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３月議会日程 

2/23  開会・議案提案説明   

2/26 会派代表質問（４会派４人） 

2/27～3/5 市政一般質問（１６人） 

3/6 議案質疑・議案の委員会付託 

3/7～13 常任委員会審査（傍聴可） 

3/15 予算常任委員会 議員全員協議会 

3/16 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。 

 住所、氏名、年齢記入せず傍聴可能に 

 なりました。ぜひお出かけください。 

（詳細は事務局へ 62-7181） 

 ◆議場コンサートは６月と１２月です。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんは選挙の開票作業を見たことがありますか。 

那須塩原市のことではありませんが、先日の衆議

院選挙で “数百票入っていた投票箱の開票をしな

かったため、投票総数と開票数が合わず、市幹部が

相談して白票を水増しして集計した” というニュ

ースがありました。開票作業は職員が大勢かかわっ

ていることから、組織的隠ぺいではないかと疑われ

ています。 

 選挙の開票は、体育館などに集められた投票用紙

を、市職員が「分けて数えて積み上げる」アナログ

な作業です。もくもくと行うその姿に、頭が下がる

思いがします。 

わたしたちの投票は、政治への入り口です。開票現場で不正が行われたら、信頼は失

われます。あきれるより、怒りを感じた出来事です。 

 

 

  

 

 

 

 質問  平成３０年度当初予算には市民の声が届いているか 

３月は来年度の予算を決める大切な議会です。 

市長からは「那須塩原市に住み、生活するみなさんを第一に考える」を基本姿勢に、

来年度の予算が示されました。今回は、①市民のみなさんの要望や意見をどのように聴

いているのか ②それらを予算（事業）に入れている、あるいは入れていない理由 につ

いて質問します。 

また、「ゆーバス」と「予約ワゴンバス」が、市民のみなさんにとって使い勝手のよく

なることを願って質問します。（２ページ参照） 

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＊ 

 

№81 2018.2.23     マイカーがなくても暮らせるまちに！ 

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 

３月 2日（金）３番目 午後の予定です 
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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那須塩原市が運営する地域バス 

    「ゆーバス」「予約ワゴンバス」 

     あなたはマイカーがなくても暮らせますか？ 

+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+ 
 
 
◆交通機関がないから、行きたい高校を選べない 

学生、特に高校生にとって、自宅からバスと電車で通えるということが実は重要なこ

とです。通学するのに、バスの時刻が合わなかったり、自宅の近くにバス停がなかった

りする場合は、親が車で送り迎えをしています。 

 
◆もしもマイカーの運転ができなくなったら？  

みなさんは買い物、病院、郵便局、美容院などに行けなくなったら、どうしますか？ 

誰かに頼んで乗せてもらうか、出かけるのをあきらめるか、タクシーを利用すれば便利

かもしれませんが、お金がかかって大変ですよね。 

 

◆「ゆーバス」と「予約ワゴンバス」の問題点 
 

 年間乗車数 運賃 運行時間 予約 

ゆーバス 137,806 人 
一律 200 円 

7 時～19 時台 不要 

予約ワゴンバス 10,970 人 6 時～18 時台 2 時間前まで 
 
 

たとえば、山本はるひが黒磯駅に行くためには、自宅から徒歩10分の最寄りのバス停

に行って、予約ワゴンバス（7:24、11:09、13:34、17:24発）に乗ります。もし、7:24

を逃したら4時間弱待つことになります。これが、使い勝手のよいバスと言えるのでしょ

うか。ちなみに我が家は市内でも比較的中心地に近く、住みやすい所と言われています。 

市の調査によると、バスなどを利用しやすい場所に住んでいる人は市民の約 6 割で、

あとの 4 割の市民は「移動制約者」=公共交通がなければ移動手段がない人です。本市の

バスは、限られた人しか利用できず、整備されているとは言い難い状況です。 

 

◆理想は、「市内のどこに住んでいても使い勝手がよい地域のバス」 
 高校生や、運転免許証を持たない方だけでなく、運転できなくなると生活に支障をき

たす高齢者にも、しっかりと寄り添っていかなくてはなりません。マイカーがなくても、

ひとり暮らしになっても、自分らしく生きていくためには、使い勝手のよいバスなどの

公共交通は必需品です。高校への通学に特化したバスルート、JR の駅で乗り換え便利な

バス時刻を考えることは、「子育て支援」にもなります。 

那須塩原市は、地域の交通網について今後 5 年間の計画を立てたところです。いつま

でも安心して住み続けられるまちを目指して、今後利便性を高めて行けるよう、声を上

げていきたいと考えています。この会報ではこれからも、地域バスの具体的な変更点な

どについてお知らせをしていきます。 

  

（平成 28 年度） 
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《行政視察で岐阜県可児市
か に し

へ》（人口 10 万 1,500 人） 

 
  
 
 
 
 
 
 
《「議会改革」をテーマに那須塩原市議会への視察》 
 今年度は行政視察の受け入れが増えています。主なテーマは「議会改革」。那須塩原市

議会が「議会改革度 2016」の一般市ランキング（回答 701 市）で、全国８位になった

からだと思います。質問内容からは、どの市議会も市民にわかりやすい議会にするため

の方策、委員会運営、議会としての意見集約の方法などに悩みを持っているということ

を感じます。 

※早稲田マニフェスト研究所が、県や市など地方議会の議会改革を毎年、調査しているものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

いなむら保育園 新園舎建築 
いなむら保育園は、民営化して平成 31年 4月に開園します。 

場所は、稲村公民館の隣です。敷地面積は、約 2倍になります。 

Q：行政視察の目的ってなんですか？ 具体的にはどんな内容ですか？ 

A：他自治体の事業や施策を市政に反映させることが主な目的です。たとえば、わた
しの所属している福祉教育常任委員会は、昨年 10 月に釧路市で「生活保護の相談
業務」と「子どもの屋内の遊び場」、帯広市で「廃校を利活用した福祉と市民活動
の施設」、幕別町では「図書館」について視察をしました。それぞれ担当職員によ
る説明の後、現場を見てきました。（会報 80 号で一部報告） 

 

 

     

 

議会運営委員会で岐阜県可児市議会（議員 22 人） 

へ視察に行きました。議会全般について議長から直 

接説明をしていただきました。市民の声を幅広く聴く

ために、団体への「出前懇談会」や「ママさん議会」、

高校では模擬選挙を行っています。団体への「出前報

告会・懇談会」はやってみる価値ありと思っているの

で、来年度はこの方法を取り入れたいと思います。 

 

可児市議会の入り口には、たくさんの 
情報が掲示されています 

※ 

 

わかば保育園 耐震化工事 
子どもたちの安全のために、耐震工事をすることになりました。 

市の計画では、建て直した後、民営化することになっています。 

国際医療福祉大学病院に 認定こども園開園 
 市内井口の国際医療福祉大学病院に、今年 4月から開園します。 

病児保育、病後児保育、休日保育も実施する予定です。 

旧戸田小学校 カフェに 
 ４年前に閉校になった戸田小学校は、カフェとして生まれ変わります。自転車の休

憩所、キッズスペース、アート作品の展示と地域の集会所などが併設されます。 

 

https://kotobank.jp/word/%E6%96%BD%E7%AD%96-518877
https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E6%94%BF-519824
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会報 8２号は平成 30 年６月１日（金） 

議会開会日に新聞折り込みで発行します。

ブログではカラー版を掲載予定です。 

【編集後記】 

 今年は立春が過ぎても寒い毎日です。春の到来

を祈りつつ、お雛様を飾りました。 

初午で栃木の郷土料理「しもつかれ」をいただ

きました。意外なことに地元の方々の評判はかん

ばしくないのですが、炊き立てのご飯にのせたら、

なんとまあ美味しいこと！ 

さて、先日「かるた」の競技大会を見る機会を

得ました。真剣な眼差しで札を弾き飛ばす様子に

映画「ちはやふる」を思い、なつかしい「小倉百

人一首」でした。ゆとりができたら短冊にさらさ

らと詠んだ歌を書きたいなんて思っています。 

スキーはこのひと月ご無沙汰で、来月の市民ス

キー大会は見送ったところです。 

「議会に集中」の３月です。 

 

           

 

              

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

《那須塩原市・リンツ市姉妹都市文化交流事業》 

「ピアノデュオとトークの夕べ」 

日時：3月２８日（水）午後 6時 30分～8時 

会場：三島ホール 

入場料：無料（整理券が必要です） 
 
★リンツ在住のピアニスト滑川真希氏と指揮者デニス・ラ

ッセル・デイヴィス氏ご夫妻によるピアノコンサートと

リンツ市の文化の紹介 

★整理券配布中（三島公民館、黒磯文化会館、黒磯公民館、

ハロープラザ、生涯学習課窓口） 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

 
黒磯南高校の北側にあった格納庫跡地 

～12/15 議会定例会 

会派代表者会議 

福祉教育常任委員会協議会 

いなむらコミュニティ３０周年祝賀会 

団体忘年会 

国際交流協会ダンス＆ミュージック 

福祉教育常任委員会市内視察 

アジア学院卒業式 

石山ピアノコンサート 

防犯防火診断（黒磯地区） 

議会運営委員会主催研修会 

議会と執行部との懇親会 

議会条例見直しの協議 

放射能対策委員会の傍聴 

菅間記念病院忘年会（議長代理） 

議会仕事納め 

市役所仕事始め式 

会派代表者会議 市長との懇談会 

巻狩太鼓・与一太鼓コンサート 

成人式（三島ホール・議長代理） 

那須塩原市賀詞交歓会 

国際交流協会打合せ 

国際交流協会理事会  

団体新年会 

教育委員会説明 商工会黒磯支部新年会 

東原小学校スキー教室 

東原小学校学校公開（授業参観） 

全員協議会打合わせ 議会運営委員会 

庁舎フロア検討会 議員全員協議会 

福祉教育常任委員会協議会 

団体定例会 

～26 議会運営委員会所管事務調査 

社会福祉大会 

那須塩原市子ども芸能発表会 

表彰審査委員会 生活環境部説明 

保健福祉部説明 企画部説明 

茨城県北市議会議長会研修会 

国際交流協会ダンス＆ミュージック 

関東北かるた大会（議長代理） 

巻狩まつり役員会＆実行委員会 

上下水道部説明 議会打合せ 

会派代表者会議 市長との懇談会 

開こん記念祭実行委員会総会 

財政課予算説明 市政一般質問通告  

議員全員協議会  

那須塩原市 DC 総決起大会＆お披露目会 

市政報告と意見交換(生きがいサロン) 

協働のまちづくり支援事業プレゼン 

国際交流協会部会 

県北５市議長会（那須烏山市） 

団体総会 

企画部説明 議会運営委員会 

リンツからの訪問者との懇談会 質問打合せ 

国際交流協会理事会 

定例会打合せ 

市議会定例会 会派代表者会議 会報発行 

山本はるひの活動記録 
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2/ 3 

2/ 4 

2/ 5 

 

2/ 6 

 

2/ 8 

2/ 9 

 

2/13 

 

2/14 

 

2/15 

2/16 

2/19 

2/21 

2/22 

2/23 

＊人知れず残されていた戦争の記憶＊ 

市内の埼玉にかつて存在した那須野陸軍飛行場。 

木々に覆われていたその跡地に格納庫の土台部分が

現れました。今は工事のために取り壊されてしまいまし

たが、あらためてこの地に飛行場があり、特攻基地とし

ても使われていた過去に思いを巡らせました。 
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【平成３０年度議会の当初予算】 

議員給与費 報酬と手当 185,307,000 円 現在の議員 26 人分 

 議員共済組合負担金 50,058,000 円 過去の議員の年金分※ 

職員給与費 給料と手当 57,388,000 円 議会事務局職員 8 人 

 共済費など 12,524,000 円 議会事務局職員 8 人 

議長交際費 議長交際費 1,000,000 円  

議会活動費 事務補助員賃金 1,098,000 円 ひとり分（9 時～３時） 

 議会だより印刷製本 4,200,000 円 5 回発行 

 旅費 6,000,000 円 議員、職員 

 委託料 10,169,000 円 議会中継・会議録等 

 使用料 賃借料 5,238,000 円 議会中継配信機器等 

 負担金、 1,465,000 円 全国市議会議長会等 

 政務活動費 6,240,000 円 ひとり 1 年 24 万円 

 その他 1,628,000 円  

合計  342,315,000 円 一般会計予算の 0.72％ 

※議員年金は平成 23 年に廃止しましたが、過去の議員の方の年金が続いているのでその分の負担分です。 

 

１月に新潟県苗場スキー場に出かけました。

写真の日は天気がイマイチでした。     ユーミンのコンサートで有名な所です。 

土曜の夜はゲレンデで花火、ホテルの部屋

から見えて感激です。冬の花火もいいものですね。 

私たち夫婦は車、子どもたちはそれぞれ新幹線で苗場プリンスホテルに集合しました。

４人一緒に楽しめるスポーツはスキーだけ、大切にしたいです。 

ところで、この写真ですが、スキーウエアだと年がわからなくっていいなと思います。 

滑っている姿もよたよたしていないので、たぶん高齢者には見えないでしょう。 

４人の年齢は足すと 207 歳、わたしと息子は誕生日の少し前でした。 

スキーといえば、母は８０歳を過ぎても楽しんでいました。わたしもずっとスキーだけ

は続けていたいと密かに思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家族で苗場スキー場へ３日間 


