100%

開催日

時間

開催会場

配布数

回収数

回収率

高校生と矢板市議会との意見交換会について【矢板高校編】

平成30年5月28日（月）

100%

22

22

議場ほか

14：00～16：00

男性 女性 無回答

１年生 ２年生 ３年生 無回答

１班 ２班 ３班 ４班 無回答

矢板市内 矢板市外 無回答



２　意見交換会の時間はどうでしたか？

回答項目 回答数 構成比

長かった 0 0%

ちょうど良かった 19 86%

短かった 3 14%

無回答 0 0%

合計 22 100%

３　意見交換会についての感想を教えてください。

回答項目 回答数 構成比

とても有意義だった 21 95%

まあ有意義だった 0 0%

普通 1 5%

有意義ではなかった 0 0%

無回答 0 0%

合計 22 100%

４　意見交換会の雰囲気はどうでしたか？

回答項目 回答数 構成比

とても良かった 19 86%

まあ良かった 3 14%

普通 0 0%

あまり良くなかった 0 0%

とても悪かった 0 0%

無回答 0 0%

合計 22 100%

５　今後の議会との意見交換について

回答項目 回答数 構成比

また参加したい 21 95%

あまり参加したくない 0 0%

どちらとも言えない 1 5%

まったく参加したくない 0 0%

無回答 0 0%

合計 22 100%

長かった ちょうど良かった

短かった 無回答

とても有意義だった まあ有意義だった

普通 有意義ではなかった

無回答

とても良かった まあ良かった

普通 あまり良くなかった

とても悪かった 無回答

また参加したい あまり参加したくない

どちらとも言えない まったく参加したくない

無回答



６　今日のご感想、ご意見など教えてください。

1

2
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4
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とても貴重な意見交換ができてとてもよい時間が過ごせました。

私たちの意見が矢板市を良くしていくかてとなればと思います。

もっと緊迫した場で行われると思い、緊張していましたが、和やかな雰囲気で話しやすかっ

たです。

とても貴重な経験になりました。

最初はとても緊張していました。でも、緊張がすぐとけ楽しくできました。矢板市をこれか

らどんどん良い市にしていきたいです。

初めは、少し緊張していましたが、市議の方が優しく接して頂けたおかげで気が楽になり、

自分たちの意見を話すことができました。

今まで自分の意見をいう機会がなかったので、今回参加できてよかったです。

とてもおもしろく楽しい佐貫さんで良かったです。

ふだん言えないことが言えてとても良かったです。

矢板の中でも道路状態が悪かったり、舗装されていない場所や街灯がない所があったりして

夜は危険なので、道路の舗装、街灯の設置をしてほしいです。

今日一緒に話し合いを担当してくださった佐貫さんはとても良い人でした。自己紹介をして

一緒のグループの人のことが良く分かりました。

普段言えない意見を言える機会を設けて頂いてよかったです。

議会に参加できてよかったです。

意見を出すときに、自分の漢字忘れが多かったので、そこを直したい。

今回はたくさんの意見が出てきて、個人的にはとても良い意見交換会になりました。これか

らもこのような活動には積極的に参加していきたいと思いました。

今までは、自分の頭にあった物事が現実味を帯びてきて、自分の案が皆様にウケ、通ったら

いいなと思いました。

議員さんが私たちにあたたかく接してくれたおかげで、とても話しやすく議論をまとめるこ

とができました！

３班は佐貫さんがとても親しく接してくださったので、始まる前は話す時間が長い・・・、

どうしよう・・・と思っていましたが、いざ話してみると楽しい！おもしろい！と思うこと

ができました。何と言っても否定的ではなく、とても肯定的で、意見や話をしていた私もと

ても楽しく参加することができました。とっても有意義な時間を過ごせました！！ありがと

うございました。

参加が決まった時から自分にできるか不安でしたが、議員の方がとてもやさしく接して下さ

り、楽しく話し合うことができました。
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自分たちの意見などをしっかりと伝えることができ、貴重な体験をすることができた。

－

今日は楽しく話し合いができてとてもよかったです。これからも矢板市を盛り上げるよう頑

張っていきたいです。

私たちのために、議長さんを始め、関係者の方々に感謝しています。私たちのために、時間

をくださりありがとうございました。グループでの話し合いはとても充実となり、とても貴

重な経験になりました。矢板市のイベント・企画にもっと関わりたくなりました。これから

もより良い矢板市づくりに励んでください。ありがとうございました。

とても意見などが言いやすかった。

とても良い意見交換でした。

班ごとの意見が聞けてよかった。



１．基礎データ

２．アンケート集計結果

1 あなたのことを教えてください。

1　性別

回答項目 回答数 構成比

男性 11 55%

女性 9 45%

無回答

合計 20 100%

２　学年

回答項目 回答数 構成比

１年生 1 5%

２年生 3 15%

３年生 16 80%

無回答

合計 20 100%

３　班

回答項目 回答数 構成比

１班

２班

３班

４班

無回答 20 100%

合計 20 100%

４　住所

回答項目 回答数 構成比

矢板市内 1 5%

矢板市外 11 55%

無回答 8 40%

合計 20 100%

平成30年7月2日（月）

100%

20

20

議場

16：00～17：00

高校生と矢板市議会との意見交換会について【矢板中央高校編】

開催日

時間

開催会場

配布数

回収数

回収率

男性 女性 無回答

１年生 ２年生 ３年生 無回答

１班 ２班 ３班 ４班 無回答

矢板市内 矢板市外 無回答



２　意見交換会の時間はどうでしたか？

回答項目 回答数 構成比

長かった

ちょうど良かった 17 85%

短かった 3 15%

無回答

合計 20 100%

３　意見交換会についての感想を教えてください。

回答項目 回答数 構成比

とても有意義だった 11 55%

まあ有意義だった 8 40%

普通 1 5%

有意義ではなかった

無回答

合計 20 100%

４　意見交換会の雰囲気はどうでしたか？

回答項目 回答数 構成比

とても良かった 13 65%

まあ良かった 5 25%

普通 2 10%

あまり良くなかった

とても悪かった

無回答

合計 20 100%

５　今後の議会との意見交換について

回答項目 回答数 構成比

また参加したい 10 50%

あまり参加したくない 2 10%

どちらとも言えない 8 40%

まったく参加したくない

無回答

合計 20 100%

長かった ちょうど良かった

短かった 無回答

とても有意義だった まあ有意義だった

普通 有意義ではなかった

無回答

とても良かった まあ良かった

普通 あまり良くなかった

とても悪かった 無回答

また参加したい あまり参加したくない

どちらとも言えない まったく参加したくない

無回答



６　今日のご感想、ご意見など教えてください。
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提案の実現が難しい時でもフォローの言葉や代案を短い時間で提案していてとてもすごいと

感じた。

フリータイムで質問が出来なかったので、ここで失礼します。自分はバレーボール部に入っ

ていて、高校からプレーをするようになったのですが、私立の高校や中学校からバレーボー

ル部に入っている人にはかないません。なので、中学校からやってなくても高校から始めて

もうまくなれるような練習会や学校にコーチの方が来てくださり教えていただけたらありが

たいです。

初めて議会でとても緊張したが、良い経験になった。市でどのような方針が進められている

かなど、理解することができ参加して良かったと思った。

今回このような貴重な体験をさせていただきありがとうございました。矢板市について知る

ことができたので、とても良かったと思います。

貴重な体験をさせていただいてとても楽しかったです。また参加したいです。

はじめての議会だったのですごく緊張しました。いろいろな意見やその答弁が聞けたので良

かったです。

矢板市についての意見がたくさん出て、矢板市をもっとよりよくできると思いました。

良い話し合いになった。

初めての体験で進行の人もやりやすくしてくれたのが良かった。

意見交換会などに今回初めて参加させていただきました。とても良い交換会だったと思いま

す。

本日の意見交換会では、あくまで代表者とその他数名のみしか意見を出せませんでした。自

分はできれば参加している人全員が意見を言える場所、機会にすると良いと思います。

－

－

議会の雰囲気が分かり、このような意見交換の機会があれば参加してみたいと思っていま

す。

マイクの調子が悪くて聞き取りずらかった。矢板市がもっとよりよい市になるよう、自分た

ちも少しでも協力できれば良いと思った。今日は、本当にありがとうございました。

矢板市の今の状況を踏まえ、もっと矢板の良いところを見つけていこうと思いました。

これからもっと矢板に目を向けていこうと思いました。ありがとうございました。
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私たちが理解しやすいように答えて頂けたので、とても分かりやすかったです。提案なので

すが、雨の日など天気の悪い日でも小さい子どもが走り回ったり、ボールを使って遊んだり

できる施設が増えると、他地域からもたくさんの人が集まり、矢板市の活性化につながるか

と思います。

長峰公園に遊びに行くことが多いのですが、水が出ていなくて水遊びが出来なくて落ち込ん

で帰ることがあるので、水を出す回数を増やしてほしいです。近くにある池のカメや魚が見

たい時には水が濁っていて見えないことがあるので、水をキレイにしてほしいです。

初めて参加しましたがとても緊張しました。



１．基礎データ

２．アンケート集計結果

1 あなたのことを教えてください。

1　性別

回答項目 回答数 構成比

男性 30 42%

女性 40 56%

無回答 1 1%

合計 71 100%

２　学年

回答項目 回答数 構成比

１年生

２年生

３年生 71 100%

無回答

合計 71 100%

３　班

回答項目 回答数 構成比

１班

２班

３班

４班

無回答 71 100%

合計 71 100%

４　住所

回答項目 回答数 構成比

矢板市内 21 30%

矢板市外 49 69%

無回答 1 1%

合計 71 100%

平成30年10月9日（火）

96%

71

74

矢板東高校

13：05～14：45

高校生と矢板市議会との意見交換会について【矢板東高校編】

開催日

時間

開催会場

配布数

回収数

回収率

男性 女性 無回答

１年生 ２年生 ３年生 無回答

１班 ２班 ３班 ４班 無回答

矢板市内 矢板市外 無回答



２　意見交換会の時間はどうでしたか？

回答項目 回答数 構成比

長かった 8 13%

ちょうど良かった 61 97%

短かった 2 3%

無回答

合計 63 100%

３　意見交換会についての感想を教えてください。

回答項目 回答数 構成比

とても有意義だった 36 51%

まあ有意義だった 26 37%

普通 7 10%

有意義ではなかった 2 3%

無回答

合計 71 100%

４　意見交換会の雰囲気はどうでしたか？

回答項目 回答数 構成比

とても良かった 39 55%

まあ良かった 27 38%

普通 4 6%

あまり良くなかった 1 1%

とても悪かった

無回答

合計 71 100%

５　今後の議会との意見交換について

回答項目 回答数 構成比

また参加したい 36 51%

あまり参加したくない 5 7%

どちらとも言えない 27 38%

まったく参加したくない 3 4%

無回答

合計 71 100%

長かった ちょうど良かった

短かった 無回答

とても有意義だった まあ有意義だった

普通 有意義ではなかった

無回答

とても良かった まあ良かった

普通 あまり良くなかった

とても悪かった 無回答

また参加したい あまり参加したくない

どちらとも言えない まったく参加したくない

無回答



６　今日のご感想、ご意見など教えてください。
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お忙しい中来てくださり、ありがとうございました。とても有意義な時間でした。

楽しく有意義な時間を過ごすことができた。

町の改善点を出し、街の活性化に興味を持つことができた。

普段話せないような方々と話すことができたことが、すごく意味のある時間を過ごすことが

出来たと思う。話にもあがっていた駅の東西連絡橋の屋根の件については早急に解決しても

らいたいと思った。

自分たちの住んでいる市については、調べることができ、とてもよい経験だったが、事前に

矢板市についての調査が足りないと感じた。

実際の請願に向けていろいろ学べた。

興味のあるテーマについて深く考えられてよかった。全体発表のときに一部の議員さんが

ちゃんと話を聞いていなかったように見えたのが気になった。準備に時間がかかるため、３

年以外の学年がやるべきだと思った。

改めて矢板市について学ぶことができた。こうして見ると矢板市議会議員と住民とのつなが

りはとても大切だということを感じた。

矢板市議会について、ほとんど知らなかったし、議員の方ということで少し怖いイメージを

持っていたのですが、私たちの話をしっかり聞いて下さって、また、話を聞かせていただけ

てとても安心しました。自分たちでは知らなかったことや、気付けなかったことを新たに知

れてとても良かったと思います。

矢板市のことを考えたり、市議会の人と話せたり、良い機会だったと思う。矢板市のこれか

らのためにも、若者からの意見を活用していってもらいたい。

矢板市と自分の住んでいる市について学ぶよい機会になりました。全ての請願を受理するわ

けにはいかないと思いますが、優先順位の高いものからひとつずつでも改善していただける

とありがたいです。

普段は、市議会の人たちと話をする機会がないので、貴重な体験ができたと思った。

－

私たちの請願が実現されることを祈っています。

市議会議員の方に直接話を聞いていただくのはとても貴重な機会で有意義な時間となりまし

た。高校生の意見をしっかり受け止めてもらえて嬉しかったです。高校生が集まるお店な

ら、ミスタードーナツ、31アイスクリーム、サイゼリア、スターバックスが良いと思いま

す。
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－

－

－

矢板を考えることで自分の地元についても考えを巡らせることができ、とてもよい経験だっ

た。

今後この模擬請願は毎年行われるのでしょうか。もしそうである場合には、受験のこともあ

り、高３ではなく高２の生徒に参加していただきたいです。矢板について様々なことを知る

ことができました。ありがとうございました。

普段通っている矢板市の事情、問題等について話し合い、また、聞くことで理解することが

できたと思います。とても良い経験でした。

私は那須町から矢板まで行き来して通学しています。今日は実際に市議会議員さんとお話す

る機会をいただけて、とても勉強になりました。３年間矢板に通学はしているものの、矢板

市についてあまり詳しく知る機会はありませんでした。今日話題に上がったことについて、

さらに自分の中で理解を深めたり、那須町に置き換えたりして、高校生なりに地域の活性化

に貢献していきたいと思いました。ありがとうございました！

あまり市に対して自分たちの意見を伝える機会はないので、このような意見交換会はとても

よいものだと思いました。これからも毎年続けていってほしいです。しかし高校３年生は受

験を控えていて忙しい時なので、次回からは高校１・２年生が行ったほうがよいのではない

かと考えました。このような機会を与えていただき、ありがとうございました。

私達に政治参加について考えるための貴重な機会を作ってくださり、ありがとうございまし

た。市議会を身近に感じられて、１８歳になり大人に近づいた自分が将来矢板市でどう生活

していくかを考えるきっかけとなりました。いくつかの班で情報提供についての請願があ

り、やはり情報が得られて初めて自分の意思を示したり、政治参加ができるのであり、情報

提供は信頼にもつながるなと感じました。

櫻井さんが気さくな方で意見交換も楽しんですることが出来たと思います。

－

とても有意義に過ごすことができました。私達の意見が矢板市の発展に繋がればうれしいで

す。ありがとうございました。

より矢板のことを知るきっかけになり良かった。

－
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－

駅周辺に飲食店やコンビニなどがないのがもったいない。駅に矢板駅東側の改札口がほし

い。他の人のいろいろな意見が聞けてよかった。

－

自分が住んでいる矢板市について知っているつもりになっていたことが多く、理解が足りな

かった部分を補強することができた。障害者に対する支援をもっと様々な場面で充実させて

ほしいです。

議員の人たちの身を考えるとどれも難しい問題ばかりで、実行するのは本当に困難なんだろ

うなと思いました。社会について考えるきっかけになりました。ありがとうございました。

普段、市議会の人と接する機会はないので、とても良い体験ができた。どんどん政策に取り

入れてもらい、実行して欲しい。

良い機会だとは思いますが、学年と時期を考慮頂きたいと思った。次の交換会があるならば

高校３年の秋はやめていただきたい。

観光地を増加させるためにも、まずは市民の満足度や生活環境の整備を至急行うべきだと考

えます。最近話題となっている「おしらじの滝」をもっとアピールしてみてはいかがでしょ

うか。ぜひ私たちの意見を採択していただけると幸いです。

－

市民が手軽に意見を出しやすい環境をもっと整えてみてはどうか。他市と比較してみるだけ

でも改善点は大量にある。各グループに参加していなかった議員さんの座り方が偉そうな座

り方で嫌だった。市民に選んでもらっている立場ではないのか。答えとして成立していない

回答が多々あったと感じた。

グループでの話し合いのとき声が聞こえなかった。他のグループと意見を共有すると多種多

様な考え方があり、おもしろかった。改善していくことは簡単なことではないと思うが、近

いうちに矢板市をよりよいものにしてほしい。

授業だけでは得られない知識を知ることができて貴重な経験を積むことができて良かった。

今まで触れなかった情報にたくさん触れるとても良い機会でした。

自分の意見が直接市議会の人に聞いてもらえることは中々ないので、有意義だった。また、

急なお願いにも対応して下さった市の人にはとても感謝している。

ただ淡々と意見交換が進められるものだと思っていたので、今回楽しい雰囲気の中で市議会

の皆さんと意見交換会をすることができてとても良かったです。矢板市に住んでいる身とし

ては今後矢板市がより良くなるよう何かの形でお力添えできればいいと思いました。今回は

貴重な体験をありがとうございました。
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－

陽気な方で楽しかったです。矢板がもっといい市になってほしいと思いました。

様々なことが聞けて身のためになる一方、今後自分たちにも何かできることがあるかもしれ

ないと思った。様々な角度から見られてよい経験になりました。

たくさんの意見を共有でき、矢板市の改善点や良い点を話し合うことができ、有意義な時間

でした。

もっと堅い雰囲気かと思っていたけれど、和気あいあいとしていてとても良かったし、自分

の市では行っていない取り組みであったので、ぜひ今後も継続していただきたいと感じまし

た。ありがとうございました。

この会に参加するにあたり、何時間もの授業を費やし、さらに受験生の要である夏休みを

削って準備しました。この会を開催することはとても良いことだとは思いますが、受験を控

える高校３年生を対象に行う事が本当に適切であるか、再度ご検討よろしくお願いいたしま

す。

－

本当に実行してくれるか心配です。

－

もう少し少人数で行うべきだと思った（１班７～８人程度）

議員の方からの貴重なお話も聞かせていただき、自分の行政に対する視野が広がりました。

ありがとうございました。

とても楽しく意見交換できました。ありがとうございました。ともなりくんイケメン化計画

と音楽ライブの開催は絶対地域人気でます。

－

－

請願を聞いていただいてありがとうございました。意見を言えてよかったです。

自分が考えていたより和やかな雰囲気で話しやすかった。請願したことが１つでも多く実現

されると嬉しい。ありがとうございました。

私達の請願を受けてくださりありがとうございました。全部実現とはいかないかと思います

が、より多くの請願が実現されると嬉しいです。

特になし
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67
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69

70

71 担当の方が私たちの意見を真剣に聞いてくださって嬉しかったです。

１・２年生にやらせるべきだと思う。

－

想像していた以上に議会の方が丁寧に親身になって私たちの要望を考え、聞いていただけた

のがとても嬉しかったです。

初めは緊張していたが議員さんの雰囲気も良く、リラックスして参加できた。

－

－

－

－




