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９月議会には放射能対策に関する陳情書（市民からの要望）が４団体から出ていま

す。子どもの甲状腺検査の実施、表土除去など除染の継続を望む内容です。 

市内には除染をしたにもかかわらず放射線量が 0.23μ㏜/hを超えている地域があり

ます。この陳情は子どもたちの健康への不安を取り除くことを第一に考えてほしいとい

う気持ちから出されたものだと思います。放射能の影響に

ついては、今はわからないことや判断できないことが多い

のですが、数十年後大変な状況にならないためには情報を

公開し、私たちおとながまっすぐに向き合っていくことが

重要だと考えています。 

この審査は１７日（木）午前中に予定されている放射能

対策検討特別委員会で行われ、傍聴することができます。 

 

 

 

 

 

質問１．新たなまちづくりの考え方と新庁舎建設について 

那須塩原駅前にできる新庁舎は今年度基本設計に入ります。部や課などの組織と支所

機能、職員の数についての考え方、今後のまちづくりの方向性、さらに現庁舎の活用方法

などについて質問します。 

 

質問２．学校教育の充実と共英給食共同調理場の建て替えについて 

 市は小中一貫教育をすべての学校で行い、ＡＬＴによる授業やタブレット端末、電子

黒板を使った授業など新たな試みを積極的に進めていますが、教員や児童生徒への影響

や課題について質問します。また小中学校統廃合による学区再編の必要性について、老

朽化している学校給食共同調理場、塩原地区自校給食の継続について質問します。 

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＊ 

 

№70 2015.9.4 不安のない子育て環境と未来に夢を描けるまちを目指して 

 

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 

山本はるひの代表質問 ９月７日（月）午後２時頃 
３番目に登壇 傍聴できます ネット中継をしています 

市役所４階議場 日程：９月４日（金）～９月２８日（月） 

 
 

９月議会日程 

開会（議案提案説明）４日 

議員の質問   ７～９日 

議案質疑     １１日 

委員会   １４～１７日 

予算決算委員会全体会２５日 

閉会（討論・採決）２８日 
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「絵本の里けんぶち」視察 北海道上川郡剣淵町 2015.7.7 

人口 3,333 人 面積 131㎢（那須塩原市の約 1/5） 

 

＜絵本の里 町民と行政の熱い思いで実現＞ 

計画中の黒磯駅前図書館を子どものための居場所に

したいという思いがあり、このたび富山市、滑川市の子

ども図書館に続き剣淵町の図書館を視察してきました。 

剣淵町を知ったのは、絵本と親子の絆を題材にした映

画「じんじん」を観てからです。この映画は「絵本の里

づくり」に感銘した俳優の大地康雄さんの企画により剣

淵町を舞台にロケが行われ、平成２５年より全国各地で

上映されています。 

＜子どもを大切に育て まちを育てる＞ 

若者たちが「こころにゆとりと優しさあふれる里づく

り」をテーマに絵本を題材にまちづくりを始めたのは昭

和６３年のこと。行政がバックアップするというユニー

クな取り組みをしています。住民の思いで実現した「絵

本の里けんぶち」は子どもを大切に育て、人を育て、そ

してまちを育てるという目的や理念がしっかりと町民

と行政に根付いているところだと感じました。まさに

「協働によるまちづくり」の実践だと思います。 

   

＜君の椅子プロジェクト 人と地域がつながる＞ 

 剣淵町では生まれてきた子どもたちに北海道産の木材で作った椅子を贈っています。

今年で１０年。『生まれてきてくれてありがとう、君の居場所はここにあるからね』とい

うメッセージが込められています。さまざまな人の手を経て生まれ変わった手作りの椅

子は、多くの人と地域をつなげて子どもたちに寄り添い続けているようです。 

 

 

 

 

地方のまちづくりは、理念をしっかりと定めて将来を担う子どもたちが生き生きと育

つ基盤を整えることが大切だとあらためて感じました。現地を訪れ、図書館の中で町役

場の方々に話を聞くことで得たことを、新たな駅前図書館に生かしたいと思います。 

剣淵町長の案内で図書館へ。 

丸い木製のボールプールは子ども

たちの大好きな遊び場。 

 

 

 

剣淵町長の案内で図書館へ 

丸い木製のボールプールは子

どもたちの大好きな遊び場 

★ 
〇旭川市 

〇札幌市 
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那須塩原市議会では今年３月政治倫理条例を

制定し、議員の資産の一部を公開することになり

ました。資産公開は議員が不自然に資産を増やし

ていないか、その地位を利用して私的な利益を得

ていないかをチェックすることが目的です。国会

議員や知事などには義務付けられていますが、市

議にはありませんでした。県内では初の試みです。  

 

★本人名義の土地・建物・市税を公開 

公開されたのは、議員本人の土地建物の

所在地と面積、建物の種類、固定資産税の課

税標準額と市県民税、固定資産税など市税

の納付状況です。家族名義のものは含まれ

ていません。 

★公正で開かれた議会へ一歩前進 

 報告書は市民であれば一定の手続き後、議会事務局で閲覧できます。報告内容に疑問

を感じた時には市民の調査請求権も明記されています。この条例により市民のみなさま

の自治意識が高まり、政治への参加が進むことを期待します。 

 

*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒* 

 

議員の資産を定期的に公開 那須塩原市議会が県内初 
地方政治の不正を防ぐ～地位を利用して利益を図らないために 

 

資産報告書を議長に渡す正・副委員長 

政治倫理条例 
 

★議場コンサート★ 
日 時：９月７日（月）９時半～  

場 所：市役所４階議場 
━－━－━－━－━－━－━－━－━ 

荒川茉捺さん（ソプラノ） 

那須塩原市の歌などを披露します 

 

★議会報告会★ 
１１月１８日（水）厚崎公民館 

１１月１９日（木）狩野公民館 

１１月２０日（金）塩原公民館（山本が担当） 

━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━ 

午後６時３０分から２時間の予定です。 

会場ごとにテーマを決めて行います。 

ご都合のよい会場にぜひお出かけください。 

 

 

進化です!! インターネットで国勢調査９月１０日（木）～２０日（日） 
５年に一度の国政調査はパソコン・タブレット・スマートフォンから回答ができるように

なりました。期間内ならだれでもいつでもどこでも便利に回答が可能です。 

国勢調査コールセンター０５７０-０７-２０１５ ８時から２１時まで利用可能 

（市役所ホームページより） 
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 馬場オープン式典 

那須地区議員交流会研修会 

会派代表者会議 

市政懇談会（西那須野公民館）  

栃木県女性議員連盟総会・研修会 

伝統芸能セミナー（三島ホール） 

行政視察（旭川市） 

行政視察（剣淵町） 

行政視察（旭川市） 

庁舎建設検討特別委員会 

市政懇談会（稲村公民館） 

道路関係会議 

市政懇談会（厚崎公民館） 

議員全員協議会  

ＤＶに関するセミナー  

団体によるコンサート（三島ホール） 

ＤＶに関するセミナー・勉強会 

西那須野ふれあいまつり 

議会だより編集委員会 

議長会研修会（栃木市） 

議会運営委員会 

教育委員会・企画部レクチャー 

庁舎建設検討特別委員会 

会派代表者会議・市長との懇談会 

新座市議会との交流会 

議会運営について協議 

９月議会会派代表質問通告 

那須地区議員交流会幹事会 

放射能対策検討特別委員会 

議員全員協議会 建設経済常任委員会 

放射能除染に関する懇談会 

議会運営委員会 商工会との意見交換会 

会報７０号入稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報７１号は平成２７年１１月２７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。 

★山本はるひの７・８月の活動日誌★ 

 7/ 1 

 

7/ 2 

 

7/ 3 

7/ 5 

7/ 6 

7/ 7 

7/ 8 

7/10 

 

7/13 

7/14 

7/16 

7/17 

7/19 

7/24 

7/25 

7/27 

7/29 

7/30 

8/ 4 

8/ 5 

 

8/ 6 

8/18 

    

 

8/20 

 

8/27 

8/28 

8/29  

 

 

輝くふたりの議会報告会終了 

６月２９日の夜、厚崎公民館で会派かがやきの議

会報告会を開きました。和室で車座になって、議会

での発言や活動の様子などについて報告しました。

ざっくばらんに話ができたので中身は濃かったか

なと思います。みなさまからもっとお話を伺いたか

ったのですが、少し時間が足りなかったかもしれま

せん。参加してくださったみなさま本当にありがと

うございました。 

・～・～・～・～・～・～・～・ 

◇市政への提言や苦言、現状の疑問と 

質問を受け止める工夫をしてほしい。 

◇議員と市民の意見交換の場が 

少ないので、継続してほしい。 

・～・～・～・～・～・～・～・ 

終了後に以上のようなご意見をいただきました。

市政への提言については、お聞きしたことを議会活

動へつなげる、質問の内容に入れることはできると

思います。疑問は確認しないとわからないことはあ

りますが、お話いただくことは議員活動に大いに参

考になります。これからも場所や時間、テーマなど

工夫をして続けていきたいと思います。 

今後の開催については会報やブログでお知らせ

いたしますので、どうぞ気軽にご参加ください。 

 

 

 

《編集後記》会報７０号をお届けいた

します。先日、線量計を借りて庭の放

射線量を測ってみました。 

・庭…0.10μ㏜/h前後 

・雨どいの下…1.0０μ㏜/h前後 

猛暑の８月にこんぴらさんと瀬戸内

海の直島でたくさんのアートに触れ

てリフレッシュしてきました。 

不安定な天候が続いた夏でしたが、秋

に向かって体調を崩さぬようお過ご

しください。 

 

 

  



会報７０号＋α～夏の思い出 

北海道 剣淵町にて 女性団体の友人と那須登山 

 

 

 

 

 

   

香川～アートの島“直島 Naoshima”の旅 

 

高松駅構内 

 

草間彌生のかぼちゃ 

 

香川県立ミュージアム 

 

うどん！ 

 

うどん！！ 

 

うどん！！！ 

 

東山魁夷せとうち美術館 

 

ニキドサンファル作 

 

地中美術館 

 


