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小中学校で子どもたちが便利に使いこなし

ているタブレットですが、議会では「ペーパー

レス」を目的に導入の検討を始めています。 

今後は執行部側との協議が必要になるので

時間がかかりそうですが、大量の議会資料を減

らすことは時代の流れでしょう。 

今、議会の事務連絡は一斉メールで、議員は

ラインで連絡を取り合うなど当たり前にスマ

ホを使っています。わたしはガラケーにこだわ

り続けてきましたが、この夏「ガラホとタブレ

ット」２台持ちを決断。やっと操作に慣れてき

たところです。使ってみると便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本来であれば、ここに市政一般質問の日程と

内容を書くのですが、このたびの議会では質問

を行わないことにしました。 

 なぜかというと、５月からわたしは副議長の

任務を担っているからです。「副議長は議長に

何かあった際には代役を務める立場」というこ

とで、質問を行わないのが慣例になっています。 

前回の６月議会では、「副議長になったから、

質問はできないね」というような周囲の声を制

する形で、これまで通り通告をして質問席に立

ちました。議案に対する討論も行っています。 

 9 月議会でも、初めはいままで通り質問をす

る予定でいました。もともと、副議長が質問を

してはいけないという規則や決まりはありま

せん。しかし、あらためてじっくり考えた結果、

今回は見送ることにしました。 

 わたしは、みなさんの声を聴きそれを市政に

届けることを約束しています。ですから、今後

も必要な時は、先例にとらわれず質問席に立つ

つもりでいます。

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＊ 

 

№79 2017.9.1 「副議長」の立場と「ひとりの議員」の立場 

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 

 

今回、市政一般質問は見送ります 今後は、必要に応じて質問に立ちます 

         議会日程 9 月 1 日（金）～27 日（水） 

  9/ 4（月）会派代表質問 4 会派 4 人 

9/ 5（火）～8（金）市政一般質問 13 人 

9/ 8（金）質問終了後 議案質疑 

9/11（月）～13（水）・21（木）委員会審査（議案、決算） 

★9/14（木）～20（水）休会 市長、議長がオーストリア国リンツ市訪問のため 

9/26（火）予算常任委員会 決算審査特別委員会 議員全員協議会  

9/27（水）委員長報告・質疑・討論・採決・閉会  

〈どの日も傍聴できます 議場は市役所 4 階 詳細は議会事務局 ℡ 0287-62-7181〉 
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         （陳情では「無料化」でしたが、ここでは本来の「無償化」にしています）

６月定例会には二つの団体から「小中学校の給食費の無償化」を求める陳情が出ていました。

それに賛同した議員はわたしを含め 3 人で、議会では採択されませんでした。給食費を無料にす

ることは大きな子育て支援で、子どもの貧困対策にもなることから、わたしは今後も継続して訴

えていく考えです。 

◆子育て支援と少子化対策 

子育てにはお金がかかります。「将来の教育

費を考えると、子どもをもうひとり産むかどう

か悩む」ということはよく言われることです。 

子どもを育てやすいと感じることは、少子化

を防ぐことにつながります。給食費は子どもふ

たりだと 9 年間でおよそ 100 万円。 

就学支援制度はありますが、所得で線引きを

するとボーダーラインができることになりま

す。給食費を無料にすることで未払いのトラブ

ルは解消し、徴収の手間も事務もなくなります。 

◆子どもの貧困対策

子どもの貧困対策としては食、住、医療など

ありますが、優先順位では給食無償化が一番だ

と思います。みんなで楽しく給食を食べるため

に、社会全体で子どもを支えることは重要です。

◆無料にする市町村は増加傾向 

学校給食法では食材費は保護者負担として

いますが、市がそれを負担することを禁じてい

ません。子育て支援目的で無償化、あるいは一

部補助をしている自治体は増えてきています。

◆大田原市は給食費無料 
お隣の大田原市では学校給食費は無料です。

食育の中心は給食で、生きた教材だと位置づけ

ています。市を挙げて子育てしやすい環境を作

るという方針で、予算の重点配分をしています。

実際に、給食費が無料だからという理由で大田

原市に転居した家族を知っています。 

◆子どもたちを地域で育てる 

将来の健康に直結する子ども時代の食生活

は社会保障と考えて、市で実施している子ども

の医療費無料と同様、給食費もみんなで費用を

負担することを検討すべきだと思います。 

◆定住促進へ 

 給食無償化で子育て世代が住みやすくなり、

人口流出に歯止めがかかることが期待できま

す。豊かな自然環境の那須塩原市で、子育て環

境もよいとなれば移住の要因になるでしょう。 
 

学校給食は子どもの食のセーフティネットであり、その費用を惜しむべきではないと考えます。

すべての子どもに対し無償化することは、子育て支援の大きな柱になるからです。 

過去の市議会答弁では給食費の無償化は考えていないとのことでした。もちろん無償化は税金

の投入になるので財源の見極めは必要ですが、現在の財政状況からみて、難しくないと思います。 

わたしは時間がかかっても粘り強く給食費の無償化を求めていくつもりでいます。

学校給食費の無償化を考える  

 

 

 

 

 

★学校給食については、昨年 9 月 2 日に発行した 74 号の 3 ページにも関連記事があります。 

ブログ「山本はるひの議会からこんにちは」http://blog.livedoor.jp/cafeharuhi/からご覧になれます。 



―山本はるひの議会からこんにちは―  No.79 2017.9.1 

- 3 - 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給額 控除額 

期末手当 1,011,375 円 所得税 309,784 円 

  互助会費 5,000 円 

小 計 1,011,375 円 小 計 314,784 円 

手取支給額(振込額)  696,591 円 

 

副議長の居るところ 

 

 正副議長には、「決裁」という仕事があります。

議長押印後に積み上げられる、少なくない数の

書類に目を通して、内容を了解すれば押印して

議会事務局に戻します。 

 議長室にいる時は「副議長」という立場を意

識して、見聞きしたことはいったん心にしまい

ます。ですから「山本はるひ」という個人の議

員の居場所は別にあると考えています。簡単で

はないのですが、立場をそれぞれ区別した上で

個人の議員活動をしていきたいと思います。 

副議長になったことで、議会内での居場所が

変わりました。わたしは議員になってからずっ

と、議員控室のソファか会派スペースの共用の

机が定位置でした。今は議長席と並んで机があ

り、ここで仕事をします。休憩中や昼食時もい

ることが多く、出勤日と滞在時間は増えていま

す。 

議長室はオープンで、議会事務局とつながる

ドアは普段は開いています。事務局や執行部と

の打ち合わせや会派代表者会議は、この室内で

行われます。 

わたしは今まで、議長室に入ることはほとん

どなかったのですが、議長に用事のある同じ会

派の議員や管理職の方々が、時々訪れてきます。 

 

山本はるひ 議会での主なプロフィール 

H15/5～16/12 黒磯市議会議員  

H17/1～    那須塩原市議会議員  

H21/5～23/4 福祉教育常任委員会委員長  

H23/5～25/4 総務企画常任委員会委員長 

H25/5～27/4 総務企画常任委員会委員 

H27/5～29/4 議会運営委員会委員長 

       建設経済常任委員会委員      

H29/5～  副議長 福祉教育常任委員会委員 

議員報酬月額：議員 42 万円 副議長 45 万円 議長 51 万円     

支給の計算は、報酬月額（450,000 円）×1.45×1.55 です      

山本はるひの期末手当（ボーナス）明細書（6/15振込）   

副議長席↓ 

議長室↑ 
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山本はるひの活動記録 

6/ 2～22  議会定例会 

6/ 3 グローバルカルチャー那須例会 

6/10 那須塩原クリテリウム(自転車競技) 

6/12 子ども未来部レクチャー 

6/14 東原小学校学校公開 

6/17 女性団体例会 

6/18 市消防団塩原支団消防操法競技会 

6/20 議会打ち合わせ 

  デート DV防止編集委員会 

6/21 議会運営委員会 議員全員協議会 

6/22 福祉教育常任委員会と執行部の懇親会 

6/23 社会を明るくする運動市推進委員会 

     デート DV防止編集委員会 

6/25 市消防団黒磯支団消防操法競技会 

6/28 グローバルカルチャー那須例会 

6/29 栃木県議会県土整備委員会現地調査 

6/30 市政懇談会（厚崎公民館） 

  姉妹都市現地支援員との交流会 

7/ 2 市消防団西那須野支団消防操法競技会 

  公演「平家物語那須野与一の段」 

7/ 3 那須地区議員交流会幹事会 

7/ 4 市政懇談会（塩原公民館） 

7/ 6 市政懇談会（稲村公民館） 

国際交流協会打ち合わせ 

  結婚サポートセンターオープンセレモニー 

7/ 7 都市計画審議会傍聴 

7/10 会派代表者会議 市長と懇談会  

国際交流協会理事会 

7/11 市政懇談会（西那須野庁舎） 

7/13 国道 400号バイパス建設促進期成同盟会 

7/14 栃木県議会議長会研修会（那須烏山市） 

7/15 姉妹都市提携１周年記念交流レセプション 

7/16 ディーックマン氏木版画展受付協力 

7/21 議員全員協議会  

    踊り講習会 執行部との合同懇親会 

7/28 議会打ち合わせ 

7/29 西那須野ふれあいまつり流し踊り 

7/31～8/ 1 研修（東京衆議院議員会館） 

8/ 3 地方議員セミナー 

8/ 6 いなむらコミュニティ創立 40周年式典 

いなむらまつり 

8/ 7～8/ 8 ひたちなか市議会来訪・議員交流会 

8/ 8 子ども未来部レクチャー 

8/ 9 会派代表者会議 市長と懇談会  

8/10 議員研修 

8/12 盆踊り大会（来賓あいさつ） 

8/17 表彰審査会 議員全員協議会  

政治倫理審査会 

8/18 県道黒磯田島線整備促進期成同盟会総会 

8/22 議会打ち合わせ 

8/24 那須地区議員懇流会幹事会、研修会 

8/25 議会運営委員会 県北５市議長会 

8/29 デート DV防止編集委員会 

  8/31 議会定例会打ち合わせ 

9/ 1 市議会定例会開会 会報 79号発行 

 

 
西那須野ふれあいまつり（7/29） 

議会で流し踊りに参加しました 

 

会報 80 号は 11 月 24 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。ブログではカラー版を掲載予定

です。 

 

家族４人で利尻島

と礼文島に行きま

した 新婚旅行以

来です（7/24） 

【編集後記】 

７９号をお届けします。議員活動の中で、市政一

般質問はみなさんの声を届けるための重要なこと

のひとつです。ですから質問をしない理由をどのよ

うにお伝えするか、悩んで書き終えたところです。 

 この夏は太陽の恵みが少なく、米や野菜の出来具

合が心配になります。我が家の庭の片隅には枝豆、

なす、ミニトマト、みょうがの花(写真)がきれいで

す。イチジクは実が熟し始めて豊作です。 

 秋は台風の大雨で災害の起こりやすい季節です。

平地林が切られ太陽光のパネルが目立つ市内を見 

るにつけ、大地が怒って大量の土砂を流すのでは 

ないか、と心配になり 

ます。 

9 月 3 日の日曜日に 

は那珂川河畔公園で市 

の防災訓練が行われま 

す。みなさんの参加をお待ちしています。 
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ハンターマウンテン塩原スキー場は 

夏には「ゆりの花園」になります 

晴れ間を見つけて行ってきました 

去年のほうがたくさん咲いていたように 

思いますが… 

 

 

 

 

 

利尻島の昆布（利尻町） 

夕日ケ丘展望台（利尻富士町） 

礼文島から利尻岳（利尻富士）が見える 

（吉永小百合主演の「北のカナリアたち」ロケ地） 

 

 

那須塩原市盆踊り大会 黒磯小学校校庭 

８/12（土）議長代理で来賓あいさつをしました 

見るだけじゃつまらないので、 

一緒に輪に入って踊りました 

8/13（日）は雨で中止 月曜日に順延になりました 

日曜日に議会有志で踊る予定でしたが、残念でした 

礼文島・利尻島へ家族旅行 


