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質問１．今後の国際交流のあり方と中学生の海外交流事業について  

オーストリア共和国リンツ市と本市初の海外姉妹都市提携を結びました。そこで市民

レベルでの相互交流のこと、リンツ市在住の日本人の現地交流員と市の国際交流員の役

割は何かを伺います。さらにこの提携のきっかけになった中学生の海外交流事業の今後

の進め方を伺います。（２ページに関連記事、7/5 発行「広報なすしおばら」にリンツの記事あります） 

質問２．保育園整備計画について～「いなむら保育園」新築移転の経過状況  

市は、今年の春に保育園整備計画（後期計画）を改訂、計画の延長をしています。そ

こで、計画どおりに進んでいない「いなむら保育園」「わかば保育園」「ひがしなす保育

園」の現状を伺います。 

質問３．学校給食運営について  

老朽化した「共英学校給食共同調理場」の建て替えを含め、今後の学校給食の運営方

法、調理、配送などの考え方を伺います。また保護者が負担している学校給食費につい

て、市の考えを伺います。（3 ページに関連記事があります） 

山本はるひの市政一般質問  
９月５日（月）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 

 

 

この３年、二人の小さな会派ですが「かがやき」を立ち上げ、

「普通に生活をするここに住む人」の目線で活動を続けています。

初めて代表質問を経験、昨年は議長選にも挑戦しました。 

市議会は後半、来年４月は市議選です。年に 4 回の市政一般質

問は市の政策を問いただす、あるいはみなさまの声を届ける貴重

な機会で、毎回質問を行ってきています。 

あらためて気持ちを引き締め、主婦の立場から暮らしの感覚を

忘れずに、住みやすいまちづくりのために頑張ります。 

 

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＊ 

 

№74 2016.9.2 姉妹都市リンツと市民レベルの交流を進めよう 

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 

９月議会日程 

２日 開会・議案説明   

５日～８日 一般質問 

９日 議案質疑   

１２日～１５日 委員会 

２１日 決算・予算全体会 

議員全員協議会 

２３日 議決・閉会 

閉会後 研修会 

(詳細は 62-7181 事務局)     
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リンツ視察～議会代表として派遣される 
７月に市の海外視察研修に参加、リンツでは公共 

施設・学校・企業・劇場など 11 か所の視察をしま 

した。本市からの中学生を献身的にお世話してくだ 

さっている方々と話をする機会があり、その実情の 

一端を知ることができたことは大きな収穫です。 

 

リンツと那須塩原の中学生海外交流１２年 
このたびの姉妹都市提携は１２年前に始まった 

リンツへの中学生の海外交流がきっかけです。現 

在はリンツの生徒たちを市内で受け入れ、相互交 

流を続けています。（詳細は 7/5 発行「広報なすしおばら」） 

 

市民レベルの交流へ～英語は通じます 
６月の姉妹都市調印式に出席した私は、市長 Luger 氏の「将来的に

学校から市民全体の交流に幅を広げたいと思っています。それはグロー

バル化が進む世界でお互いに理解・協力し合うためには、人と人の文化

的・歴史的・技術的な交流が必要だと考えるからです」という内容のメ

ッセージを聞いて、確かにそうだと共

感しました。 

視察中、私たちは現地に住む日本人

の方々に数々のおもてなしを受けて

「多くの市民のみなさんに訪問してほ

しい、お手伝いします」と言われ感激

しました。また、本市の伝統芸能を紹

介したいというメッセージを届けるこ

とができました。今後は音楽など文化だけでなく、様々な分野

での民間交流を進めていきたいと思います。本市でリンツのお

菓子やワイン、チーズなどの特産品の紹介や販売、また、技術

協力などができたら最高です。 

この提携をきっかけに、お茶、お花や日本舞踊、和楽器演奏などを通して交流の輪を広げるこ

とは可能だと確信して帰国しました。また、リンツには音楽やデザイン、科学技術の大学や専門

学校があり、そこへの短期留学や入学も可能でしょう。アメリカやイギリスなど英語圏の国ほど

身近ではなかったオーストリアが、少し近くなったように感じます。 

 

 

初の海外姉妹都市提携 オーストリア リンツ 視察 
 

 

深夜着にもかかわらず、ホテルで

リンツ在住の 2 組のご夫婦の歓迎

を受けて長い旅の疲れがふき飛ん

だ一瞬 

 

リンツ市庁表敬訪問 

副市長 Vimmer氏と 

 

ルガー 

ヴィンマー 

 

「姉妹都市リンツ市との交流に向けた発表会&意見交換会」 
発表者：山本はるひ 他 3名 主催：国際交流協会 問合せ：秘書課 ☎0287-62-7324 

9月 14日（水）午後 6：30～8：30 いきいきふれあいセンター 無料 予約不要 

  

〈LINZ リンツ〉 

・人 口：２０万人 ・面積：９６k ㎡    

・公用語：ドイツ語 

・通 貨：ユーロ（１ユーロ 約 115 円） 

・時 差：８時間（夏は７時間） 

・距 離：飛行機とバスで 1４時間 

・オーストリア第３の工業都市 

・2009 年欧州文化首都に選出 

・ゆかりのある人 

★作曲家  ブルックナー 

★作曲 モーツァルト「リンツ交響曲」 

★作曲 ベートーヴェン「交響曲第 8 番」  

★天文学者 ケプラー 
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みなさんの給食のイメージってどのようなものでしょう。「脱脂

粉乳とコッペパンにマーガリン、残しちゃいけない」が私の給食の

イメージです。昭和 30 年代のことです。9 月の議会では学校給食

のことを質問します。食べることは生きることにつながり、幼いこ

ろの食体験は生涯に影響する重要なことだと思うからです。 

先日のオリンピックで日本選手は大活躍しましたが、今、スポー

ツ選手は健康管理のために食事の専門家を雇うという時代です。

「何をどう食べるか」という日々の食生活はそれだけ大切なことだといえます。 

那須塩原市の小中学生はおよそ 1 万人。市は、市内で生産している米や野菜など恵まれた農産

物をできるだけ使うという「地産地消」を目指して完全給食を実施しています。 

 

           ＊那須塩原市の学校給食の現状＊    （28 年度資料より山本が編集） 

            □週 5 回 主食（ごはん 3 回、パン 2 回）おかず 牛乳 

            □共同調理場 3 か所 25 校 10,158 食 自校方式など 6 校 536 食 

            □食材 米：市内産 牛乳：県内産  

                野菜・みそ・麺類：できるだけ市内産を使用 

            なお、「ごはん」と「パン」は市外の業者で炊いたもの、焼いた 

            ものをそのまま食べられる形で配送している 

 

＊学校給食費について＊        ※金額の数字は 1 万円未満切り捨て（資料より山本が編集） 

  □小学生（一食）250 円 年間約 5 万円 

  □中学生（一食）290 円 年間約 5 万 8 千円 

  □支払方法 10 か月分納 一か月 小学生 5,000 円 中学生 5,800 円 

□27 年度小中学校給食費収入 5 億 7,184 万円 

□市が支払うもの：調理場運営、光熱費、人件費、建物などにかかる費用 

  □27 年度 要保護、準要保護人数と金額 約 875 人 4,256 万円（公費で支払う） 

   ●要保護は生活保護の児童生徒 ●準要保護は就学援助の児童生徒 

  □給食費未納（27 年度分のみ）保護者 30 人（児童生徒 41 人分）金額 103 万円 

  

共同調理場の建て替えで、より多くの量の調

理ができるようになります。今は 1,900 食の

共英の調理場ですが、新たな施設はどのくらい

の規模になるのでしょうか。熱源はガスか、西

那須野の調理場のようにオール電気か、あるい

は灯油を使うのかも気になるところです。新し

い設備を持った施設は、衛生面や安全性は確実

に向上します。調理もしやすくなるはずです。 

調理数が増えても献立の質は下げないで、で

きるだけ「あたたかくおいしい給食」を子ども

たちに食べてほしいという思いで、今回は質問

をします。

ご存じですか？「学校給食のこと」 
 

 

 

 

 

 

 

 

おかずの食材費 
主食と牛乳の購入費 

《7月の献立から》 

ごはん 肉じゃが 

ほうれんそうのりあえ 

ひややっこ 牛乳 
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山本はるひの活動記録 

6/ 1 地域座談会 

6/ 2 国際交流協会広報委員会 

6/ 3～24 議会定例会 

6/ 5 団体総会 

6/11 市川房枝政治セミナー 

6/13 リンツ市と姉妹都市提携調印式 

   姉妹都市提携祝賀会 

6/21 海外都市産業交流促進事業説明会 

6/23 議会運営委員会協議会 

議員全員協議会 

   建設経済常任委員会協議会 

   議会報告会３班会議 

   議会だより編集委員会 

6/24 常任委員会と関係部課長との懇親会 

6/26 黒磯消防団ポンプ操法競技会 

   児童福祉施設感謝の会 

6/28 児童福祉施設「養徳園」視察研修 

7/ 1 市政懇談会（塩原公民館） 

7/ 4～11海外都市産業交流促進事業 

7/13 議会だより編集委員会 

   市政懇談会（厚崎公民館） 

7/14 議会活性化検討特別委員会 

   教育委員会レクチャー 

   駅前図書館ワークショップ  

7/15 市議会議長会研修会（宇都宮市） 

7/19 那須地区議員交流会研修会 

7/20 第３回議会運営委員会研修会 

7/21 建設経済常任委員会協議会 

   第２回総合計画審査特別委員会 

   議員全員協議会 

   にしなすのふれあいまつり練習 

7/22 議会だより編集委員会 

7/30 西那須野ふれあいまつり流し踊り 

7/31 アーサー・ビナードさん講演会 

8/ 1 県道黒磯田島線整備促進期成同盟総会 

   中学生海外研修事前研修 

8/ 2 教育委員会レクチャー 

8/ 3 建設経済常任委員会意見交換会 

8/ 4 議会活性化検討特別委員会視察（常総市） 

8/ 5 市川房枝政治セミナー 

8/ 7 いなむらまつり 

8/ 8 会派代表者会議 

   市長と会派代表者懇談会 

   都市計画審議会傍聴 

8/12 建設経済常任委員会協議会 

8/17 質問通告 

8/18 議会報告会３班会議 

議員全員協議会 

   第３回総合計画審査特別委員会 

   政治倫理審査会 

   男女共同参画地域推進員会議 

8/24 異文化交流座談会「アメリカ」 

8/25 第４回議会運営委員会研修会 

8/26 議会運営委員会 

8/27 会報７４号入稿 

8/28 男女共同参画セミナー 

   健康セミナー「子供の甲状腺への影響」 

会報７５号は平成２８年１１月２５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5ページの会報です。 

山本はるひの 

お気に入り 

【編集後記】会報 7４号をお届けします。この夏のリ

ンツ視察ですが、公費での派遣ということもあり、私自

身その責任の重さから、大きな緊張の中での出発になり

ました。 

みなさんもご存じのように、行政視察というと何かと

風当たりの強い現状です。先日の突然の知事選も、海外

視察でのお金の使い方がきっかけのひとつでした。知事

や私たち議員の視察はなかなか見えづらい部分が多く、

費用も含めそのあり方を問われています。 

今号では、できる限りその内容と成果をお知らせでき

ればと思い、2 ページで詳細をお伝えしました。 

夏の終わりが近づいてきました。今年は台風が多く、

不安定な天候が続いています。水分を十分にとって、体 

調を崩さぬようお過ごしください。 

 

 

 

 

       

 

「ハンターマウンテン塩原」 

スキー場の夏は百合の花園 

 

絵本「ちいさいおうち」 

バージニア・リー・バートン（文・絵） 

石井桃子訳 

            

            

            

 

 

 

 

絵本「これは のみの ぴこ」 

谷川俊太郎（文）和田誠（絵） 

とーくイン那須「今をどう生きるか」 

益川敏英さん（ノーベル物理学賞受賞）俳優座：有馬理恵さん 

★9 月 22 日（木・祝） 午後 2：15～4：30 

★黒磯文化会館大ホール 入場 1,000 円（学生・生徒半額） 

主催：とーくイン那須実行委員会 低線量被曝と健康プロジェクト 

後援：那須塩原市・那須町・下野新聞・東京新聞 ☎080-1002-4504 

 



―山本はるひの議会からこんにちは―  No.74 2016.9.2 

- 5 - 

 
リンツ    

 

 

《リンツでの視察先》 

１．アルスエレクトロニカセンター 

２．オーバーエスターライヒ州農林省 

３．リンツ支庁表敬訪問 

４．リンツ商工会 

５．サンクト・フロリアン修道院 

６．フェストアルピーネ社歴史館 

７．リンツ・インターナショナル・スクール・オウホフ (LISA) 

８．リンツ州立歌劇場  

９．シュタイヤレック城 

１０．シュリアバッハ修道院（チーズ製造見学） 

１１．有機農家 

 

 

リンツ州立歌劇場では、特別な計らいで 

ブルックナーオーケストラのリハーサル

風景を見せてもらうことができた 

 

 

 

 

リンツは花の町 旧市庁入口 

ドナウ川がゆうゆうと流れている 

5～9 月まではウィーンから定期船が就航  

リンツまで 16 時間の船旅 

正面の小高い丘の上に見える教会は、リンツ

のランドマーク「ペストリンクベルク」 

登山鉄道で登ることができる 

リンツはバスや電車と自転車が多い 

 

 
ザルツブルクにあるモーツァルトの像 

リンツ視察のあとザルツブルクへ 

サウンド・オブ・ミュージックで有名 

 

まちの市場 野菜と果物は豊富で

値段は日本の産直と変わらない 

 

 

 

 

7/4 から 6 泊 8 日 

参加 男 6 人女 5 人 

・商工会   3 人 

・観光協会  2 人 

・その他団体 1 人 

・市役所職員 3 人 

・議会議員  2 人 

 


