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 質問１．『協働のまちづくり』の考え方について  

私はこの４年間『協働のまちづくり』を基本理念として発言をしてきました。『協働』の考え方

はまちづくりの基本です。地域の見守り事業など市と市民が協働で行う事業について、地域や市

民に期待することは何か、行政の役割は何か、公民館に求める役割のことも含めて質問します。 
 

 質問２．指定管理者制度のあり方について  

市は公園や観光施設、図書館さらに４月からは市営住宅の管理を、市直営ではなく指定管理者

に任せます。サービス向上より経費削減が優先している現状に、あらためて市がこの制度を導入

した目的と意義、またその審査基準や選定過程、管理状況や事業評価の方法について質問します。 

 

 質問３.『黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業』について  

５年計画の４年目になることから、これまでの実施経過と今後の具体的な事業内容、さらに「ま

ちなか交流センター」の運営方法、「駅前図書館」に必要な調整などについて質問します。 

 

山本はるひの市政一般質問 〈市役所４階〉 
２月２８日(火) １番目 1０時から 

今回から傍聴する方の住所・氏名記入は不要になりました 

 

 

 2011年に廃止した地方議員年金に復活のきざし

が出ています。「地方議員のなり手不足」がその理

由のようですが、そこに税金を使うのならば、子ど

もの貧困や若者の雇用問題の方が優先順位は高い

のではないでしょうか。 

 私は女性や若い議員が増えてほしいと願ってい

ます。今後もこの会報を通じて議員のやりがい、魅

力をわかりやすく伝えていければと思っています。 

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＊ 

 

№76 2017.2.24  選挙に行こう！那須塩原市議会議員選挙 4 /23 投票日  

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 

３月議会日程 

2/24 開会・議案説明   

2/27 議場コンサート・会派代表質問（４人）   

2/28～3/５ 市政一般質問（1２人） 

3/6  市政一般質問（１人）議案質疑  

3/7～13 常任委員会 

3/15 予算委員会全体会・議員全員協議会 

3/16 議決・閉会 

（詳細は事務局へ 0287-62-7181） 
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那須塩原市議会議員選挙 ４月１６日(日)告示 

４月１７日（月）から 22 日（土）まで期日前投票   

４月２３日(日) 投票・開票 

 

”はるひ目線” で 行動 します 

まっすぐ前 へ 

♪投票日当日に年齢が満 18歳以上の方は投票する権利があります。 

 今回の選挙では、誕生日が 1999年（平成 11年）4月 24日以前の方が対象です。 

  ※満年齢＝誕生日前日に年齢が加算される 

税金は必要なことに使われているか、ムダはないかチェックします 

■届けます 

『あなたの声』 

こうしてほしい、 

こうなったらいいのに 

あなたの声を市に届けます 

■伝えます 

『市の情報』 

なかなか見えない、わかりにくい 

市の情報と議会活動の情報を 

“はるひ目線”で 

あなたに伝えます 

■実現します 

『やさしいまち』 

安心して子育てができて、 

子どもも高齢者も 

障がいのある人も 

みんなが笑顔で暮らせる 

やさしいまちをつくります 

■つくります 

『ずっと住み続けたい』那須塩原 

市と地域が一緒に、 

人と人が支え合うことで 

みんなが安心して暮らせる 

まちをつくります 
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■地縁、血縁のない地方都市へ転居２７年 

 都会暮らしが長かった私が当時の黒磯市へ転居した

のは、息子が小学校入学の平成２年春のことでした。

空が高く水がおいしい自然あふれるまちでしたが、初

めのうちはあまりなじめずに暮らしていたことを思い

出します。娘の中学校の PTA 広報委員が縁で、市の女

性広報誌「ウイズユー」の編集にかかわり、４２歳の

時「栃木県女性の海外研修」に市推薦で参加したこと

が、私の人生を大きく変えたきっかけです。 

 

■立候補を決断「女性議員がひとりになってしまうから出ない？」 

 那須町で働いていた夫に相談すると「やってみたら」といとも簡単にゴーサイン。海外研修の

時「女性も政策決定の場へ」と言われたこと、ヨーロッパでは女性が政治の世界で活躍していた

ことを思い出し、「３０万円あれば出られるから」という言葉を信じて立候補を決めました。とこ

ろが、選挙は３市町合併を間近に控え定員数ぴったりの立候補者で無投票当選。５１歳でした。

 

■会報発行７６号～議会のこと、議員活動のことを知らせたい～ 

 議員になり、初めてのこと、知らないことばかりの中でこれを「みんなに知ってほしい」とい

う気持ちが沸々と湧いてきました。その結果が会報「山本はるひの議会からこんにちは」の誕生

です。当時インターネットの普及も今ほどではなく、他に情報を伝える手段がありませんでした。 

 当選直後の第１号で６月の議会質問日程を知らせたところ、初めて議会傍聴席に入りきれない

事態が起きたのです。その後、新聞折り込みで発行し続けて７６号になりました。 

 

■毎回登壇！みなさんの声を届けるために 

 この 4 年間、みなさんからたくさんの声をいただきました。正直、迷いも悩みもありました。

そのうち、議員として発言したことや提案したことが実現することに気付き、もっと住みやすい

まちにしたいという思いが強くなっていきました。安心して住み続けられる那須塩原をつくるた

めに、議員だからこそできることがある、やれることがある、しなければならないことがあると

思っています。これからもみなさんの声を受け止めて、議会で発言したことや提案したことが実

現するよう質問し、発言し続けます。 

 

私はこのまちが好きです ずっと住み続けたいと思っています 

「山本はるひ」議員としての原点と議会活動への思い 

 

批判よりも提案を！ 

”はるひ目線“で判断します 
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山本はるひの活動記録 

11/25～12/16 12月議会 

11/27 公共交通シンポジウム 

11/28 東原小学校学校公開 

12/ 6 会派代表者会議 

   放射能対策特別委員会  

12/10 市川房枝政治スクール 

12/14 議会だより「表紙投票」作業 

12/16 議会と執行部合同懇親会 

12/17 那須野が原ハーモニーホール音楽祭 

12/19 早稲田大学マニフェスト研修所 研修 

12/20 議会運営委員会行政視察（東京）  

1/ 6 会派代表者会議 市長と懇談会 

   議会運営委員会 

1/ 8 成人式 

1/10 那須塩原市賀詞交歓会 

1/11 栃木県女性議員連盟研修会  

1/14 市川房枝政治スクール 

1/16 ３市町議員研修会・交流会 

1/17 紫波町オガール会派視察  

1/19 議員全員協議会 

1/25～26 建設経済常任委員会行政視察 

1/30 東原小学校スキー教室 

1/31 議会だより編集委員会 

2/ 1 建設経済常任委員会勉強会 

2/ 2 会派代表者会議 市長と懇談会 

2/ 3 市民と意見交換 

2/ 4 国際交流協会節分のつどい 

2/ 6 市政一般質問通告 

   つばさの会でオーストリア研修報告 

2/ 8 議会運営委員会 

議員全員協議会 

男女共同参画地域推進員会議 

 2/10 質問に関して調査 教育部レクチャー 

 2/13 市民と意見交換 地域推進員協議 

 2/14 協働のまちづくりプレゼンテーション 

 2/15 議会運営委員会打ち合わせ 

    会派勉強会（計画について） 

2/17 議会運営委員会 会派代表者会議 

2/18 市川房枝政治スクール 

2/19 「消費生活と環境展」 

2/22 国際交流協会会議 

2/23 会派勉強会（予算と議案について） 

2/24 ３月議会開会 会報７６号発行 

   （2/26 市民スキー大会参加予定） 

 

山本はるひってどんな人？ 

  

 

 

「松本市美術館」草間彌生さんの作品の前で 

【編集後記】 

会報 76 号をお届けします。 

4 月には市議選があります。あらためて議員になった原点、私の

思いを３ページに載せました。結局、名古屋からの転居がなければ

政治の世界に入ることはなかったのだと気が付きました。これも運

命だったのだろうか、と頭をよぎります。 

ひょんなことで議員になった私ですが、これからも“はるひ目線”

で、まっすぐ進んでいきます。 

        さて、私が議員になった時に飼い始めた雄犬がこ

の１月にあの世に旅立ち、我が家は夫婦ふたりで静

かになりました。今でも「ラッキー」と呼べば、と

んでくるような錯覚に陥ります。 

春が待ち遠しい 2 月後半、まだ寒い日が続きそ 

うです。どうか、体調管理に気をつけてお過ごし 

ください。  

◇昭和２７年１月２７日 

東京都文京区生まれ  

◇長野高校 和光大学卒業 

東京の大手予備校勤務  

◇新潟県 神奈川県 名古屋市を経て 

夫の仕事の関係で旧黒磯市へ 

◇市役所 福祉施設 

CAFE SHOZO で働く 

◇中学校 PTA 副会長 社会教育委員 

環境審議会委員 人権擁護委員 

など歴任 

◇51 歳 黒磯市議会議員初当選 

◇53 歳 那須塩原市議会議員当選 

◇64 歳 議会代表で姉妹都市リンツへ 

◇現在夫と二人暮らし 

◇子ども（はなこ・太朗）は 

首都圏在住 

〈お気に入り〉歩くこと スキー 国内旅行 新聞・雑誌・本 

コーヒー シュークリーム レタス 新緑 雨の日 

弓張り月 タータンチェック 濃紺 

テレビ:「相棒」「日曜美術館」「天気予報」 

雑誌:「暮しの手帖」「栄養と料理」「世界」 

信州の美術館 東山魁夷 黒木瞳 ユーミン 開高健 

“継続は力なり” 


