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12 月定例会日程 

11/27 開会・議案の提案説明 

11/30  会派代表質問（１会派） 

12/１～４市政一般質問（15 人） 

12/４ 議案質疑 

12/７～10 常任委員会議案審査   

12/16 予算常任委員会 議員全員協議会 

12/17 委員長報告 質疑・討論・採決・閉会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

議場での傍聴は可能ですが、通常より人数を 

減らしています。詳細は議事課 0287-62-7181 

 

 那須塩原市のＨＰから生中継 

質問１.市長政策マニフェスト「30 人学級を実現します」について 

学校再開後、小中学生が密集しないようにクラスを半分に分けて授業が行われていまし

た。その結果、「少人数での授業は落ち着きがあり、順調に授業が進んだ」と教育長からの

発言がありました。私は現在の状況下でクラスの人数を減らすことは、三密を作らず子ども

のコミュニケーションを確保するためにはとても重要なことだと考えています。現在の基準は

35 人ですが、30 人学級の実現を望んで質問します。 

 
質問２.今後の学校教育のあり方について 

運動会の縮小、修学旅行やスキー教室中止で、学校・地域・家庭の連携は弱くなってい

ると感じています。忙しい先生方と戸惑う子どもたちの中で、見守る多くの大人の目も必要

になります。そこで学校行事や生徒会活動、部活動・クラブ活動・課外活動、給食と清掃指

導についての課題や配慮すべきことについて質問します。 

 

の
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黒磯駅前 

 寒くなってきました。１０月に何年（何十

年？）かぶりに、インフルエンザの予防接種を

してきました。議会では、マスクをして、換気の

ため議場の扉は常に開けたままになっていま

すが、９月とは違い全議員が一堂に集まり審

議をします。 

 今回は教育のことに集中して質問をします。

インターネットでも中継しますので、ぜひご覧

ください。 
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【新市庁舎の建設用地購入へ】 
９月の一般質問で開庁時期を含めた建設スケジュールの質問を

しました。市長は「任期中には場所を決めたい」と答えていました
が、１１月に、ようやく那須塩原駅から６００メートルの場所を購入す
るめどが立ちました。今後、具体的な設計に入ります。開庁は当初の
予定通り 2023 年度内です。 
 
★購入面積：約 25,000 ㎡（市の土地を含めて 30,000 ㎡） 
★予定価格：約 8 億 4,300 万円               
★移転補償予定価格：約 1 億 5,800 万円 （建物 2 棟など） 

行きやすい、行きたくなる投票所って？ 
 

スリッパで投票した 県知事選挙 

久しぶりに、投票日当日に投票しました。投票所は近くの小学校です。狭い職員玄関で靴を
脱いで、狭い会議室で投票。入り口に置いてある、誰が使用したかわからないような共用のス
リッパに履き替えます。 

シートを敷くなどして、土足のままで入れる場所を使用することはできないものかと、この学
校の関係者に聞いたことがあるのですが、「学校としては問題ないが、市の担当者からそうい
うことを聞かれたことはない」といった回答でした。 

私は選挙権を得てから様々なところで投票しましたが、スリッパに履き替えての投票は、ここ
が初めてです。健康な人が晴れた日に投票する場合でも、実はかなり面倒なことです。 

 

自分の都合で投票ができる 期日前投票 

2019 年３月より、期日前投票の場所として「イオンタウン那須塩原」が追加されました。商
業施設の中に設置するのはとても画期的で、今回の知事選でも 4,000 人近い人が投票しま
した。期日前投票のしやすさは、投票率の増加にも直結します。期日前投票をした知人に、そ
の理由を聞いてみたところ、当日の予定よりも、投票のしやすさを理由に挙げるケースが目立
ちました。 
 

「投票日は子どもがいるし、買い物に行くついでに済ませた」 
「地元の投票所は知っている人がいて、狭いから期日前に行った」 
「晴れて天気よかったから行った」「期日前の方がいつも混んでいないから」 
「靴を脱いで投票するのは腰が痛くてつらいから市役所に」 
「日曜日に行くのは面倒だし」「学校や公民館ではないところで投票したいから」 

 

来春は市議選。個々の投票所の問題点を洗い出して、より良い投票環境を提供することが
大切です。行きやすい投票所を設置するよう、働きかけたいと思います。 

 

 



―山本はるひの議会からこんにちは―  No.92 2020.11.27 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

  

やさしい日本語の表現を学ぶ 【日本語学習支援研修会に参加】 
現在は休講中ですが、会員になっている市の国際交流協会の日本語教室で役立てるよ

う、全４回の研修会に参加しています。 

テキストで印象に残ったものをいくつか挙げると、「日本の生活にもう慣れましたか？」⇒

「もう」は、いらないようです。「ご記入ください」⇒「書いてください」、「お持ちですか」⇒

「ありますか」、「貴重品」⇒「大切なもの」と言い換えたほうが伝わりやすく、熟語はわかり

にくいということも知りました。 

日本語を教えることは思っていた以上に難しいです。自分の日本語を 

学びなおしているように感じます。研修最終日にはインドネシアとスリラ 

ンカの女性に「教えること」の体験をします。不安がいっぱいですが、 

やってみるしかありません。市内でも母国語が日本語ではない人が 

増えています。今後、何か役に立てるよう、勉強を続けていこうと思っています。 
 

 

黒磯駅前の風景が変わる 

７月にオープンした那須塩原市図書館みるる。１１月からは９時

までの開館になり、館内はより幅広く利用できるようになりまし

た。足を踏み入れるときれいで心地よさそうな椅子が並び、本棚

を見ているだけで時間が経つのを忘れてしまいます。学習スペー

スや一人用ブースは、館内のパソコンで事前予約ができます。自

動貸し出し機、ブックシャワー（本の掃除と除菌ができます）は自

分で使えて便利です。 

 

駅前図書館 

みるる 
 

  

 

 

 

平日 10 時～21 時 

土日祝日 18 時まで 

月曜日休館 

11/30 まではシステム更新に

伴い臨時休館中 

座席管理システムの画面 

ゆったり本を読める空間 

 

電子書籍借りられます！電子図書館オープン 

市内在住・在勤・在学の方は電子書籍を借りて読むことができ

ます。あらかじめ利用者 ID とパスワードを登録して、自宅の端末

（パソコン、スマートフォン、タブレット）から借りられて、期限がくる

と自動的に返却になります。試しに借りてみたところ、とっても便利

でびっくりしました。もっとも私には普通の紙の本が読みやすいと

感じますが…。 
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会報 93号は 2月 26日の議会開会日に 
新聞折り込みで発行予定です 

 

日々情勢が変化していますので、最新情報については、市のホームページ等でご確認ください。 

 

 

 

 

 

日時：2021 年 3 月 20 日（土祝） 

場所：にへいふぁーむ（市内佐野） 

対象者：5 歳から小学生までの子どもと保護者 

参加費：大人 1,000 円（子どもは無料） 

お昼は収穫した野菜を使ってサンドイッチ！ 

主催：特定非営利活動法人桜和-OWA 

詳細：安在ますみさん 080-3487-1015 

 新型コロナウイルスは収束せず、落ち着かない毎日

です。 

外食や外出はできるだけ控えて家にいますので、本

を読む時間が増えました。「女帝 小池百合子（石井妙子

著）」「極夜行（角幡雄介著）」はおもしろい内容でした。 

久しぶりに映画も観ました。１７年間にわたり小川淳

也衆議院議員を追い続けたドキュメンタリー映画『なぜ

君は総理大臣になれないのか』です。実現できなくても

理想を持ち続けてこそ政治家。選挙の時にしか興味を

示さない方々に対して何ができるのか、何をせねばな

らないのかと考えさせられました。 

穏やかで静かな年末年始を祈っています。 

山本はるひの活動記録 

9/4～28 ９月定例会 

9/19  伊賀央後援会準備会 

9/23  国際交流協会理事会 

10/4  伊賀央後援会設立総会 

10/8  くるるミーティング 

10/13 団体例会 

10/15 議員全員協議会 

    福祉教育常任委員会協議会 

10/16 国際交流協会理事会 

10/22 武蔵野プレイス見学 

10/26 福祉教育常任委員会所管事務調査 

   （宿泊体験館メープル やぎハウス） 

10/31 日本語学習支援者研修 

11/5  ケアラーズ・カフェ参加 

11/6  教育委員会と常任委員会との懇談会 

11/7  日本語学習支援者研修 

11/8  大根収穫体験の手伝い 

11/9  市政一般質問通告 

11/10 御厨貴氏講演「コロナ禍の日本と政治」 

11/12 庁舎建設検討特別委員会 

11/14 日本語学習支援者研修 

11/15 栃木県知事選挙投票 大山参道掃除 

11/18 教育委員会と意見交換 

11/19 議員全員協議会 議員互助会臨時総会 

11/21 日本語学習支援者研修 

11/21 会報 92号入稿 

11/24 くるる関係者会合参加 

11/27 12月定例会開会 

 
塩原で農業体験をしてきました 
すっと抜けた大根 1 本！ 

“冬の葉もの野菜“ 

収穫体験 

農機具体験もあります 

【市民アンケートにご協力ください】 
 
議会への関心やみなさまの意見を知るために

今年度もアンケートを行っています。那須塩原市

HP⇒市民の方へ⇒那須塩原市議会から回答す

ることができます。紙での回答を 

ご希望の場合は、議会事務局で 

お渡しできます。少々質問が多 

いのですが、お答えいただけれ 

ば幸いです。１２月３１日まで。 

 

 



 
Haruhi`s Autumn Photobook 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

大山参道は日本遺産のひとつ 

鳥野目キャンプ場の桜と紅葉 

塩原の大根は、鹿に食べられて大変 

巻狩り祭は来年に期待！ 

牛乳生産本州一！！ 
意外と知られていませんが… 

「とて焼」は 
塩原温泉の 
ご当地グルメ 

秋の茶臼岳へ 混雑する紅葉の時期を避けて 空がとてもきれい！！ 

山に咲く、りんどうの花 
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