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衆議院議員選挙は与党の圧勝でした。現

状に満足というより政治の安定を求めた

結果だったと思います。 

投票率は 53.7％。全有権者に占める自

民党の得票率は小選挙区で 25％、比例区

で 17％ながら、全議席の 61％を占める大

勝でした。これは小選挙区比例代表並立制

という、選挙制度の力も大きく働いていま

す。言葉は怖い、排除やおごりはだめだと

つくづく思った選挙結果です。 

ところで、月曜 9時の『民衆の敵～世の

中、おかしくないですか!?～』というテレ

ビドラマご存知ですか。政治とは縁のなか

った若い主婦が就職先として市議会議員

を選び、当選したところから始まります。 

議員を「先生」と呼び合う、大物ボスの

存在、立派な会派室、報酬額など那須塩原

市議会とは異なる部分は多いのですが、政

治や議会を身近に感じるきっかけになる

かもしれません。

 

 質問１．平成３０年度当初予算編成の考え方  

市長は「市民優先」を第一に、「集中と選択」で

来年度の当初予算編成をするとのことです。予算案

は３月議会を待たねばなりませんが、市政運営方針

と併せて予算編成への考え方を確認します。 

 

 質問２．小中学校の統廃合と市図書館の運営  

小中学校統廃合計画の現状と今後の予定、平成

31年秋に駅前図書館が開館した後の「図書館のあ

り方と運営方針」について質問します。 

12月議会日程 

11/24議場コンサート・開会・議案説明   

11/28会派代表質問（１会派） 

11/29～12/ 4市政一般質問（１６人） 

12/５議案質疑・議案の委員会付託 

12/６～11常任委員会審査（傍聴可） 

12/14予算常任委員会 議員全員協議会 

12/15報告・質疑・討論・採決・閉会 

◆議場と委員会室では傍聴ができます 

（詳細は事務局へ 62-7181） 

山本はるひの議会からこんにちは 
＊編集・発行 山本はるひと元気いっぱい市民の会＊ 

 

№80 2017.11.24 ここに住む人の暮らしの満足度が高まる予算編成を！ 

お美月／質問： 

 

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

情報はブログに集約しました 

★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 

議会質問の詳細も 

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 

 

山本はるひの市政一般質問  

１２月４日(月) ３番目 午後になります 
インターネットで市のＨＰから視聴できます  

市役所本庁と西那須野庁舎ではテレビ中継でご覧いただけます 
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市民活動センター 
平成 30年 4月那須塩原駅近くにオープン 

市民活動センターが、このたび大原間の旧除染センターを改修して開設することになりまし

た。団体などが情報収集・発信、相談と支援、交流と連携などができる場になります。市内に

住んでいて（通勤・通学も可）市民活動を行っている方、これからやってみたいという方が利

用できます。 

建築には素人のわたしには、 

まちなか交流センター 
平成 30年 9月 1日黒磯駅西口にプレオープン 

コンセプトは「人と食を育む交流の家」。広場と展示エリア、フードコート、キッチンスタ

ジオ、ステージやキッズエリアがあって、市が管理運営します。黒磯駅前が大きく生まれ変わ

ることになりますので、わたしも楽しみにしています。施設の愛称は駅前図書館が開館すると

きに、公募する予定です。 

 

黒磯消防署 
（詳細未定） 

 

 

駅前図書館 
開館予定は平成 31年 10月 

黒磯駅前に図書館ができます。2階建て、特徴的な屋根で入り口に階段があり曲線の多いデ

ザインです。図書スペースのほかに 96席の多目的ホールやカフェ＆ショップ、市役所の窓口

とバス会社の窓口が入ります。なお、今の黒磯図書館は閉館になります。 

 

大山小学校第３放課後児童クラブ 
平成 30年度新設・定員 40人 

 放課後児童クラブの今後の新設予定は、平成 31年度は鍋掛小（40人）・東小 (30人)・関

谷小 (40人) 、平成 32年度は高林小（40人）で、いずれも第２児童クラブになります。 

各種施設のほかにトンネル工事も進んでいます。国道

400 号に建設中の「下塩原第二トンネル」と「がま石トン

ネル」をつなぐ橋の建設現場に作業服＆ヘルメット着用で

視察に行きました。 

11/7 下塩原第二トンネルにて 

右のページでは釧路市の子どものための施設などについて紹介していますが、那須塩原

市にも今後 2，3年のうちに様々な施設がオープンする予定です。図書館や、学童保育を

はじめとした各種の施設は、わたしたちの生活や子育て、ひいては暮らしやすさにも直結

する重要なものです。ここでは、代表的なものを取り上げてみます。 

 

新たな施設～続々オープン 
 

下塩原第二トンネル 
開通予定は平成 31年度以降 

 

用地が決まりました。新たに建設するのは上厚崎地内です。 
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北海道中川郡幕別町（まくべつちょう）は帯広市の隣にある人

口 27,000人、畑作と酪農中心の農業の町です。 

町立図書館は３館で蔵書数は 24万冊、町の運営でほとんどの

職員が司書資格を持ち、ウエブサイトでの情報発信や図書館ボラ

ンティアも盛んで、町民と一緒に図書館をつくっています。 

◆ 本は地元から 図書の装備は障がい者就労施設で 

貸し出しだけでなく、レファレンス（調べ物のお手伝い、 

資料提供）に力をいれています。また、地元を大切に、住民を第

一にと考えた結果、本は地元書店から買って、バーコードなどラベルの作成、フィルムコーティ

ング などの装備は障がい者の働く施設で引き受けてもらっています。 

◆ 子どもとおとなをつなぐ中高校生向け「はざま文庫」 

中高校生向きの本については、那須塩原市図書館では「ヤングアダルトコーナー」と呼んでい

ます。ここでは「子どもとおとなの間」という意味で「はざま文庫」と名付けています。 

また、町内の高校と協力して手のひらサイズの「はざま通信」を発行しています。小学校を卒

業すると、勉強以外に利用しなくなる図書館、中高校生にも引き続き本に親しんでほしいという

思いが込められていると感じました。 

 
                    

 

科学と五感を通した「遊び」「学び」の体験から感性、

創造力、知的好奇心を高めることを目的とした児童館

と科学館を合わせたような施設です。子どもと一緒に

大人も楽しめるように工夫されています。 

工作や器具を使った実験ができて、プラネタリウム

は最新の設備でもっと見たいと思うほどでした。 
 

 市議会で、これまでに何人もの議員が質問に取り上

げている屋内の遊び場、なかなか造ってもらえません。 

天候を問わず走り回ることのできる「屋内の遊び場」

は、子育て支援の必需品だと思っています。「子育て応 

援券」や「子育て応援米」はうれしいことですが、体 

を動かして自由に遊びまわることで、子どもはすくすく育っていくのだと思います。 

福祉教育常任委員会では北海道釧路市の「生活保護受給者の自立支援の取り組み」「釧路市こども

遊学館」、帯広市の廃校を地域と障がい者との交流の場として活用している「市民活動プラザ六

中」、ユニークな管理の幕別町の「幕別図書館」を視察研修してきました。 

 

 

 

広い砂場のほかに、ネットジャングル、

ロッククライミング、サウンドタワーな

ど、飽きずに遊べるものがいっぱいです 

 

 

雨の日も屋内で「遊」び「学」ぼう！ 

「はざま通信」表紙は幕別高校

イラスト部が作成しています 

 

釧路市こども遊学館 

幕別図書館 「本のあるまち」「ない本、あります」「みんな本が好き」 

視察から考える～図書館とあそび場 

 



―山本はるひの議会からこんにちは―  No.80 2017.11.24 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本はるひの 11 月報酬明細書（11/15 振込） 

 

 

  

 

 

 

月額：議員 42万円 副議長 45万円 議長 51万円 

 

               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

支給額 控除額 

報酬 450,000円 所得税 114,600円 

  住民税 33,300円 

  互助会 3,000円 

  委員会 3,000円 

小 計 450,000円 小 計 153,900円 

手取支給額(振込額)  296,100円 

 

 

 

 

山本はるひの活動記録 

9/1～27  議会定例会 

9/3 市防災訓練 

9/4 会派代表者会議  

9/10 市民との意見交換会 

9/11 国際交流協会理事会 

9/14 放射能特別委員会講演会 

9/16 東原小学校運動会 

9/21 教育福祉常任委員会市内現地調査 

   議会報告会班会議 

   すくすく子育てやぎハウス訪問 

9/22 中学生海外派遣出発式 

9/23 ふれあい広場 

9/25 地域推進員会議 デートＤＶ防止編集員会 

9/27 議会互助会ボウリング大会 懇親会 

9/28 那須地区議長会研修 意見交換会 

10/1 いなむらコミュニティ大運動会 

10/2～4 議会福祉教育常任委員会行政視察 

 10/5 会派代表者会議 市長との懇談会 

10/11 栃木県市議会議長会会議（日光市） 

10/12 那須塩原市戦没者追悼式 

10/14 西那須野産業文化祭 

10/15 教育に関する講演会 

 10/16 那須拓陽高校にて出前講座（デートＤＶ） 

    巻狩踊り大会参加団体合同練習会  

10/19 議員全員協議会 議員研修会  

政治倫理審査会 

 10/21 巻狩まつり巻狩鍋出陣式 

10/24 生きがいサロンにて講話  

 10/25 南会津市視察対応 議会運営委員会 

    リンツ市アルスエレクトロニカ講演会 

 10/26 議会打ち合わせ 

10/27～28 市川房枝記念会社会保障フォーラム 

10/29 那須塩原市表彰式 

11/1 いなむら公民館子育てサロン意見聴取 

11/2 会派代表者会議 市長との懇談会 

   出前講座の反省と今後の予定検討 

11/3 北中祭 

11/6 議会基本条例勉強会 議会報告会班会議 

11/7 国道 400号バイパス建設促進期成同盟会の 

   現地調査「下塩原第二トンネル」 

   財政レクチャー 団体役員会 

11/8 議会打ち合わせ 団体会議 

11/9 議員全員協議会 議会報告会班会議 

11/10 議会市政一般質問通告 

11/11～12 なすしおばらまなび博覧会 

 11/13 女性団体による研修「子どもの貧困」 

国際交流協会理事会 

 11/14 議会報告会（狩野公民館・稲村公民館） 

 11/15～16 市議会議長会研究フォーラム 

 11/17 議会運営委員会 会報８０号入稿 

 11/18 那須塩原ファンクラブ設立イベント 

 11/19 那須塩原市消防団通常点検 

 11/20 議会報告会（厚崎公民館） 

 11/21 県北５市議長会（さくら市） 

 11/22 定例会打ち合わせ 

 11/24 議会定例会開会 議場コンサート 

 

山とあんぱん              

            

            

 

 

アルプスの女王・燕岳（つばくろだけ） 

 

茶臼岳が近いので、天気が良い時に歩きます。

今年は北アルプス燕岳に登りました。中学生

登山以来のこと。山へは「つぶあんぱん」を

持参します。甘くておいしい元気の源です。 

会報8１号は平成30年2月23日（金）

議会開会の日に発行します。会報発行

には印刷、新聞折り込みなど１部 12

円かかっています。 

 

【編集後記】 

 先日、議員の勉強会で、講師の方から議員の

仕事って実はブラックではないのか、という意

見が出ました。仕事は 4年で継続の確約はなく、

時間は不規則で、ときには市民の批判にさらさ

れ、議会は市役所ほど身近ではありません。こ

の会報ではできる限り議員の仕事、議会の内側

をお知らせできればと思っています。 

 今年も師走が近づいて、わたしの好きなスキ

ーシーズン到来です。風邪のウイルス蹴飛ばし

て、元気に春を迎えましょう。 

 

 山本はるひの 

お気に入り 
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全国市議会議長会フォーラム in姫路 2017.11.15～11.16 

 今年のフォーラムは全国の市議会から 2,000名が参加しました。那須塩原市からはわたしだけでしたが、

去年（静岡市）よりも内容は濃いものでした。基調講演、課題討論も伝えたいことがありますが、紙面の

都合上、パネルディスカッションの中からの報告です。来年の開催地は宇都宮市と決まっています。 

 

ディスカッション「議会改革をどう進めていくか」を聴いて 

 

◆内容（2時間のディスカッションの中で特に心に響いた部分） 

議会改革とは結局「市長との権力闘争であ

る」。議会が予算審議を徹底的にやって、予算

査定をするくらいの労力を掛けることが不可

欠だ。しかし、そのような意思や能力のある議

会はないだろう。もっとも議員が市長に当選す

れば、難なく予算査定が出来るのだから、議員

個々人の能力ではなく、議会という護送船団シ

ステムの問題である。 

議会不信が平然と言われるのは、議会と議員

に権力がないからだ。議会基本条例を制定して、

改革をしているつもりでいても、住民の議会の

イメージはあまり変わっていない。条例を作っ

ても住民からの信頼度は高まっていかない。議

会の機能が強化されるということもない。 

議会内部の手続き（議員間討議や一問一答な

ど）は住民にとってほとんど興味はない。情報

公開を進めても、中身に興味がなければ意味が

ない。 

市長の権限が拡大している中で、議会のチェ

ックの重要性は増している。最近の議会はチェ

ックより議員提案の条例を、ということが言わ

れるが、理念条例制定よりも、しっかりチェッ

クをする方が先だ。ただし、議会が条例を作る

と大々的に報道されるが、政策チェックは地味

なもので、市民には見えにくい。 

議員は行政職員を使いこなすことが必要で

ある。行政職員は市長と議会という機関が共同

決定したことを実行する補助機関であり、単に

執行機関（=市長）の補助機関と位置付けるべ

きではない。 

議員のなり手不足の問題は「議員のやりがい

をどう作るか」だ。 

 

◆感想 

那須塩原市議会の26人が一つになって執行

側（市長）と戦う力をつけることは難しいと思

うが、あきらめてはいけない。議会基本条例の

見直しを始めている。見直すというより 26人

が自分の行動に迷った時にはこの条例に立ち

戻るという姿勢が必要だ。条例に対して市長か

ら申し入れがあったが、あくまでも議会基本条

例は議会が自分たちで作り上げたものである

ということはしっかりと踏まえる必要がある。 

議員のなり手不足については、いろいろ理由

はあろうが、モデルのわたしたち現議員が頑張

るしかないのだと思う。

 

 

 
 

 

姫路駅前から、まっすぐ前に姫

路城。外国からの観光客が多く、

職員の他にシニアの男性ボラン

ティアの方々がいっぱいで、お

もてなし上手で感心した。 

二日目の午後は、兵庫県佐用郡佐用町にある大型放射光研究施設「RIKEN 

Spring-８Center」と X 線自由電子レーザーの研究施設「SACLA」を視察。

世界に誇る研究施設で施設内は自転車で移動。どこも自由に見ることができ

て写真も okで驚いた。 


