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５月８日に正副議長選挙が行われました。私は次のことを表明して立候補しました。 

① 議会は議員が自由に発言できる場であり、形式や先例にとらわれない前を見据えた 

議会運営をする。② 情報の共有のために議会内の環境整備（会議室・ネット接続）を

充実する。③ 広報広聴活動を活発にして、市民のみなさんにみえる議会を目指す。 

信頼する知人との会話の中で決意し、結果は７票  頑張りました。 

 

   

         

 

 

質問１．駅前図書館は子ども（あかちゃんから高校生まで）のために 

黒磯駅前に図書館ができあがる予定です。西那須野と黒磯図書館は建

築後２５年以上経ち、バリアフリーではなく不便です。市の図書館構

想と、図書館のあり方、駅前図書館の位置づけ、学校図書館との連携、

乳幼児から高校生のための図書館の必要性などについて質問します。 

 

質問２．那珂川河川敷のごみ・車の乗り入れ・バーベキュー・キャンプ 

那珂川沿いの公園や河川敷、道路などは誰がどのように管

理しているのか、市民にとって居心地のいい場所になって

いるか、禁止していることは何か、それを市民に知らせて

いるか、公園の駐車場のことも含めて質問します。 

 

質問３．青木サッカー場の天然芝コートを利用可能に 

休日になると多くの子どもたちでにぎわうサッカー場ですが、３面のコートのうち、

天然芝のコートは芝の生育がよくないためか、あまり使われていません。利用ができ

ないのはもったいないので、人工芝に改修することを提案します。 

山本はるひの議会からこんにちは 
＊編集・発行 元気いっぱい市民の会＊ 

 

№69 2015.6.5 議長選に挑戦 議会は議論と合意の積み重ねから 

 

9.1 

お美月／質問： 

 

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

http://www.geocities.jp/cafeharuhi/ 

★ＷＥＢで検索→ 山本はるひ  

那須塩原市議会議員 

ブログは毎日更新中 

議会質問の詳細は 

ホームページで公開中 

 

〒325-0037 栃木県那須塩原市美原町 4-815  TEL/FAX 0287-62-4217  hirara1025@yahoo.co.jp 

山本はるひの質問 ６月９日（火）午後３時頃 
４番目に登壇 傍聴できます ネット中継もしています 

市役所４階議場 日程：６月５日（金）～６月２６日（金） 

 
 

 

バーベキュー後、鉄板も捨てられている 
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会派かがやきで滑川市と富山市を視察しました。滑川

市長は「子どもが真ん中」という考えでまちづくりを進

めています。市は医療、福祉、保健の拠点として市民交

流プラザを建設し、２階部分が今年３月に子ども図書館

になりました。その中に相談室があり、保育士や保健師

に気軽に子育ての相談がで

きるようになっています。

カラフルで明るく、子育て

って楽しいね、と感じるわくわくする素敵な図書館でし

た。また、市内の児童公園のユニークで楽しい遊具を見て

きましたが、その設置に対し市から補助金が出ています。古く

なった遊具を撤去することの多い児童公園ですが、当市も

ぜひ参考にして遊具を増やしてほしいと思います。 

ＪＲ富山駅前の「こどもプラザ」の中にこども図書館があります。主に乳幼児から小

学生までの子どもと保護者を対象としています。同じフロアにはファミレスもあり、家

族連れで一日楽しく過ごす場所になっているようです。子どもに関する施設をまとめる

ことで子育てに不安な親をトータルで支援するという体制をみて、今年度から新設され

た那須塩原市の「子ども未来部」に大いに期待したいと思って戻りました。 

★～・・★～・・★～・・★～・・★～・・★～・・★～・・★～・・★～・・★～・・★～・・★ 

 

 

 

 

議会運営委員会・建設経済常任委員会 

議会だより編集委員会に所属しました。 

委員会の交代があり、わたしは議

会運営委員会の委員長に選出され

ました。議会１週間前に正副議長と

市長など執行部が同席の上、議会日

程や運営の仕方を決める大事な委

員会です。責任は重大です。 

 

視察：5月 13日（水）報告会 3班７人 

横林小学校と塩原小中学校  

県内初の「校舎一体型小中一貫校」と

「小規模特認校」を視察しました。塩

原小中学校では授業参観のあとに校内

調理の給食をいただきました。この日

は「かみかみ献立」。ご飯を半分に減ら

しましたが、量は多かったです。お皿

の右にあるのは春巻き？いえいえ…。 

・五穀ごはん 

・いかの 

しょうが焼き 

・切り干し大根の 

ベーコン煮 

・すまし汁 

・くろごまプリン 

・牛乳 

なめりかわし 

「子ども図書館」視察 富山県滑川市・富山市 4/7～9 

 

滑川市子ども図書館 

富山市こども図書館 
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議会活性化に向けて～議会報告会の見直し 

Ｑ Ａ ＆ 

 議会で開催する議会報告会では、個人の意見を言ってはいけないことになっています。か

つての報告会で、参加していた方から賛成多数で決まった議決について、どのような理由で反

対したのか聞きたいと発言がありました。しかし個人の意見は言えないという理由で説明する

ことができませんでした。その時に質問した市民の方も私たちも歯がゆい思いをしました。 

そこで、議会主催ではない報告会を会派「かがやき」のふたりで開くことにしました。個人

や会派で開催する報告会では、直接市民のみなさんの疑問に答えることや説明することができ

ます。私たちもみなさんのご意見を直接聞きたいと思います。なお、次の会報では報告会の内

容をお知らせする予定です。（詳細は４ページ） 

 

会派「かがやき」で、議会報告会を開くのはなぜですか 

自治体 議員定員 

 （人） 

報酬月額 

  （万円） 

各議員の議

決賛否公開 

意見交換会 

議会報告会 

議事録の 

ネット公開 

議会の 

動画配信 

宇都宮市 45   67 ○ × ○ ○ 

小山市 30   51 ○ ○ ○ ○ 

栃木市 34   42 ○ ○ △ ○ 

足利市 24   49.8 ○ ○ △ ○ 

佐野市 26   42 × × △ ○ 

那須塩原市 26   35.5 ○ ○ ○ ○ 

鹿沼市 26   42 ○ ○ △ ○ 

日光市 28   38 ○ ○ △ ○ 

真岡市 21   40.5 ○ × △ ○ 

大田原市 26   36 ○ × △ ○ 

下野市 18   35 ○ ○ △ ○ 

さくら市 18   33.5 ○ ○ △ × 

矢板市 16   32.5 ○ × △ × 

那須烏山市 18   27 ○ × △ × 

 

市民の方々が一堂に会

して、報告ではなく意見

を交換することだと思

います。 

最近、全国各地で活発

に議会改革が進んでい

ます。ある研究所の「議

会改革度ランキング」の

調査によると、当市議会

は県内市議会でトップ。

全国順位は調査に協力

した 1,503議会中 178位

でした。これは情報公

開、住民参加などを点数

化した結果です。来年さ

らに順位が上がること

を目指して議会改革を

進めていきたいと思い

ます。 

＊定数と報酬は山本調べ、賛否公開から動画配信までの 4項目は朝日新聞の記事より 

            加筆訂正 ネット公開の△は本会議のみ、○は本会議と一部委員会  

 議員の活動がみえないといわれる議会ですが、県内１４市議会ではていねいな情報公開、わ

かりやすい議会を目指して努力を重ねています。表でおわかりのように議会報告会や意見交

換会の開催は増えています。那須塩原市議会では２４年８月から今年５月まで１５公民館で

２２回実施６００人以上の方々が参加しています。今後、アンケート結果や反省点を踏まえて

開催方法を検討していくことが決まっています。開かれた議会にとって重要なことは、議員と 

 （人口の多い順） 栃木県内 14市 議会定員・議員報酬・議会公開状況 
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 議会運営委員会傍聴 

議長選挙に立候補を決める 

庁舎建設検討特別委員会  

会派代表者会議 会報作成開始 

臨時議会 議長選挙 

定住促進キックオフイベント（池袋） 

６月議会の勉強会 

議会報告会 3班 現地調査 

団体総会（西那須野庁舎） 

市民協働推進課と打ち合わせ 

子ども未来部レクチャー 

市民との意見交換 

団体総会（宇都宮パルティ）  

会派代表者会議  

議会報告会（三島公民館） 

議会報告会（東那須野公民館） 

那須塩原商工会通常総代会 

議員全員協議会 質問通告 

議会報告会（ハロープラザ） 

議員勉強会（東京） 

議員勉強会（東京） 

栃木県地方議会女性連盟役員会 

男女共同参画フォーラム実行委員会 

設立総会（西那須野庁舎） 

議会だより編集委員会 

常任委員会正副委員長会議 

議会運営委員会正副委員長会議 

会報作成作業 

教育委員会意見交換 

那須地区議員交流会幹事会 

議会運営委員会 会報６９号入稿 

小学校運動会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 輝くふたりの議会報告会 

山本はるひ＆藤村由美子 
 

 

 

 

 

「議会ってどんなところ？」 

「議員の仕事ってな～に？」 

みなさまの素朴な疑問にお答えします。 

 
６月２９日（月） 午後７時～８時半 

厚崎公民館 １階 和室 

報 告：山本はるひ ＆ 藤村由美子 

主 催：会派かがやき 
和室ですが椅子もご用意します。 

気軽にお出かけください。 

 

会報７０号は平成２７年９月４日（金）議会開会日に発行予定です。 

＊新聞折込・WEBにてご覧いただけます。WEBはカラー版を掲載予定。 

日本伝統芸能セミナー 
７月５日（日）午後２時～ 

葛西聖司氏の講話「伝統芸能の楽しみ方」 

三味線と鼓体験 舞踊「女勧進帳」 

三島ホール（1,000円）  

問合せ：和田さん ☎0287-64-5070   

《編集後記》 梅雨の季節が近づいてきました。６９号をお届けします。 

久しぶりに活動日誌（当ページ右上）を復活しました。議会の仕事が多く、会議も

増えたので、５月のひと月分だけですが。いつの間にか中堅議員になり、責任ある

立場になっていることを感じるこの頃です。体が丈夫でよかったと思います。 

さて、会派を組んで１年経ちましたが、初めてふたりで報告会を開きます。当日は

「そのまんまのふたり」に出会えますのでお越しください。ブログ「山本はるひの

議会からこんにちは」では、私の活動を毎日アップ中、どうぞご覧ください。 

６/９（火）の議会質問もぜひお出かけください。議場でお待ちしています。 

  

心にひびくコンサート 
７月１９日（日）午後１時半～ 
１部：歌とヒップホップダンス 

２部：ヴァイオリンとピアノ演奏 

三島ホール（1,000円） 

問合せ：山口さん ☎0287-37-4054 
 

★山本はるひの５月の活動日誌★ 

 5/ 1 

5/ 2 

5/ 7 

5/ 7 

5/ 8 

5/ 9 

5/11 

5/13 

5/14 

5/14 

5/15 

5/16 

5/17 

5/18 

5/18 

5/19 

5/20 

5/21 

5/21 

5/22 

5/23 

5/24 

5/25 

 

5/26 

5/26 

5/26 

5/27 

5/28 

5/28 

5/29

5/30 



ＷＥＢ版限定！写真集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長選立候補表明中のひとこま（5/8） 

観光局見学 ４人の女性議員（4/17） 

池袋 定住促進イベント会場（5/9） 

ふたりは夫婦八方尾根スキー場（3/30） 

議長選挙立候補者４人に局長が説明（5/8） 

豊島区役所の屋外デッキ（5/9） 

 
商工会まつり（4/19） 

 
３月議会質問（3/19） 


