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質問１．家庭から出るごみのさらなる減量、資源化は市民との協働で  

家庭から出るごみの減量・資源化の現状を踏まえ、市民との協働によるごみ減量への

推進を強力に進めることについての考えを伺います。またクリーンセンターの管理状況

と使われていない黒磯・塩原の清掃センターの解体の予定について伺います。 

質問２．子どもたちの健康不安を解消するために「甲状腺エコー検査」の実施を  

 市長は今年の３月議会で「甲状腺エコー検査はするべきだという考えだが、今後市の

考えと整合性を図れるのか検討していきたい。」と答えて実施すると明言はされませんで

した。市民の方々の不安解消のために実施すべきと考えることから、再度質問します。 

質問３．駅前図書館は利用者の意見を最大限生かして、設計は外観より機能重視で  

昨年１２月議会に図書館の質問をしていますが、「黒磯図書館は閉鎖、３１年１０月開

館予定の駅前図書館に機能を移す。」と答弁をいただきました。そこで現在の市図書館と

新たにできる予定の駅前図書館について質問します。また今後、駅前図書館も含めて市

図書館の管理・運営をどのような形にするのか、考えを伺います。 

山本はるひの市政一般質問  
６月７日（火）３番目 午後２時過ぎ～ 
議場とインターネットで傍聴できます 市役所４階議場 

 

 

議会で図書館について質問するのは、この２年間で４回目

になります。私にとって図書館は、小さな町で図書の仕事を

していたこともあり、身近な存在です。ですから黒磯駅前の

整備事業に図書館が入ることを知った時にはうれしい驚きで

した。実は公共施設で利用が群を抜いて多いのは図書館です。

駅前図書館は設計に入ったばかりですが、市と教育委員会と

市民と設計する人と、さらに図書館で仕事をしている人たち

も交えて協働で魅力ある図書館を作り上げたいものです。 

 

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＊ 

 

№73 2016.6.3  議員報酬引き上げ決定 山本はるひは反対 

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 

６月議会日程 

３日 開会・議案説明   

６日 議場コンサート 

会派代表質問 

議案質疑   

７日～１５日 一般質問 

１６日～２０日 委員会 

２３日 予算審査全体会 

議員全員協議会 

２４日 議決・閉会 

（詳細は事務局へ 62-7181） 
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２月２６日に発行した会報７２号で、３月議会で改正が予定されていた議員報酬引き

上げについて取り上げました。その中で私は「議会で、議員報酬引き上げの理由を聞い

て理解してから、結論を出したい」と書いています。 

３月議会では、引き上げに至った経緯と理由について質問しましたが、その返答は到

底納得できるものではなく本会議で反対討論を行いました。その結果、山本はるひを含

めて３人が反対しましたが、賛成多数で可決、一か月 65,000 円の議員報酬引き上げが

決定しました。以下は、議会での山本はるひの反対理由です。 

《山本はるひの反対理由》 

新市長は選挙に立候補当初から、市民優先の市政を行っていくことを第一に掲げていま

した。事実、建設費が大幅アップになることを理由に市庁舎建設延期を表明するなど、そ

の姿勢は市民の方々にも評価されていると思います。そのような中でのこのたびの議員報

酬の引き上げには、疑問を抱かざるを得ません。当然のことながら、議員報酬の財源は税

金ですから、少なくともより慎重な論議を経て行うべきものだと考えます。 

他方、本市議会の報酬が類似他市の平均額より低いことは確かです。しかしそれを踏ま

えたとしても、このたびの「一か月 65,000 円」というアップ額は、例えば国民年金の一

か月の満額支給分と同額です。これほど大きな金額が市長の一声で上がるということは、

一般的な感覚では理解しづらいことではないでしょうか。 

２８年度事業（予算）の中では、議員報酬改定より先にするべきことがたくさんありま

す。現状のままでは、市民のみなさまに説明がつきません。 

以上の理由から、現時点で議員報酬引き上げを性急に行うことには反対いたします。 

 

議会では、「反対表明はパフォーマンスだ」というような声も聞こえていました。

しかし、根拠が薄い状況の中で急いで結論を出すことに歯止めを掛けることは、議員

として間違っていなかったと考えています。 

なお、このことに対しては賛否両論、多くの貴重なご意見（下記を参照）をいただ

きました。直接お礼を言うことができませんでしたので、この場を借りてお礼申しあ

げます。私は、これからもみなさまの声を聴きながら議会活動を続けていきます。 

 

 

 

 

 

【お寄せいただいたご意見の一部】○低いと思うのでいい仕事をして

くれればアップに反対しない○反対はしないが理由を説明してほしい

〇議員数を減らして報酬をあげるべき〇人口に比例して議員の仕事が

ふえるのかどうか疑問〇他市と比較し横並びにする必要があるのか疑

問○市長は議員に気を遣っていると思う○新市長の初仕事になるとは

思っていなかったので驚いた〇報酬引き上げで議員の資質向上が図ら

れるとは思えない〇４０年間積み立てた国民年金一か月分と同じ額

が、市長の一声で上がることには納得できない〇報酬アップで立候補

者は増えるかもしれないと思う など 

議員報酬引き上げ決定 山本はるひは反対 
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議会主催の議会報告会では、報告の

後に、テーマを決めてグル―プトー

クを行いました。今回のテーマは

「公共交通のあり方」「高林を元気

にしよう」です。 （５/２５） 

           

ここは旧両郷中学校の校舎の再利

用で 2014年に開設。建物まるご

と美術館といった趣です。本市の

空き校舎再利用の際の参考になり

ます。写真はクスノキと鉄・鉛の

作品で、一瞬ぎょっとしました。 

     （４/１９） 

不登校児童、生徒が家庭を離 

れ、宿泊体験や自然体験活動 

などを通して学校復帰を目 

指すための施設です。この日 

利用はなかったのですが、先 

生方が教材の準備や野菜畑 

の手入れをしていました。 

（５/１３） 

議会報告会（高林公民館） 

那珂川河畔公園のアースデ

イ那須の会場で高精度の放

射線量測定器「ホットスポッ

トファインダー」を使わせて

もらいました。両手で動かす

と地上５０㎝の線量が瞬時

に測定できるという優れも

のです。（５/２１） 

 

ホットスポットファインダーで放射線量を測る 

３市町議員交流会視察研修 
～大田原市芸術文化研究所～ 

 

宿泊体験館 メープル 女性議員で見学 

議員２４人で富山県滑川（なめりかわ）市を訪問し、子

ども図書館や児童館を見学しました。滑川市は姉妹都市

になっているので、定期的に議会で交流をしています。

「ほたるいか」での観光戦略の講話は、本市の観光事業

に役立つと思います。市長からぜひ特産品の交流をした

いとメッセージをいただきました。（４/７～８） 

滑川市議会と交流 

◆自宅などに届くメールや手紙には目を通していますか。 

最近は手紙やＦＡＸよりメールでいただくことの方が多くなっています。一日に何通も来ることも

あり、時間はかかりますがすべてに目を通しています。また、会報の記事についてのご意見・ご感

想をいただくと、次の会報の参考になるのでとてもうれしいです。特にお会いしたことのない読者

の方々の率直な言葉は励みになります。 

◆議会を見に行きたいのですが、予約が必要ですか。 

  議場の傍聴は事前予約不要で出入り自由ですので、いつでもお出かけください。委員会傍聴は部屋 

が広くないので人数に限りがあり、事前に事務局にお問い合わせいただく方がよいかと思います。 

 

 

山本はるひの活動～研修・調査・施設見学・行事・イベント 
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山本はるひの活動記録 

4/ 4 議会だより編集委員会 

4/ 6 会派代表者会議 

   議会運営委員会 

4/ 7～8 滑川市議会交流事業 

4/ 9 市川房枝政治セミナー 

4/11 議会だより編集委員会 

4/13 国際交流協会監査 

4/14 建設経済常任委員会 

   議員全員協議会 

4/15 開墾記念祭 

4/16 土壌調査のレクチャー 

青木農業祭 

4/18 議会だより編集委員会 

議会活性化のための勉強会 

4/19 ３市町議員交流会・懇談会 

4/22 男女共同参画地域推進員会議 

4/23 とちぎつばさの会総会 

4/25 市民との意見交換 

4/27 「寿山荘那須」施設見学 

所管部局長との意見交換 

   国際交流協会総会 

4/28 市民文化団体会議 

4/29 塩原温泉湯けむりマラソン 

5/ 5 会報取材 

5/ 2 ６月議会レクチャー 

5/ 6 ６月議会レクチャー 

   輝きネットなすしおばら監査 

   市民との意見交換 

5/ 9 会派代表者会議  

市長との懇談会 

とちぎつばさの会定例会 

5/11 米国大学生の剣道体験 

異文化交流座談会 

5/12 市民との意見交換 

駅前図書館基本設計説明会 

5/13 「宿泊体験館メープル」視察 

   会報取材 

5/14 市川房枝政治セミナー 

5/16 ６月議会質問通告 

     質問事項調査・意見聴取 

5/17 輝きネットなすしおばら総会 

   商工会総代会 

5/18 正副委員長会議 

議員全員協議会 

   議会報告会３班会議 

5/19 男女共同参画地域推進員会議 

   市民との意見交換 

5/20 議会運営の打ち合わせ 

   会報取材 

5/21 アースデイ那須 

5/22 商工産業祭 

   会派打ち合わせ 

5/24 議会運営委員会 

     議会報告会車での広報活動 

議会報告会(鍋掛公民館) 

5/25 議会報告会(高林公民館) 

5/26 議会運営の打ち合わせ 

5/27 議会運営委員会 

   議運主催の第１回研修会 

5/28 稲村小学校春季大運動会 

5/30 「養徳園」打ち合わせ 

6/ 1 地域福祉計画座談会 

6/ 2 国際交流協会広報委員会 

6/ 3 議会開会  

 

gikai 

会報７４号は平成２８年９月２日（金）議会開会日

に発行予定です。新聞には当日折り込みます。 

WEBではカラー版を掲載予定です。 

 

 

CAFE NOVIRO（カフェ ノビロ） 

              

            

            

 

ローストビーフサンドイッチ、  

オムライス、ドライカレーが 

人気の３品です。奥ゆかしい 

サービスがシェフの味を引き 

立てています。CAFE NOVIRO 

は、22年間ずっと私のお気 

に入り。板室街道、青木サッ 

カー場の目の前にあります。 

 

＊１１時～１８時 木曜定休 

＊那須塩原市青木２７－１１４４ 

＊☎０２８７(６４)４１５７ 

 

＊＊・・＊＊・・＊＊・・＊＊・・＊＊・・＊＊ 

＊＊・・＊＊・・＊＊・・＊＊・・＊＊・・＊＊ 

議員報酬のことでは多くのご意見をいただきありがとう

ございました。この会報は議会のことをみなさまにわかり

やすくお伝えしたいと思って書いていますので、取り上げ

てほしい話題などがございましたら、お知らせください。

今後の参考にしていきたいと思います。 

宛先：〒325-0037 美原町 4-815 山本はるひ 

FAX：0287-62-4217 

メールアドレス：hirara1025@yahoo.co.jp 

 

 

 山本はるひの 

お気に入りカフェ 

日々の議員活動や議会のことは、 

ブログ、ツイッターで書いています。 

「山本はるひ」で検索できます。ご覧ください。 
 

【編集後記】会報 73 号をお届けします。文字を変えてみました。

今までより読みやすくなったのではないでしょうか。先日、ピ

アノとサックスのジャズコンサートに行きました。高校時代は

管弦楽部でチェロを弾いていた私ですが、今はジャズもクラシ

ックも聴くだけです。さて、６月６日の朝９時半からの議場コ

ンサートは「モーツアルト合奏団」による演奏です。市役所４

階の議場にぜひお出かけください。申し込みは不要です。 

mailto:hirara1025@yahoo.co.jp
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甲状腺エコー検査 ５月８日 

市民団体が公民館で行っている甲状腺エコー検査は、今年で３年目。

すでに 500人以上が検査を受けています。中には２度目の方もいらっ

しゃいますが。５月の厚崎公民館に続き、６月には初めて稲村公民館

で実施します。検査は医師の説明を含めて３分程度です。最初は不安

そうな保護者のみなさんですが「何ともないですよ」という言葉に、

表情が明るくなりほっとしている様子が、見ていてよくわかります。

病院だと検査料金は 6,800円程ですが、それぞれ 1,000円から 1,500

円の負担で実施しています。 

 

 

 

ハンターマウンテン塩原スキー場  

スキーは 10歳から続けている唯一

のスポーツ。夫は指導員。ゲレンデ

は市内、1時間で行けるので今年も

シーズン券で滑りました。 

 

家庭菜園のさやえんどう 

今年は良く育って味噌汁、

卵とじ、中華スープ、いた

めもの、肉じゃがなどのい

ろどり…。転居して２５

年。まさか家庭菜園の野菜

が食卓にのぼるなんて思

ってもみませんでした。夫

作る人、妻料理する人。 

 

CAFE NOVIROにて 

オムライスとスープ 

 

芸術文化研究所にて 

もちろん鹿もアルパカも

作品です。いたるところ

に動物がいて、絵や作品

は地元の作家だけでなく 

多様なものが飾ってあり

ます。 
 

 

 

 

商工産業祭は今年も好天気 ５月２２日  

商工会に隣接した空き地で行われたお祭り

は好天気に恵まれて、大勢の人でにぎわっ

ていました。お昼を食べようと思ったので

すが、座るところが少なくてちょっと残念

でした。午後は会派で勉強会でした。 

 

２０１６年 春から初夏へ 


