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３月定例会日程 

２/26 開会・議案の提案説明 

３/ １ 会派代表質問 （３会派）  

３/ ２～５ 市政一般質問 （16 人） 

３/ ８ 議案質疑 

３/ ９～12 常任委員会議案審査   

３/17 予算常任委員会全体会 議員全員協議会 

３/18 委員長報告 質疑・討論・採決・閉会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

議場での傍聴はできますが、通常より人数を減らす

可能性があります。詳細は議事課 0287-62-7181 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 号 

山本はるひの市政一般質問 

3月 2日（火） 午後1：15～2：15  

質問時間は答弁含めて 60分 市のＨＰから生中継します 

質問１.市民との協働のまちづくりについて 

本市は「市民が主役、市民目線のまちづくり」を目指しています。市長は市民の声を積極

的に聴いて、スピーディに物事を進めています。さらに住みよいまちにするためには、市民と

行政が協働のまちづくりの考え方を理解・共有して、事業を進めることが重要だと考えること

から質問します。 
 

質問２.投票所の環境整備と選挙の周知について 

4月２５日に那須塩原市議会議員選挙が行われます。投票率アップのためには、投票所

の環境整備も重要な課題です。現在の社会情勢の中で、有権者にとって快適な環境になっ

ているか、投票の手順についてていねいな説明はあるか、確認のために質問します。 

大変な一年を経て病気も完治し、以前よりも

健康で充実した毎日を送っています。 

昨年からオンラインでの会議、研修がふえてい

ます。自宅にいて議会の委員会に参加できるな

んて、想像できないことでした。 

タブレットを開き、パソコンで資料を見ながら、

メンバーの顔を見つつ説明を聞き、意見を述べ

ることができます。当初は目線をどうするかなど

戸惑い緊張しましたが、慣れれば便利な方法だ

と感じています。とはいえ、発言のタイミングが難

しく、やはり一堂に会して会議がしたいと感じるこ

の頃。その日が来るのを心待ちにしています。 

新たなステージへ動き出す 

  

1月 27日 69歳の誕生日 
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１８年前、２００３年５月に黒磯市議会議員

に当選して以来続けていることは、市政一般

質問と会報「山本はるひの議会からこんにち

は」の発行、ブログの更新です。 

黒磯市初議会の日には、議場に入りきれな

いほどの傍聴者が来場しました。初めての質

問は「市は市民に対して適切で的確な情報を

提供しているか」で、具体的には「『広報くろ

いそ』を充実させて、各課の情報を一本化し

『市政サービスの便利帳』という位置づけにし

てはどうか」「ホームページを検索しやすく、内

容も見やすくわかりやすくしてほしい」というも

のでした。 

市民を代表して『思いや疑問を市長にぶつ

ける、提案する、それに答えをもらう』という

「市政一般質問」は、議員にしかできない使

命です。質問だけが議員の仕事ではありませ

んが、本会議での発言は中継があって、ホー

ムページで公開されて、議事録に残るので、と

ても重いものです。 

２０１7年から2年間、副議長を務めました。

基本的に副議長は質問をしないことが慣例

でしたが、その際も必要と判断し、質問に立ち

続けました。 

質問したことや提案は必ずしも実現するわ

けではありませんが、地道にコツコツ訴えてい

くことで変わっていくことはあります。最近では

新しい図書館「みるる」の閉館時間が午後７

時までと決まっていたのですが、私の質問をき

っかけに午後９時までに変更されました。 

さて、右の３ページにはこれまでの質問をず

らっと並べてみました。「協働のまちづくり」は

幾度となく登場していますね。 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   

会報「山本はるひの議会からこんにちは」 

届いていますか 役立っていますか 

会報の発行は市議会や市役所のことを知ってほしい、なかなか 

みえない議員としての日々の仕事をお伝えしたい、という思いで 

続けています。印刷や折り込みなど作成・発行にかかった総費用は、 

新築の家が買えるほどになっています。 

かつて黒磯市の議員だった頃は、３市町の合併が迫っていたこ 

ともあって、毎月のように発行していました。今は基本的に年４回、 

議会開会日に発行しています。44 号までは空色の紙、45 号から桜色にしています。とき

どき、「あのピンクのちらしを新聞に入れている人ね」と言われることがあります。続けて

いるからだとは思いますが、うれしい瞬間です。 

振り返れば、パソコン操作がわからず延々と作業を続けたこと、書いた文章が消えてし

まったこと、入稿に間に合いそうになく徹夜したこと、固有名詞を間違えて再発行したこ

ともあります。それでも続けてきたことは私自身の財産になっています。 

今は 18 年前とは時代も変わり、新聞を読む家庭は減りました。今後はパソコンやスマ

ホで気軽に読めるような情報提供も考えていきたいと思っています。 

 
会報第１号 

2003年 6月 10日発行 

 

 

「「市市政政一一般般質質問問」」はは議議員員のの使使命命  

＊～～＊～～＊～～＊～～＊～～＊～～＊～～＊～～＊ 
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【山本はるひの市政一般質問】１8 年間の軌跡 

 
<2003>市からの情報提供/学校教育/黒磯市図書館と学校図書館/<2004>市のホームペー
ジのリニューアル/市の施設の禁煙/トワイライトサービス/１市２町の合併/健康づくりの取り組
み/新市の組織機構/３市町の合併/学童保育/国民健康保険税/広報・広聴/那須塩原市の
新市計画/男女共同参画の考え方/<2005>那須塩原市の将来像/新庁舎建設/組織のス
リム化と市民サービス/市の組織と行財政改革/公民館/まちづくりへの市民参加/市の組織/
市営住宅/行財政計画/国際観光都市/子育て支援/<2006>市民との協働によるまちづくり
/補助金・交付金・負担金/市民サービス/図書館/「市民の声を聴き、市政に反映させる」こと/
子育て支援/高齢者福祉/臨時職員の待遇/公民館の駐車場整備/「広報なすしおばら」の配

布方法の一本化/ホームページの掲載基準/職員互助会への公費支出/市長交際費/職員の労働
時間と勤務状況/塩原温泉開湯１２００年記念祭のイベントの継続/本州一の生乳産地のアピール/<2007>投票
しやすい投票所の環境づくり/行政連絡員の制度/給食費の滞納/学童保育と「放課後子どもプラン」/犬と人との
共生社会/公共施設での喫煙/東那須野地区の土地利用/社会教育/広報・公聴/窓口対応と各種相談/学校教育
/文書・史料等の保存/健診事業/<2008>公的情報の漏えい防止と公金などの処理/再生紙の使用/救急医療/
食育と学校給食/学校図書の充実/高齢者の外出支援/市民との協働/職員および市長等特別職の退職金制度/
行政連絡員による行政情報の周知/新型インフルエンザへの対応策/児童扶養手当/収納率を向上させるための新
たな納付方法/各種団体等への補助金のあり方/消費生活センターのあり方/学校給食の食材料費の値上がり/全
国学力・学習状況調査/定額給付金/<2009>広報および地域活動の推進/職員が使用しているパソコンのセキュ
リティ対策/市営駐車場/民生委員の役割/公民館の増改築および周辺整備/補助金の 見直し/公共
施設の利用のしやすさと使用料のあり方/市政懇談会/車座談議/男女共同参画推 進 /中小
企業者への支援/市の表彰制度/市有バスの利用/組織体制と事務集約/当初予 算 の 概
要/<2010>勤労青少年ホーム、講座開設の意義と参加者の意識/通学路整備計 画と整
備困難地域の安全策/各種審議会等における女性委員登用の実情/公用車/職員 の出勤
管理電子化/「那須塩原ブランド」/<2011>黒磯駅周辺整備事業/市の予算で行 っ て い
る講演会/市の広報とその周知/保育園整備・運営の現状と今後の計画/ごみの減 量化と
資源ごみの収集方法/在宅高齢者への福祉施策の現状と課題/東日本大震災被 災地へ
の支援と福島原子力発電所事故からの避難者の受け入れの対応/本市の防災対策 と計画 /
東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線汚染の不安解消への対応と対 策/市民と
の協働によるまちづくり/小中学校適正配置基本計画の進捗状況/職員の人材育成/<2012>市単独補助金の見
直し/図書館の管理運営/緊急雇用創出事業/協働の視点での「税負担の公平性」/小中一貫教育のあり方と小規
模特認校開設/放射能対策/情報の共有化/教育委員会の役割とあり方/協働のまちづくり事業の実績評価と今後
の展望/学校給食と共同調理場の今後のあり方/稲村公民館の新築移転/放射能対策と除染/<2013>協働のま
ちづくりのための「広報・広聴活動」/保育園と幼稚園及び放課後児童クラブの現状と課題/小中学校適正配置基
本計画の進捗状況/市民の政治意識と投票率の向上/指定管理者制度による施設の適正な管理運営/高齢者外
出支援タクシー券の年度途中の廃止/放射能除染対策/ホームページによる情報提供のあり方/協働の視点による
国際交流のあり方/国民健康保険の運営/前納報奨金制度/海外都市産業促進事業/<2014>平成２６年度当初
予算の考え方/小中学校の環境整備と子どもの学習環境/協働によるまちづくり/放課後児童クラブ（学童保育）の
あり方/子ども部新設と組織の見直し/宿泊体験館メープルの利用拡大/那須塩原市誕生１０周年記念事業/黒磯
駅周辺地区の 整備/スポーツ施設の整備/<2015>市政運営方針と予算編成の考え方/合併
１０周年の 検証と新市建設計画の変更/平成２７年度の主な事業/駅前図書館は子ども
（あかちゃ んから高校生まで）のために/那珂川河畔公園から鳥野目河川公園までの管
理/青木サ ッカー場の整備/新庁舎建設における今後のまちづくり/学校教育の充実/放
射能対策/ 新庁舎建設に伴う関連施設の整備と協働のまちづくり/<2016>市政運営
の考え方/ 教育行政/議会との関係/家庭から出るごみの減量、資源化は市民との協働
で /「甲状 腺エコー検査」の実施と助成/駅前図書館と市図書館の今後のあり方/今後
の国際交流 のあり方/保育園整備計画/学校給食運営/市民と行政の協働のまちづくり/放
課後児童クラ ブの運営/市単独補助金/<2017>『協働のまちづくり』の考え方/指定管理者
制度のあり方/『黒 磯駅周辺地区都市再生整備計画事業』/二元代表制/市の情報発信/平成３０年度
当初予算編成の考え方/「那須塩原市教育振興基本計画」の推進/<2018>平成３０年度当初予算と事務事業評
価/市単独補助金/行政サービスのアウトソーシング（外部委託）/「黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業」
/<2019>再生可能エネルギー発電設備設置/放課後児童クラブ（学童保育）/「県北の中心地」のイメージと政策
/市の PR/市民との協働のまちづくり/市内の地域間融和/市民の声を聴くこと&市民へ情報を知らせることについ
て/スポーツ推進と国体開催への準備状況/新しい図書館の運営/市の補助金/安心して住み続けられるまちづくり
/<2020>当初予算編成の市長の考え/太陽光発電事業と持続可能なまちづくり/新庁舎への考え方、開庁はいつ
を予定しているか/小・中・義務教育学校での臨時休業の影響/市長政策マニフェスト「３０人学級を実現します」に
ついて/今後の学校教育のあり方/<2021>市民との協働のまちづくり/投票所の環境整備と選挙の周知 …など                 
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編集・発行 山本はるひと元気いっぱい市民の会 
〒325-0037 栃木県那須塩原市美原町 4-815 

e-mail：hirara1025@yahoo.co.jp 

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

４月は市議選がありますので、

次の発行は未定です。 

 

 

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。 

山本はるひの活動記録 

12 / 10 国際交流協会三役会

12 / 13 ローカルマニフェスト研修（オンライン）

12 / 17 国際交流協会理事会

12 / 22 議員研修

12 / 25 議員研修（オンライン）

1 / 20 福祉教育常任委員会 議員全員協議会

政策検討委員会　互助会臨時総会

1 / 22 栃木県庁地方課書類提出 

1 / 28 議員全員協議会　臨時議会

1 / 29 選挙管理委員会レクチャー

2 / 2 福祉教育常任委員会 図書館レクチャー

2 / 4 国際交流協会三役会

2 / 5 庁舎建設検討特別委員会（オンライン）

企画部レクチャー 

2 / 8 市政一般質問通告

2 / 10 政策検討委員会全体会

議員全員協議会

国際交流協会理事会

2 / １８ 国際交流協会三役会

2 / 20 会報93号入稿

2 / 25 会報93号Web版発行

2 / 26 ３月定例会開会　

会報93号新聞折り込みで発行

11/27～12/17　12月定例会

 

 

 

 

もうすぐ３月、春ですね。健康維持のため5000歩のウォーキ

ングを続けています。那須連山にかかる雲や雪は日々変化して、

立ち止まって眺めることもたびたびです。夫婦で公園を黙々と

歩くなんて思ってもいなかったのですが、山を歩くこととは違っ

た気持ちよさと満足感があります。 

今年度の最終議会、落ち着いて、ゆっくりした口調でわかりや

すく質問をしていきたいと思っています。 

   

【新市庁舎開庁へのスケジュール】変更！ 
2020年度 予定地の取得決定（会報 92号に詳細） 

2021年度 新庁舎のあり方検討 基本計画の一部見直し 

2022～2023年度 基本設計 実施設計 

2024～2025年度 建設工事    ※工事終了後開庁予定 

 

   那須塩原市議会議員選挙 
 

★投票日：4 月 25 日（日） 午前 7 時～午後 8 時 

満１８歳以上の方は投票できます 
   （2003 年 4 月 26 日生まれの方は投票できます） 

投票用紙に記入する鉛筆は投票所にあります 
＊自前の鉛筆・シャープペンシルでも OK 投票用紙の 

性質上、開票時に読めない可能性があるのでボール
ペンや消せるペンは使わないでほしいとのことです 
 

★期日前投票は 4 月 19 日（月）～24 日（土）  

期日前投票所は 5 か所 

・市役所本庁舎 ・西那須野支所 ・塩原支所 

・ハロープラザ ・イオンタウン那須塩原 
(入場券がなくても投票できます) 

 

★投票のこと、選挙のことなどわからないことは 

選挙管理委員会事務局へ 0287-62-7183 

 

 

西那須野Ｙさんお手製の

バースデイケーキ 

 

 


