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令和３年９月那須塩原市議会定例会議 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

令和３年９月６日（月曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    １０番 山形紀弘議員 

      １．道の駅「明治の森・黒磯」について 

      ２．本市の通学路について 

    ２４番 山本はるひ議員 

      １．政策・方針決定過程への女性の参画推進について 

      ２．那須塩原市まちなか交流センター「くるる」と那須塩原市図書館「みるる」の運営と連携につ 

        いて 

    １４番 佐藤一則議員 

      １．災害に対する備えの強化について 

    １２番 中里康寛議員 

      １．那須塩原市の魅力を創出する企業立地について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（松田寛人議員） 皆さん、おはようござい

ます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は14名であります。 

  本定例会議においては、新型コロナウイルス感

染症対策のため、議員の半数入替え制を採用する

こととしております。このため、出席議員の数が

少なくなっております。御了承ください。 

  なお、出席していない議員は、自宅等から本会

議中継を視聴することとなっております。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（松田寛人議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（松田寛人議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 形 紀 弘 議員 

○議長（松田寛人議員） 初めに、10番、山形紀弘

議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  昨日で13日間の東京パラリンピックも無事に閉

幕することがありました。日本勢はメダルの獲得

51個というふうなことで、大変すばらしい成績で

幕を閉じることができました。 

  また、本市の眞田選手においても、メダルまで

はあと一歩で及びませんでしたが、私たちに勇気

と感動を与えてくれて、これからのますますの活

躍を期待しております。 

  本日、執行部の皆さん、答弁される方は前向き

の答弁で、この金メダル級のすばらしい答弁を期

待しておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

  議席番号10番、那須塩原クラブ、山形紀弘です。

通告書に従い、市政一般質問を始めさせていただ

きます。 

  １、道の駅「明治の森・黒磯」について。 

  道の駅は、安全で快適に道路を利用するための

道路交通環境の提供、地域のにぎわいの創出を目

的とした施設で「地域とともに作る個性豊かなに

ぎわいの場」を基本コンセプトとしております。 

  また、道の駅は、３つの機能を備えており、24

時間無料で利用できる駐車場、トイレなどの休憩

機能、道路情報、観光情報、緊急医療情報などの

情報提供機能、文化施設、観光レクリエーション

施設などの地域振興施設で、地域と交流を図る地

域連携機能があります。 

  本市には、３つの道の駅があり、青木には豊か

な敷地7.5haの面積の中に、明治時代に建てられ

た青木周蔵子爵の那須別邸が建つ道の駅「明治の

森・黒磯」があり、今年度から再整備の予定であ

ります。 

  この道の駅は、整備によって観光の拠点となり、

農畜産業のさらなる発展を期待することから、以

下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴過去５年間の施設の入り込み客数及び売上金

額の推移から見た課題と観光、農畜産業に与えた

効果をお伺いいたします。 
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  ⑵施設の建替えに至った経緯についてお伺いい

たします。 

  ⑶施設の整備スケジュールと事業概算費をお伺

いします。 

  ⑷再整備を実施する上で、基本的なコンセプト

についてお伺いいたします。 

  ⑸再整備後の運営形態について民間活力が必要

だと思うが、所感をお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 心はいつも金メダル、金

メダルを取るつもりで、いつも市政に邁進してい

る私から答弁をしたいと思います。 

  ⑵と⑷は私が答えようと思います。 

  道の駅は、今議員がおっしゃったように、当初

は一般道の休憩施設から始まったものであります

が、年々多様化をしてきまして、本当に地域の発

信の場であったり、観光名所になっているような

道の駅がございます。 

  そうした変化があって、「明治の森・黒磯」は

もうオープンして20年以上たっているということ

でございますので、老朽化が進んでいるというこ

と。それから時代の流れによって、道の駅も随分

役割が変わってきたなということを鑑みまして、

このたび再整備ということになりました。 

  特に、この青木地区というのは、言わずもがな

の旧青木家の那須別邸がございます。また、豊か

な自然もある、そんな地域でございますので、そ

うした資源があると。 

  それから、再エネの地産地消のエリアとして、

災害時の対応力強化を目指すゼロカーボン街区の

検討を行っております。この地域に新しい施設を

例えばＺＥＢ、ゼロエネルギービルにして、エネ

ルギーを地産地消していくと。 

  それから、おととし千葉の大停電ですね。睦沢

というところだけは、自分たちで、あれは新電力

なんですけれども、町と地元企業が経営する新電

力、あそこの地区だけ、ほかが停電していてもこ

うこうと明かりがついていたということで、そう

いう停電のときも電力供給を可能にしたいと。 

  防災機能を高めていきたいというふうに考えて

おりまして、そうした状況を踏まえると、コンセ

プトがそこは間違えちゃいかんので読みますけれ

ども、「上質な雰囲気に包まれながら、明治の森

ブランドを感じる至福のダイニング」というふう

にしました。特に那須塩原というのは自然とか温

泉のイメージは全国的にあるんですね。だけれど

も、食のイメージが弱いわけですよ、まだ。こん

なにおいしい食材、農業も盛んなわけですよ。で

もやはりあまり那須塩原は御飯がおいしいとか、

イメージが弱いんですよね。 

  だから、食の発信基地として青木の道の駅はや

りたいなというふうに考えていまして、食といっ

てもこれも面積が限られていますから、絞らなき

ゃいかんと。１つは乳製品です。ワールドチーズ

アワードに入選したベストテンに入っているチー

ズ工房があったりとか、乳製品１つチーズとか。 

  それとあと野菜ですね。野菜をしっかり、新鮮

な野菜をＰＲしたいと。野菜も、単に野菜を売る

だけでなくて、オーガニックとか、畜ふんから作

った堆肥を使って、オーガニックを使って、化学

肥料の使用を減らした農産品ややがてはオーガニ

ックも挑戦したいと。 

  それから、もう一つは、見た目ですよね。野菜

もやはりすごくはやっているというか、注目され

ている道の駅だけじゃないですけれども、野菜の

売り方、それもすごくきれいにすごく注目されて

いるような売場はすごくきれいなんですよね。例

えば規格外のふだんだったら廃棄するような野菜
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もカットして、パッケージして、何か紫とか、赤

とか黄色とか、一つ一つがとてもきれいな形でラ

ッピングをして、見栄えもすごくいいような野菜

の売場にしたいと。 

  しかもそれは食品ロスの削減にもなるわけです

から、そういうすごいコンセプトをしっかりやっ

ていって、どういうものを売るのかと。 

  それに加えて、さっき言った自然の環境政策と

いうことで、例えば運搬に電気自動車を使ったり

して、プラス、ゼロカーボンですね。ゼロカーボ

ンはいろんな分野で非常に付加価値がある取組に

なりますから、那須塩原の青木の道の駅は、青木

の別邸の歴史とそれから自然とそれから環境のゼ

ロカーボン街区で、しっかりコンセプトをつくっ

て、食の発信基地として打ち出したいというふう

に考えております。 

  そんなサスティナブルなまちづくりに取り組み

たいと思います。 

○議長（松田寛人議員） 産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 続きまして、私から

１の⑴の過去５年間の施設の入り込み客数及び売

上金額の推移から見た課題と観光、農畜産業に与

えた効果についてお答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和

２年度を除く過去５年間は、順調に右肩上がりに

推移しており、平成27年度から令和元年度までの

５年間で、入り込み客数は約51万6,000人から66

万1,000人と、14万5,000人増加し、売上金額は約

１億6,700万円から２億1,500万円と4,800万円増

加しております。 

  課題としましては、冬の時期は他の時期に比べ

入り込み客数及び売上金額が大幅に減少するため、

誘客への対策が必要であると考えております。 

  観光、農畜産業に与えた効果については、ハン

ナガーデンにおけるひまわり祭りなど、四季折々

の自然を生かしたイベントの開催や観光情報の発

信により、地域への誘客にも寄与していると考え

ております。 

  また、直売所での新鮮な野菜などの販売は、地

域住民にも喜ばれており、生産者の収益の増加に

つながっております。 

  次に、⑶の施設の整備スケジュールと事業概算

費についてお答えいたします。 

  スケジュールにつきましては、今年度に基本設

計、令和４年度に実施設計、令和５年度に施設の

建て替え工事及び外構工事を実施し、令和６年度

にリニューアルオープンを予定しております。 

  概算事業費につきましては、直売所及びレスト

ラン棟の面積を拡張し、建物で消費するエネルギ

ーの収支をゼロにすることを目指した、いわゆる

ＺＥＢを導入した施設への建て替え工事、また駐

車台数を確保するための駐車場改修工事などを考

えており、大枠での事業費は把握しておりますが、

現時点で施設の規模や仕様等が未確定であるため、

今後予定している基本設計の中で算出していきた

いと考えております。 

  後に、⑸の再整備後の運営形態における民間

活力の必要性に関する所感についてお答えいたし

ます。 

  再整備後の道の駅は、地域振興、地域活性化を

担うといった公益性と、一方では事業を継続して

いくための収益性の両面を併せ持つ必要がありま

す。 

  本市が描く道の駅のコンセプトに沿った事業を

展開していくためには、市と地域との連携ととも

に、民間活力の導入が不可欠であると考えており

ます。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 答弁ありがとうござい

ます。 
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  それでは、順次再質問していきます。 

  ⑴について再質問しますが、国土交通省が中心

となって、平成５年から現在2021年６月までに全

国に1,193か所の道の駅があると言われています。

また、栃木県内には道の駅が25か所あり、本市に

そのうち３つがあるということで、平成の大合併

とか、そういった様々な要因もありますが、何と

岐阜県の高山市では市内に８つも道の駅があると

いうふうなデータもちょっと調べさせていただき

ました。 

  また、道の駅には、売上げについてばらつきが

非常にある。それはやはり目の前に通る幹線道路

ですね。その交通量が多いと、やはり売上げが上

がり、来場者数も伸びるというふうな傾向が出て

いるというふうなことを調べさせていただきまし

た。 

  また、インバウンドということで、観光客を見

据えて、宇都宮のろまんちっく村も道の駅ですね。

民間の企業とタイアップして、宿泊施設ですか、

そういうふうなものも兼ね備えて、様々な道の駅

の形態があるというふうなことがあります。 

  そんな中、先ほどの部長の答弁では、右肩上が

りで売上げと来場者数も伸びているというふうな

ことで、その売上げの金額の増加、来場者数の増

加、これどんなところ、これ大変すばらしい産直

をやられている方、青木の道の駅の方々の御努力

もあるんですが、どういった要因で右肩上がりで

上がっているのか、その辺はどう捉えているのか、

お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） それでは、入り込み

客数とか、売上金額が増加している、その要因に

ついてどう捉えているかということでございます

けれども、こちらにつきましてはその指定管理者、

あとは直売所、あとは飲食店などが連携をしまし

えて、例えば秋の収穫祭だとか、そういったとこ

ろの定期的なイベント、あとはゴールデンウイー

クなんかにおいてもイベント開催とか、そういう

ことをやっていますので、そういったイベントで

すね。そういうものの積み重ねが伸びてきている

要因だというふうに捉えております。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） ホームページもフェイ

スブックも道の駅は持っていますので、私も少し

拝見させてもらって、一生懸命ＰＲされている結

果、こういうふうに売上げも来場者数も伸びると

いうふうなことは、大変喜ばしいかと思います。 

  また、先ほども部長のほうの答弁でありました

が、どうしても冬季ですか、野菜が取れないとい

うふうなことで、こちら非常に直売所に行く方が

少なくなると、もし再整備後、やはり冬季、野菜

がない時期に何らかの取組を今のうち考えておか

ないといけないと思いますが、具体的に冬季に対

する対策はどのように考えているか、お伺いいた

します。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 冬季に対する対策と

いうことでございますけれども、まずは出荷者の

範囲、そういうものを広げていきたいなというふ

うに思っているところです。 

  また、冬季に出荷できる野菜、そういったもの

の種類をもっと増やせないかというようなものも

検討させていただきたいと思いますし、あとは道

の駅における体験イベントとか、そういったもの

での来場者数の増加、あと併せて今回レストラン

もやりますので、そういったものでの増収、そん

なものを図っていきたいというふうには思ってい

ます。 
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○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 冬の間はどうしても閑

古鳥になってしまうので、その辺はしっかりと今

のうちから対策を講じていただいて、しっかりと

やっていただきたいと思います。 

  どうしても道の駅というと、私たちも行きます

が、生産の直売所ですか、先ほど２億1,000万円

の売上げがあるというふうなお話があったんです

が、２億1,000万円のうち産直、野菜はどれぐら

いの売上げの金額の割合を占めているのか、お伺

いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 道の駅での売上げの

中で、産直がどのぐらい占めるのかといったとこ

ろでございますけれども、農産物の売上げが大体

７割を占めているといったところでございます。

そのほか那須塩原ブランドとか、そんなような物

販なんかも置いてありますので、そちらのほうが

３割といったところかと思っています。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） ７割というふうなこと

で、非常に大きなシェアを誇っているというふう

なことが分かりました。 

  これをさらに再整備後はもっともっと生産者の

収益増加につなげていただきたいと思うんですが、

直売所の生産者の方の収益増加、そういうふうに

伸ばす工夫、そういったものは検討されているの

かどうか、お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） それでは、生産者の

収益を伸ばす工夫は何か考えているのかといった

ところですけれども、先ほどもちょっと市長の答

弁の中でもございましたけれども、いわゆる市場

の規格にこだわらないで、野菜を小分けにカット

して、利用しやすいように袋詰めにしていくとか、

そうやって無駄をなくしていくということも必要

なんだろうというふうに思っていますし、あとは

レストランのほうでその野菜を使うといったとこ

ろでの無駄を削減していく、それに消費者目線で

商品を並べられるように、ちょっとした専門家と

いうか、アドバイスを受けながら、商品を並べて

いきたい、そんなふうに思っているところです。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 様々な工夫を講じてい

ただきたいと思います。 

  昨日、私も質問する前に、道の駅に行ってきま

したが、売場が狭い、人と人の擦れ違う場所も少

ない、もちろんショッピングカートなんか通らな

いので、そういったレイアウト、消費者の目線に

関して直売所はしっかりと、そういうふうなこと

によって利便性が図れれば、買う方もあと１つ、

あと２つ購入するきっかけとなりますので、利便

性を図ったすばらしい直売所でいただきたいと思

います。 

  それでは、続きまして⑵から⑸まで関連があり

ますので、一括にて再質問させていただきます。 

  ８月の議員全員協議会のほうでも概算の事業費

というふうなことで数字が示されました。結構な

金額でちょっとびっくりしておりましたが、この

概算事業費に対して何らかの補助金、またはそれ

を使っても市の一般財源の持ち出し、その辺はど

れぐらいあるのかお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 概算事業費に対する

補助とか、あとは市の持ち出しといったところで

ございますけれども、我々としてもこの市の持ち

出しを少しでも減少できるように補助金等を活用
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していきたいというふうに思っております。 

  そういった中で、今現時点で考えられている補

助金としまして、国のほうの農山漁村活性化整備

対策補助金とか、そういうものが該当するかなと

いう部分がありますので、そちらのほうの活用を

図っていきたい。ちなみに補助率としては２分の

１になるかと思いますが、そうしますと残りの部

分については市の持ち出しという部分が出てくる

かと思いますけれども、あとは事業費のほうを精

査しながら、できるだけ持ち出しが少ないように

していきたいというふうに思っております。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） ２分の１としてもかな

りな事業費ですので、ちょっとその辺は懸念され

るので、しっかりとした計画を立てていただきた

いと思います。 

  この間の協議会、全協の中では、この委託先と

いうふうなことは第三セクターというふうな話を

いただきました。概算の事業費のコスト削減、こ

れはもちろん努めていかなければならないんです

が、民間活力で、先ほど全員協議会の整備計画の

中では第三セクターというふうなことが載ってい

ました。また違った手法で公民が連携し、公共サ

ービスの提供を行うスキームがあって、ＰＰＰの

代表的な手法としてＰＦＩ事業というふうなもの

があります。そういったもので建設費、またコス

トの削減ができるというふうに考えられます。 

  そういった結果、第三セクターというふうなこ

との選択肢になった経緯、また我が那須塩原クラ

ブでも昨年要望書の中で、公共施設運営における

公募型のプロポーザル方式の採用やＰＰＰ、ＰＦ

Ｉの活用などにより、民間のノウハウを積極的に

活用し、歳出抑制を図るための施策を講じること

というふうなことで、会派のほうで要望書を出し

ていました。回答のほうが現在、公共施設の運営

については、そういったものも活用して、どちら

かというと指定管理者制度が多いですね、今は。

歳出抑制及び利用者のサービス向上を図るための

施策について検討してまいりますというふうな答

弁がありました。 

  その辺も含めて第三セクターというふうになる

と、道の駅の那須の友愛の森、あれも第三セクタ

ーですね。元気あっぷむら、高根沢、あれも第三

セクターだと思います。ＰＦＩ事業で全国で道の

駅もやっているというふうなところもかなりあり

ますので、コスト削減に努めるんであればＰＦＩ、

要するに民間に委託して、少しでもコスト費を下

げていただきたいと思うんですが、これ第三セク

ターになった経緯について、改めてお伺いします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 第三セクターになっ

た経緯ということでございます。また、こちらＰ

ＦＩの活用とか、そういったものについても検討

が必要じゃないかといったところをいただいたと

ころですけれども、平成30年の頃になるんですけ

れども、その頃に青木ふるさと物産センターの改

修建て替え工事に関連いたしまして、学校、民間

活力を活用したＰＦＩの検討のために、国でやっ

ていますサウンディング事業というのに参加した

ところです。そのときには民間５社が参加してい

ただいて、いろいろ意見をいただきました。 

  その中で、いただいた意見の中に、今回の青木

ふるさと物産センター、そちらについては規模が

小さいためにＰＦＩ導入による財政の削減という

のはちょっと難しいところがあるのではないかと

か、あとは設計、施工、運営について、一体的に

行ったほうがいいか、それとも別のほうがいいか、

うちのほうでも聞いたところ、やはり施設規模と

いうものが重要になってくるんで、設計施工を一
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緒に行うか、別にするかそれでもそこまでそんな

に大きな差は出ないんではないか。また、どのぐ

らいの自由裁量で民間事業者が参加できるのか、

そういったものが重要になってくるのではないか

というふうな御意見をいただいていたところです。 

  そういった中、確かにＰＦＩ方式、いろいろな

事業者さんが契約期間の中で早期の資金回収とあ

とは企業の収益確保をする必要があるために、ど

うしても公設民営方式と比較すると、収益を重視

する傾向があるんじゃないかというふうに言われ

ているところもございます。 

  我々も道の駅において、収益性も当然重要視し

ますけれども、再整備後の道の駅というのは、市

の施策、そういったものを目指す、それを具現化

するとともに、地域の振興、活性化などといった

様々な効果をもたらす役目があるんだろうという

ふうに思っているところなものですから、そうい

った公益性を十分に発揮するためには、ＰＦＩと

か、そういう方式じゃなくて、第三セクターのほ

うがいいんじゃないかと、そういった結論になっ

たところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 市の施策に反映しやす

いということで第三セクターを選んだということ

で、何度も言いますけれども、ＰＦＩ事業のメリ

ットとしてみれば、民間のノウハウを活力として、

あと公共事業の価格が安くて、優れた品質の向上

とサービスの提供というふうなこともあります。 

  第三セクターというふうなことの今の部長の答

弁ですが、第三セクターになった場合、民間の

方々とタイアップしてやるように、自治体と様々

な民間の方々と第三セクターを設立させるという

ことですが、現在どういった企業の方々と第三セ

クターを共同として運営されていく予定があるの

か、お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 第三セクターをやっ

たときにどのような企業とタイアップしていくの

かといったところでございますけれども、現時点

ではまだ決定はしていないところでありますけれ

ども、県内のほかの道の駅なんかを参考にしてい

きますと、金融機関とか、あとは農業団体、あと

は商工団体などから出資してもらっているという

のが多いのかなというふうに見ているところです。

なので、我々もそれらを参考にしながら、検討し

ていきたいというふうに思っているところです。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） どこの第三セクターも

同じような感じ、地元の金融機関あとは団体さん

というふうな形で、その辺のことは理解しました。 

  また、一番大事なところだと思うんですが、再

整備計画とともに、マーケティングですよね。市

場の調査、そういったものもしっかり行って、例

えば県道369号線、目の前の交通量の調査、あと

は66万1,000人に対しての観光客の割合、あとは

２億1,000万円に対しての客単価、そういったも

のも市場調査をしっかりなされているのかどうか、

改めてお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 市場調査についてど

こまでやっているのかといったところでございま

すけれども、市場調査につきましては、今までの

販売実績だとか、あとは今の道の駅での課題、そ

んなものもありますので、それらを参考に改善を

図っていきたいというふうには思っておりますが、

今後計画を具体化する段階では、利用者のアンケ

ートそういったものは実施して、またより魅力的

な道の駅にしていきたいというふうには思ってお
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ります。 

  また、今後事業の収支計画、そういったものも

策定していきますので、その中で客単価だとか、

そういったものもその中に取り入れながら、事業

計画のほうをつくっていきたいというふうに思っ

ています。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） そういった市場調査は

非常に大事ですので、ちなみに計算すると２億

1,000万円の売上げに対して66万人というふうな

客単価を割ると、１人当たり318円というふうな

数字が出ております。中にはもちろん休憩して帰

るという方もいますので、客単価が上がれば、お

のずと売上げが伸びるというふうな手法も、皆さ

ん買物をするわけではございませんが、その辺の

観光客の割合が何％か、１人当たりの客単価を伸

ばす工夫をこれからしっかりと調査していただき

たいと思います。 

  続きまして、地域活性化の拠点として、施策や

事業などどんなことを考えているのかというふう

なことで、ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーツーリズ

ムですか、そちらの後夜祭等で日本遺産の前でこ

の間行いました。例えば９月２日、今回は今コロ

ナでできませんが、牛乳の日でしたら、あそこで

イベントを何かやるとか、あとチーズフォンデュ

選手権なんていうのもあそこの場所でやれるんじ

ゃないかなと思いますが、地域活性化の拠点とし

て、今後施策や事業、どのようなことを考えてい

るのか、お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 地域活性化の拠点と

して、どんなことを考えているのかといったとこ

ろですけれども、今議員さんがおっしゃったよう

なそういったイベント、屋外広場だとか、あとは

ハンナガーデンとかがありますので、そういった

ところと一体化した施設の利用だとか、あとは先

ほども言いました66万人来ても客単価が310円、

そういう中で、直売所のほうに寄ってもらえるよ

うに、直売所で野菜を見せるというんですか、そ

ういったものでお客さんに買ってもらえるような

道の駅にしていきたいと思いますし、にぎわいと

くつろぎ、そういった場を提供できるような魅力

満載のイベントなんかを企画しながら、そこから

いろいろな情報を発信していきたい、そんなふう

に思っているところです。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 分かりました。 

  少し内容になってしまうんですけれども、今回

再整備するというふうな面積ですね。恐らく今の

トイレは多分壊さないでそのままにしていると思

うんですが、今のレストランと直売所を壊して新

たに造る。そして非常に道の駅を利用している

方々がよく言うのは、駐車場が止めづらいという、

ぐるぐる回ってなかなか止めづらい、車を乗って

いる方は分かると思うんです。頭から入って、後

ろから出る。バックするときちょっとなかなかし

づらいというような指摘も再三再四受けておりま

すので、その辺も含めての整備なのか、改めてお

伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 今度、建築面積を拡

張するとどのぐらいの面積なのか、あと駐車場は

どうするのかといったところですけれども、現在

の青木ふるさと物産センターの建築面積というの

が直売所とレストランを合わせて大体380平米で

ございます。そういった中で、うちのあそこに持

っている敷地面積が全部で1,600㎡ありますので、

土地を無駄なく使っていけば、今の倍程度のもの
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が建てることが可能ではありますけれども、今後

の基本設計の中で、その辺については算出してい

きたいというふうに思っています。 

  また、駐車場につきましても、レイアウトの変

更ですね。そんなものをしながら駐車台数を増や

していけるようにしていきたいと思っているとこ

ろです。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） ぜひ駐車場に関しては

いろいろな利用されている方々の声ですので、し

っかりと受け止めて、再整備の中にしっかりと組

み込んでいただければありがたいと思います。 

  また、青木の道の駅ですか、県内、全国的にも

非常に珍しい日本遺産を兼ね備えた青木別邸があ

ります。また、目の前にキョクトウ青木フィール

ド、サッカー場ですね。そことかを見ると、すご

いポテンシャルが高い地域であります。日本遺産

でありながら、正直言って道路から全然見えない

ので、どこが青木別邸なのか、そういうふうな声

も聞こえますんで、そういったものを含めて青木

別邸、サッカー場、そういったものも含めてぐる

っと回るように、例えば青木サッカー場でお子さ

んがサッカーをしている間、あそこにおる父兄さ

んが道の駅に来ていただけるような仕組み、歩い

てくるとちょっと大変なので、そこだけシェアサ

イクルとか、そういうふうなものも活用していた

だいて、また青木別邸ですか、ただ200円を払っ

てぐるっと回るだけではなくて、あの中で食事が

できたり、社会科の授業の一環で明治時代の話の

授業になったら、あそこで授業をするとか、せっ

かく日本遺産でありながらなかなか活用できてい

ないというふうな現状があります。 

  また、市の公民館同様に、あの施設を会議とか

講習会の場でそういったもので利用していただい

て、さらなる活用方法で道の駅がすごい持ってい

るポテンシャルが高くなるというふうなことがあ

るので、その辺は改めてどう考えているのかお伺

いします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 青木別邸とか、あと

近隣のサッカー場、そちらを使った活用方法は何

か考えているのかといったところでございますけ

れども、この道の駅につきましては、青木別邸の

イメージを生かした道の駅にしたいというふうに

はずっと思っているところでございます。ＯＮＳ

ＥＮ・ガストロノミーとの後夜祭とか、そういう

のもやりましたけれども、青木邸をバックにした

イベント、例えば演奏会だとか、食事会だとか、

そんなものをやっていきたいというふうに思って

いますし、また青木別邸の前に芝生の部分もあり

ますので、そういうところでマルシェをやるとか、

あとは貴族にちなんだイベント、そんなものをや

ってみるとか、そんなものをちょっと考えていき

たいというふうに思っていますし、またサッカー

場を含めた相乗効果、やはり議員さんがおっしゃ

るようなものも必要なんだろうというふうに思っ

ていますんで、青木地区を楽しめるような周遊コ

ースというか、そんなものができないか、そして

そういうものの相乗効果で来場者を増やしていき

たいというふうに思っていますし、今後青木別邸

の活用については、あの建物を所有しているのは

県のほうになりますので、県のほうと活用につい

て、活用できないか、ちょっと協議させていただ

きたいというふうに思います。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） ぜひフル活用して、日

本遺産が本当にいいものでありますので、活用し

ていただきたいと思います。 

  また、先ほど市長の答弁からもゼロカーボン街
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区ですね。そういうふうなお話もありました。Ｚ

ＥＢというふうなことで今あったんですが、建物

内で消費する一次エネルギーですね。パソコンを

使ったり、電気をつけたり、そういったものを少

なく、ゼロにしましょうというふうな建物の総称

をＺＥＢというふうなお話だと思います。 

  そういうふうなものを使いながらＺＥＢですね。

もちろん本市はゼロカーボン宣言都市でございま

すので、それにふさわしい道の駅、環境に配慮し

た道の駅にしなければならないというのももちろ

ん重々やっていかなきゃならないということもあ

ります。 

  青木地区、これ非常にポテンシャルが高く、近

くには那須疎水が通っている。それを活用した小

水力発電、また目の前の青木サッカー場は広場が

あって、あそこは太陽光発電なんかもできるんじ

ゃないか。再生可能エネルギーの適した非常にす

ばらしい土地だと思うんですが、先ほどの答弁の

中で、ゼロカーボン街区に与える市民の効果です

ね。あとはＺＥＢで環境省の補助金とかで使える

んであれば、コスト削減につながると思いますが、

改めてお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  気候変動対策局長。 

○気候変動対策局長（黄木伸一） ゼロカーボン街

区ということなので、私のほうからお答えさせて

いただきます。 

  ゼロカーボン街区というのは、あの地区、おっ

しゃるとおり再生可能エネルギーのポテンシャル

が非常に高いんです。昨年度調査した結果、あの

地区での再生可能エネルギーを活用して、平時で

は脱炭素化、災害時では先ほど市長が申しました

ように、停電しないようなエリアをつくれるんじ

ゃないかというようなことを検討したんです。今

年、あの地区についてそれを一体的にした構想を

策定しようと思っています。 

  その結果、市民に与える影響という御質問だっ

たので、那須塩原市が前向きに脱炭素化を図って

いるんだということをＰＲして、なおかつ先ほど

言ったように脱炭素によるブランド化をあの地区

で図れればなと思っています。 

  あともう一つ、たしかＺＥＢの補助金という話

でしたけれども、環境省の概算要求では補助金が

ございます、ＺＥＢに対する。あともう一つ新し

く脱炭素先行地域に関する交付金というのを環境

省が創設、検討しています。これ今年うちの市長

がゼロカーボン市区町村協議会の副会長として、

小泉大臣に提言したものが反映されたものと勝手

に私どもは理解しているんですけれども、交付金

なんかでも脱炭素先行地域なんかで、意欲的な取

組をしている自治体に対してＺＥＢをつくる場合、

交付金制度を活用できるというのがありますので、

いずれにしろ、そういうのを産業観光部と情報共

有しながら、活用の方法を考えていきたいと思い

ます。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 使えるものは何でも使

っていただいて、事業コストの削減に努めていた

だいて、先ほども言いましたが、青木地区は私も

車ですぐのところで、非常に小さい頃からよく行

った、遊んだ場所でございますので、そこの道の

駅の再整備を非常に期待しております。 

  道の駅がただのお土産屋で終わる時代ではござ

いません。そういった本市にふさわしい、環境に

配慮したすばらしい道の駅の再整備を期待してお

りまして、この項の質問を終了させていただきま

す。 

  続きまして、２、本市の通学路について。 

  今年６月に千葉県八街市の市道で下校途中の児

童の列にトラックが突っ込み、男女５人が死傷す
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る事故が発生しました。事故現場は歩道やガード

レールがなく、５年前にも同じ小学校の通学路で

事故が発生しており、地元では以前から指摘され

ていた場所で対策が進まなかった中での再発事故

でありました。 

  本市では、全国で登下校中に児童が死傷する事

故が相次いで発生したことから、平成24年８月に

各小学校の通学路において関係機関と連携して緊

急合同点検を実施し、児童の登下校の安全確保に

向けた取組を行うため、平成26年７月に那須塩原

市通学路交通安全対策プログラムを策定しました。

今後もプログラムに基づき関係機関が連携して、

児童が安心に通学できるように通学路の安全の確

保を図っていくことから、以下の点についてお伺

いいたします。 

  ⑴通学路整備事業の内容と目的についてお伺い

いたします。 

  ⑵ゾーン30についての所感をお伺いいたします。 

  ⑶現在行っている通学路の交通安全対策の取組

をお伺いいたします。 

  ⑷通学路交通安全対策プログラムの内容と課題

についてお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（関 孝男） ２の本市の通学路につい

て、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の通学路整備事業の内容と目的につ

いてお答えいたします。 

  本事業の内容は、那須塩原市通学路の整備に関

する要綱に基づき、地域や学校などから要望があ

った簡易な歩道の整備や区画線の設置等を行うも

ので、通学時における児童の安全確保を目的とし

ております。 

  なお、今年度の予算といたしましては、委託料

及び工事請負費を合わせて900万円を計上してお

ります。 

○議長（松田寛人議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（磯  真） 次に、⑵のゾーン30

についてお答えいたします。 

  ゾーン30は交通事故防止のため自動車の 高速

度を時速30㎞に制限する区域を定めるもので、生

活道路や通学路における歩行者等の安全・安心に

つながっているものと認識しております。一方、

交通規制を伴うことから、指定に当たっては地域

の合意形成が重要であると考えております。 

○議長（松田寛人議員） 教育部長。 

○教育部長（後藤 修） 私のほうから⑶、⑷につ

いて答弁させていただきます。 

  ⑶の現在行っている通学路の交通安全対策の取

組についてお答えいたします。 

  本市の通学路の交通安全対策の主な取組といた

しまして、通学路交通安全対策プログラムに基づ

き合同点検を実施しております。点検により危険

箇所を把握し、必要な対策の検討を行っておりま

す。 

  また、各学校では教職員及びスクールガードボ

ランティアが通学路危険箇所について情報共有を

図り、登下校時の交通安全指導を行っております。

さらに、小学校では通学路点検を実施して、教職

員が児童と共に通学路を歩き、現場を確認しなが

ら安全指導を行っております。 

  後に、⑷の通学路交通安全対策プログラムの

内容と課題についてお答えいたします。 

  本市では、通学路交通安全対策プログラムを策

定し、通学路の安全確保に努めておりますけれど

も、プログラムの主な取組として合同点検を３年

に１回行っております。合同点検では、市教育委

員会、学校、市役所の関係部局、警察及び国・県

の道路管理者が合同で通学路の危険箇所の点検を
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行います。点検の結果を踏まえ、対策が必要な危

険箇所の具体的な対応を検討し、通学路安全推進

会議において対策方針を決定し、関係機関と連携

を図りながら対策を進めてまいります。 

  課題といたしましては、危険箇所の対策を検討

する上で、関係機関とさらに十分な連携を図って

いくのに一定の時間を要することが挙げられます。 

  以上でございます。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） ありがとうございます。 

  それでは、⑴について再質問させていただきま

す。建設部のほうだと思います。 

  この通学路整備事業費、平成25年から昨年度ま

で決算書を見させていただいたんです。予算900

万円に対してこの執行率、ゼロのときもある、30

のときもある、80のときもある。せっかく予算が

あるのになかなか使い切れない、その年度によっ

てばらつきが非常に、執行率が悪いんですね。こ

れは何でかなと思って調べてみましたが、なかな

か分からないんですが、この執行率が悪い要因は

どういったところかお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（関 孝男） 執行率が悪い、その要因

ということでお答えいたします。 

  通学路事業費は少ない費用で児童の安全・安心

な通学路を確保するために、那須塩原市の通学路

の整備に関する要綱に基づいて実施しております。 

  本事業の執行は地域などからの申請件数、これ

によるもので、年度、年度によってばらつきが生

じているものの、確かに議員おっしゃるとおり、

元年度、２年度は未執行というふうになっており

ます。 

  その要因といたしましては、令和元年度は予定

しておりました事業箇所、これが取り下げられた

ことによって未執行と。２年度におきましては、

新型コロナ感染対策、この事業費確保のために事

業を中止したということで、結果としてそれぞれ

執行がございませんでした。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 要因は大体分かりまし

た。しかしながら、その要綱に基づいてやると、

なかなか簡易な歩道というふうなことになると、

狭まってくる。少しこの私も要綱を読みましたが、

もう少し使いやすい、もっと活用しやすい、予算

が計上しやすいように、ちょっと変更していただ

きたいなと思います。 

  ちなみに、今年度は通学路整備事業費の計画が

多分立てられていると思うんですが、場所と金額、

しっかり執行されているのか、確認の意味でお伺

いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（関 孝男） 令和３年度の事業箇所と

金額ということでお答えいたします。 

  令和３年度は、場所といたしましては西三島７

丁目の西小前通り、ここで歩行者だまりの設置を

行います。また、もう一か所、下永田地内で大山

小学校付近、この通りで通学路の舗装、これを予

定しております。 

  執行額につきましては、合わせて900万円を見

込んでおります。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 予算ぴったし使ってい

ただけるということで、しっかり整備をしていた

だきたいと思います。 

  先ほど通学路整備事業というのは年間に900万

という予算しかありません。中にはそれ以上にか

かる大規模な歩道整備、そういったものもあるん

ですが、それ以外の工事の仕方、予算の方法、そ
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ういったものは現在どのようになっているのか、

改めてお伺いします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（関 孝男） 事業費が大きいものにつ

いてということでお答えいたします。 

  比較的大規模な歩道整備事業というのは、社会

資本整備総合交付金事業というものがありまして、

その中の防災安全交付金を活用して事業を進めて

おります。これは国からの交付金がありまして、

この交付率がトータルの事業費の55％、これが交

付されることになっております。 

  また、３年度の整備内容につきましては、道路

拡幅、歩道整備、またグリーンベルトの設置など、

全部で10か所を予定しております。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 今年度は10か所を予定

していると、グリーンベルトと、その10か所の選

定方法ですね、どういうふうな計画でやるのか、

優先なのか、地元からの要望なのか。この10か所

になった経緯ですか、その辺は教えていただけま

すか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（関 孝男） 10か所の経緯ということ

でお答えいたします。 

  まず、合同点検の結果、対策が必要とされた箇

所については、その後、通学路推進協議会、これ

において担当する機関を決定します。建設部につ

いては主に歩道整備とかグリーンベルトの設置な

ど、要はハード対策を担当するということになり

ます。 

  優先順位につきましては、交通量や児童の通学

状況、何人いるかとか、あとは周辺の環境の変化、

家がすごくできてきたとか、そういう変化、あと

要望とか、様々な条件を考慮して総合的に判断し

て事業箇所を選定しているというような状況にな

ります。 

  また、防災安全交付金事業の内示率、先ほど

55％というふうに申し上げましたけれども、55％

は同じなんですけれども、うちのほうが例えば２

億欲しいですと要求しても、それが満額来ないん

ですね。２億交付金が欲しいんですと言っても１

億しか来なかったら、計画どおりに事業が進まな

いというところもありまして、その交付率によっ

て執行可能な事業が左右されてしまうというとこ

ろがあります。 

  なお、道路拡幅に伴う道路整備、用地買収とか

そういうものが生じるもの、長期的な事業につい

てはそういう内示率もあるんですけれども、毎年

継続して事業を進めていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 10か所にわたる経緯、

分かりました。 

  あともう一つ、建設部のほうからちょっと聞き

たいんですが、通学路の点検、そういうふうなも

のは、調査、どのように現在実施されているのか

お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（関 孝男） 通学路の点検とか対策に

ついてお答えいたします。 

  通学路の点検につきましては、道路課の職員に

よって日常のパトロールによって、一般市道など

と同様に目視によって巡回とか点検を行っており

ます。その巡回や点検によって危険箇所を早期に

発見、こういうことを努めて点検をしているんで

すけれども、そういうところを発見した場合につ

いては、直ちに損傷箇所の補修、こういうものを
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行っているという状況です。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 続きまして、⑵のゾー

ン30についてでございますが、栃木県内に58か所

ゾーン30、全国で4,031か所、その中に何と本市

ゾーン30は西三島地区１個だけです。これは平成

25年度に設置したというふうなことなんですが、

ゾーン30といって、私も昨日わざわざ行って見て

きて、本当に狭い路地のところでございます。 

  この設置に当たる経緯と、そのゾーン30にした

効果、どのようにあったのかお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  市民生活部長。 

○市民生活部長（磯  真） 設置に至るまでの経

緯につきましては、地域からの要望を受けまして、

栃木県公安委員会が先ほど議員おっしゃいました

ように平成25年に設定したものでございます。 

  設置したことによります効果と検証につきまし

てですけれども、三島地区のゾーン30の区域内で

は、平成26年から今年までの７年間で３件の負傷

事故が発生しておりますけれども、面積当たりの

事故発生件数はほかの地区と比べましても少ない

というふうな状況がございます。 

  また、死亡事故も発生しておりませんので、交

通事故防止への効果があるものと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 車に乗っている私とし

てみれば、30㎞というのはすごく遅いんですね。

それなりにその箇所で３件しかないということは、

やはりそれなりに効果があるという。この設置に

当たって、これは栃木県警のほうですね、警察の

ほうですので、なかなか設置に至るまでには住民

の方々の合意形成が必要だということで。 

  ゾーン30にすると、道路の真ん中のセンターラ

インはもう消すようなんですよね。なくなってし

まうということで、そういうふうな結構難しいハ

ードルがあるということでありますので。もし本

市でもそういったゾーン30の要望等があればしっ

かりと対応していただきたいと思います。 

  続きまして、⑶から⑷については関連がありま

すので一括して再質問させていただきます。 

  先ほど部長の答弁の中でスクールガード、これ

をやられている方、本当に助かります。朝と晩と

いうことで、私もおととい、スクールガードを一

緒にやられている方にいろいろお話を聞きました。 

  課題と現状というふうなことで質問させていた

だくんですが、学校との情報共有があまりないと

いうふうなスクールガードの方々から声をいただ

きました。あとは、ジャンパーとかの備品なんか

も対応して、そういうふうなものも要望している

というふうなことで、なくてはならないスクール

ガード、これは今市の事件から多分本市でもしっ

かりとやられているということなんですが、この

スクールガードの現状と課題、いろいろあると思

うんですが、改めてお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（後藤 修） それでは、スクールガー

ドの現状と課題ということでお答えをさせていた

だきます。 

  スクールガードボランティアにつきましては、

今、ＰＴＡ、それから自治会、それからコミュニ

ティーから活動者を募集しているということで、

今年度は市内で882名の登録がございます。 

  活動としましては、議員御案内のように１年を

通じて登下校中の児童の見守りをしているという

こと。それから年２回程度なんですけれども、学

校と通学路の現状に関する情報共有、登下校の児

童の様子を話し合う機会があるということでござ
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います。 

  課題ということでございますけれども、スクー

ルガードボランティア、人員確保がなかなか難し

いということで、地域によってはやはり高齢化も

進んでいるということでございますので、なかな

かこの人員確保についてが課題の一つだというふ

うに認識してございます。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） どこの分野においても

成り手不足というようなものは非常に懸念されま

す。ボランティアですので、本当に人を探すのは

大変ですが、その辺のスクールガードの皆さんの

声をしっかりと受け止めて、今後に役立てていた

だきたいと思います。 

  先ほど答弁の中で、通学路交通安全プログラム

は３年に１回点検をする、合同点検をするという

ことで、今年８月20日でしたか、その３年の年だ

ったんですね。３年に一遍ということになると、

今、建設部、そして市民生活部、教育部と、この

３つの課がまたがって連携して話合いをすること

になるというと、３年もするとメンバー構成もが

らっと変わって、何が何だかちんぷんかんぷんで

分からない。その辺の引継ぎとか、そういったも

のも課題として取り上げられると思うんですが、

引継ぎとそういったものはしっかりなされている

のか改めてお伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（後藤 修） 合同点検が３年に１回と

いうことで、なかなか職員間の引継ぎがどうなの

かという御質問だと思います。 

  合同点検については３年に１回ですけれども、

市の教育委員会では、やらない年については市の

教育委員会が点検を実施しておりますので、実質

的には毎年点検はやっているということでござい

ます。 

  このプログラムの中身については、危険箇所の

把握、それから点検の結果の報告ということで、

様々な関係機関と協議するということで調整が必

要なわけなんですけれども、その点検の結果を通

学路交通安全プログラム対策箇所一覧表というも

のにしまして、それを作成して毎年更新をして、

ホームページに載せてございます。そのプログラ

ムを毎年更新していますので、当然職員間との協

議というか調整は毎年やっておりますので、そこ

ら辺で引継ぎのほうはできているのかなというふ

うに感じてございます。 

  以上です。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） しっかりとその辺は引

継ぎされているということで安心しました。 

  その安全プログラムの中身を見ると、要望した

期限が平成26年、現在令和３年、小学生だった子

はもう高校生になってしまう。その辺のスピード

感がいまいち物足りないというふうなことも感じ

ます。 

  その中でＰＤＣＡサイクルということで、一覧

表があります。あれだけではしっかりとなされて

いないというんですか、このＰＤＣＡサイクルも

所管、月、何月に何をやるというふうなことで、

改めてこのプログラムの内容自体、少し考えて見

直す時期じゃないのかなと思いますがお伺いいた

します。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（後藤 修） それでは、交通安全プロ

グラムの中にＰＤＣＡサイクルの表記がございま

す。確かに議員おっしゃるとおり、本市の交通安

全プログラムにつきましては、平成26年に策定し

てから一度も見直しをしていないということでご
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ざいますので、当時の交通事情、それから交通事

故等の内容も変わってございますし、新たな視点

での課題の洗い出しも必要だと思いますので、プ

ログラムの内容につきましては見直し時期が来て

いるのかなというふうに考えてございます。 

○議長（松田寛人議員） 10番、山形紀弘議員。 

○１０番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  危険な通学路と安全対策のハード面とソフト面

について質問させていただきました。通学路にお

ける危険は実際に歩かないと分からない部分、点

検時には子供たちと一緒に歩くというふうな、子

供目線でしっかりとした通学路整備、点検をして

いただきたいと思います。 

  安心して子供を登下校させるために、しっかり

と安全対策を講じて、「子どもを見守るまち」宣

言を那須塩原市はしておりますので、自治体の責

任と将来の子供たちのために、さらなる通学路安

全に尽力していただきたいと思います。 

  以上で質問を終わらさせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（松田寛人議員） 以上で10番、山形紀弘議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで休憩をいたします。 

  会議の再開は11時15分です。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（松田寛人議員） それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 議員 

○議長（松田寛人議員） 次に、24番、山本はるひ

議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 皆さん、こんにちは。

山本はるひです。通告に従いまして、市政一般質

問を行います。 

  １、政策・方針決定過程への女性の参画推進に

ついて。 

  第３次那須塩原市男女共同参画行動計画年次報

告書、令和２年度の実施状況の政策・方針決定過

程への女性の参画推進について確認したところ、

細かく見ると目標に達していない項目が多く見受

けられます。目標値を設定してから５年になりま

すが、女性活躍推進の視点から現状と取組につい

て伺います。 

  ⑴市女性職員の方針決定過程への参画について、

現状と今後の取組を伺います。 

  ⑵市は、審議会や委員会の女性委員の割合を令

和３年度中に40％とすることを目標にしています。

このことについて、現状と今後の取組を伺います。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員の

質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） さっきは勢い余って立ち

上がってしまったんですけれども、座って答弁し

ろと言われたんで、座って答弁をします。 

  私から⑴の女性職員の方針決定過程への参画の

現状と取組についてお答えします。 

  いわゆる課長級に当たる女性職員は9.1％です。

ただ、補佐級になるとそれはぐっと増えて、40％

ぐらいです。係長級だと46.5％になりますので、

頭数で言えばあと何年かすれば増えるといえば増

えるんですけれども、やっぱりこれは本当にしゃ

べっていてもジェネレーションギャップというか、

多分私ぐらいの年代だとそんなに男女の意識の差、

本人はですよ、ないと思うんですよね。誰しもが
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基本的に男性だろうが女性だろうが、大学を卒業

したら就職をして、基本的には専業主婦になった

りはしないというのが、多分大本のイメージなん

でしょうけれども。 

  ただ年齢が上がるにつれて、やっぱり職員本人

も周りの環境も、もともと市役所に入るのも、例

えば部長までやって市政を切り盛りしたいんだと

いうよりは、やっぱり窓口の業務で市民と触れ合

いたいとか、あるいは周りの環境も女子職員がま

さか、当時はですよ、当時は部長になったりとか

課長になったりとか想定しないで採用しているわ

けですよね。 

  ところが現に時代が変わって、じゃ、明日から

幹部をやってくれと言われて、いや、私たちはキ

ャリア教育を受けていないと言って、実際にやっ

ぱり昇進させてかえって潰れちゃっている職員な

んかもいますから。まずはキャリアの形成の支援

をしっかりしなきゃいけないわけですね。男性職

員だったら当たり前ですけれども、入ったときか

ら、お前たちは幹部になるんだぞというプレッシ

ャーの下、育っていますけれども、やっぱり女性

職員の場合は時代によってはそうでもないわけで

すし。それは周りの環境もそうですし、本人もそ

うですから、キャリアの支援をし形成を進める。 

  あとは、家庭の事情で辞めざるを得ないという

ような職員に関しては、今は辞めちゃったらもう

帰ってこれないわけですよ。やむなく私も非常に

優秀な職員が家庭の事情とか、介護とか、辞めざ

るを得ないというときに、やっぱり戻ってきてく

れないかなと。もちろん、ちょっと戻ってこられ

たら困る人もいるわけですから、それはちょっと

気をつけなきゃいけないんですけれども。 

  ただ、優秀な職員が辞めざるを得ないときに戻

ってこれないというのはすごくもったいないです

し、これから人材はすごく不足していくので、そ

ういう今後の課題に即した人事制度とか、キャリ

ア制度とかしっかり考えていきたいなと思っては

います。 

  あと数の上では、補佐級職員というのは大体私

の一回りぐらい上になりますし、あと何年かすれ

ば数は足りてくるとは思うんですけれども、やっ

ぱりそこら辺をしっかりつくっていかなきゃいけ

ないなというふうに思っています。 

○議長（松田寛人議員） 企画部長。 

○企画部長（小泉聖一） それでは、次に⑵の市は、

審議会や委員会の女性委員の割合を令和３年度中

に40％以上とすることを目標にしていることにつ

いての、現状と今後の取組についてお答えいたし

ます。 

  現状としまして、審議会等全体での女性委員の

割合は令和３年４月１日現在で29.4％となってお

ります。 

  今後の取組につきましては、審議会等それぞれ

に委員選出の区分に定めがありますので、充て職

によらない委員の選考や選出区分の見直し等を進

めるとともに、委員の選出元になる団体等に対し

ましては、可能な限り女性委員の選出をお願いし

てまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 今回の質問に関しま

しては、今年の３月の議会のときにも質問が出て

おりまして、そのときに執行部のほうからいろい

ろ説明をいただいたところでございます。 

  今、市長が年代によって意識が違うと。それは

当然そうだと思いますし、ここにいる方たちの年

代でいうと、後ろのほうが問題というか、多分50

歳になっていない方たちはかなり意識が違ってお

りまして、私のような年代になると男性だけでは

なくて女性にも意識、男性優位みたいな意識とい
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うのは持っているんだと思うんですね。 

  それで、何年かたつと女性も昇進していくとい

うようなおっしゃり方をされたんですが、その何

年かがとても重要だと思うんですよ。市民が年代

も違うし、それから男女だけじゃなくて障害を持

っていたりというような方たちが住んでいる中で、

政策をつくったり事業をしていくためには、そう

いう方たちの視点というか、何を望んでいるのか

ということをちゃんと政策決定の部分に取り入れ

るためには、今は男性ばかりだけれどもそのうち

よくなるでは、じゃ、そのうちよくなる、その３

年か５年か分からないんですが、その間どうする

のかということになると思いますので、改めて質

問をしているところです。 

  政策決定に関わる人たちは課長職以上だという

ことで、それが９％ぐらいしかいない。９％とい

うのは、多分全部で七十何人ぐらいいると思うの

で、７人とかということなんですね。 

  私は今年の３月にその質問が出たときに、よし、

４月の異動は少し女性がこの場に増えるだろうと、

とても期待をしておりましたが、期待は外れてし

まって増えなかったと思うんです。 

  補佐以上とか係長とかはそこそこいらっしゃる

みたいなんですが、その方たちが昇進をしていく

というんですか、課長以上になるためには、やっ

ぱり能力の向上もさることながら、なりたいと、

上に行きたいという意欲を持っていただくことが

大切で、それをどうやって、30年もかけてやって

いるわけにはいかないので、どうするかというこ

とが一番の問題で。そのためには今新しく入って

きている人たちは初めから意識が違いますので、

あまり問題はないんですが、今補佐をやっていら

っしゃる方たちに、何とかやりたいんだよねと、

自分も頑張りたいんだよねというのを、どうした

らいいかというのを、短い時間にやるには取りあ

えず意識を変えるのは難しいので、やっぱり研修

なりをしていくしかないと思うんです。 

  それでお伺いするのですが、今、市として管理

職というか政策決定を決める場にいる課長以上の

方たちのその下、補佐級の人たちあるいは係長級

の人たちへの研修はどのようになっているのか教

えてください。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 研修制度はどうなってい

るかということでございますけれども、キャリア

教育といいますか、将来管理職として育成してい

くような研修は非常に重要だというふうには考え

ておるところではございまして、現在行っている

研修としましては、総務省自治大学校というのが

ございまして、そこに平成26年度から毎年１名ず

つ女性を派遣しているというところでございます。 

  こちらの研修につきましては、４週間、東京の

立川市にある研修所にいわゆる缶詰め状態になり

まして、公共政策の基礎理論ですとか政策法務、

地域経済の活性化、まちづくりの課題、あるいは

多文化共生など幅広い種類の講義を受けて、事例

型、ディベート型の演習、政策課題の解決に関す

るレポートの作成を行っているということです。 

  全国から100名からの研修生が集まってくると

いうところで、そこで人脈形成ができたりとか、

あるいは参加者からの、行った方からの声という

ことで申し上げると、物事を多角的に考える視点

が養われた、問題解決や分析力が向上した、ある

いは公務員としての使命感を強く持つようになっ

た、市の業務の中でも非常に役立っているという

ような感想をいただいているというようなところ

の研修が一つございます。 

  もう一つが、こちらは令和２年度に行った研修

でございまして、県の女性職員の管理職の方に来
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ていただきまして、実際に管理職として働いてい

る悩みを、悩みというか御苦労というか、そうい

ったものをざっくばらんにお話しいただいたとい

うものがございます。 

  こちらにつきましては、やはり管理職というこ

とになった際に抱える不安とか悩み、それから重

要な家庭と仕事のバランス、そういったものをそ

の方の体験談を通していろいろ聞くことができる

というような研修を行ったということで、参加し

た職員からはよかったというような声が多数寄せ

られまして、特に周りからは助けられる人を目指

すとか、全てに完璧な人なんていうのは無理だと

いうようなお話を聞いて、幾分管理職というもの

に対する肩の力が抜けたというか、安心して自分

なりの働き方をしていけばいいんだというような

ところを学んだというような研修がございました。 

  こちらにつきましては、主幹以上ということで、

21名のうち18名が参加しているというような研修

を実施しております。 

  それから、女性のみではないんですが、広域等

での管理研修、あるいは管理者養成研修といった

ものもございまして、こういったものにも職員を

参加させるといったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 様々な種類の研修が

あるということなんですが、一番 初にお話しさ

れた４週間の研修を受けた方たちは今、いわゆる

課長以上の管理職になっていらっしゃるんでしょ

うか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） こちらの研修を受けた方

は、26年度からということで、その当時、主査ク

ラスというところでございまして、現時点では課

長補佐というところで２年ほど就いていただいて

いるということで、まだ課長という実績はござい

ません。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 選ばれた方というの

は市の中で能力もあって、あと意欲も多分おあり

になって、ちょっと押してあげたら管理職になれ

るだろうという方が選ばれているんだろうと思い

ます。ぜひそういう方につきましては、年功序列

という言い方も変なんですが、そういうことでは

なくて積極的に引き上げていただいて、女性管理

職のモデルとなっていただきたいというふうに思

います。 

  女性がなかなか意欲が湧かないのは、やっぱり

モデルがいないから。時々、そこに座る方がいら

っしゃるんですが、辞めてしまうと後が続かない

とか。１人とか２人というのは駄目なんですよね。

やっぱり３割ぐらいいないと、何か特殊な存在と。

議員もそうですが、３人しかいないと特殊な存在

であって、いいも悪いも目立つだけということに

なってしまいます。と、これは私の実感でござい

ますので、ぜひぜひ、少し複数の方を一度に課長

とかにしていただいて、あるいは部長とか、そこ

に座る方が何か女だというだけで目立たないよう

な形でやっていただけることが、その下にいる女

性の方の意欲が一番湧く方法ではないかというふ

うに、実感として感じます。 

  今、研修のことをお聞きしたんですけれども、

市で行っている女性対象の研修、それから男女と

もに受けられる研修というのは、希望すればどな

たでも受けられるというものなんでしょうか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 研修希望者は誰でもとい

うことでございますけれども、そちらは研修の内



－52－ 

容によって、あらかじめこちらから指名させてい

ただいて研修に参加していただく場合もございま

す。あとは広く参加者を募って参加している研修

もございます。それは研修によっていろいろでご

ざいまして。 

  先ほど申し上げました自治大学校の研修という

のはこちらからある程度人選をさせていただいて、

本人に打診して、了承を得られた方に参加してい

ただいているというふうなことでございます。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） その人材育成してい

くというようなことで言うと、研修を受けるだけ

ではなくて、先ほども申したようにモデルがきち

んといて、自分もやれるなというのを、入ったと

きからそういうふうな中で働いていないと、なか

なか出来上がっていくものではないというふうに

思いますので、その辺、今の若い方、30代、40代

ぐらいの方はもう本当に実力と意欲で、能力とと

いうんですか、上がっていくものなんだと思いま

すので。ぜひ今、50前後というんですか50から55

というんですか、そのぐらいの補佐級の女性に関

しては、特に手厚く研修なり意欲をかき立てるよ

うなそういう政策を取っていただいて。 

  意識的に少し、変な言い方なんですけれども、

どちらかなと、男の人と女の人とどっちを上げよ

うかというときは少し女の方のほうにげたを履か

せてというのは変なんですが、男の方は高げたを

履いていますので、もともと。昇進させていただ

くことが市民のためになるんだと思うんです。い

ろんな方が住んでいるところで事業を進めていく

ための施策は、やっぱり女性の視点がすごく大切

です。そういうことを感じるんです。 

  今、防災とか災害のときも、男性の視点だけで

物を考えるとすぽっと抜け落ちてしまう備品であ

ったり、あるいは環境であったりするんです。そ

ういうところに女の人は力がないから荷物を運べ

ないだの、夜遅くなって災害だからと来いと言わ

れると出てこれないだろうとかという、そういう

思い込みではなくて、その辺はいろいろクリアを

していただいて、やっぱり災害の部分とか防災の

部分に女性の視点を入れていただくことはすごく

大切。 

  それが地域へ出たときに、地域のやっぱり意見

を聞くとか、そこで仕事をするときに物すごく役

立っていくことだと思うんです。 

  これからは、男の人の中だって俺は出世なんか

しなくたっていいよというような意欲を持てない

男性だって出てくるかもしれない。那須塩原市に

はいないかもしれないですよ。皆さん、こう。そ

ういう人たちが出てくるときに、男だからという

ものだけでやっていくと、このまちはとんでもな

くなってしまいます。 

  ぜひ、積極的に女性を引き上げていただいて、

意欲を持っていただいて、今の若い女性たちもよ

しというような施策を、市長はお若いので、そう

いうものをどんどん引っ張っていっていただきた

いと私は本当に思うんです。 

  ３月の議会のときに多様性ということで、かな

りお話をされていましたけれども、女性、男性の

差というのは取っかかりであって、その先に障害

者もいるし、そのほかいろいろな方たちがこれか

ら増えてくる中で、私は本当に市長の英断という

のか決断というのか、そういうものに期待をする

しかないんです。 

  ほかの部長さんたちは皆さん、少なくとも30代

ではないし、40代でもないですよね。そこのとこ

ろに対して市長のやはり思いを語っていただきた

いと思います。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（渡辺美知太郎） 議員おっしゃるとおり、

そもそも私も若いと。確かに県内の首長では断ト

ツに若いんで、よくも悪くも若いと、個人的には

得をしていることが多いんですけれども、何かこ

う若い人だからとか、やっぱりとにかく若いとい

うだけで目立ってしまっていて、やっぱりいわゆ

る言葉は悪いかもしれないですけれども、日本は

いわゆるおっさん政治だということで。例えばや

っぱりＤＸの話題とかなんて、やっぱり市長会で

も私ぐらいしか言う人がいないんですよね。はっ

きり言って。 

  やっぱり多様性、ジェンダーと僕はよく言って

いますけれども、環境とかジェンダーとかは世界

ではもう当たり前というか、経済の普遍的な価値

観になっていますから。取締役会の女性の比率見

て、男ばっかりでおっさんばっかりじゃ、こんな

会社には投資しないよとか。そういう当たり前に

なっていますから、当然これはやらなきゃいけな

い話なわけですよね。 

  あとは、おっしゃるとおり、すごく年代なんで

すよ。ちょうど50代の、50以降と50以下では、多

分相当意識が違うと思うんですよ。だから40代の

職員はむしろ環境を整備すると言わず、どうして

も家庭の事情で休まず、本当は男性も休むべき話

なんですね。僕とかはっきり言って、かみさんは

単身赴任で僕はうちに子供がいますから。若い世

代はあまりそういうのがないわけですけれども、

ただ環境がやっぱりなかなか難しいのがあります

から、40以下はどちらというと戻ってこれたりと

か。 

  要は、昇進したい人は昇進できるようにしてい

るとか、昇進したくない人は昇進したくない。そ

れはそれで別にいいんですけれども、そういう意

思に合わせたことをすればいいわけですね。 

  ただ実際はアンケートを取ってみましたら、若

い職員は実は男女関係なく幹部になりたくないと

いう人が結構多くて、恐らく自分の課の課長を見

ていて何か市長とかに何かこう無理くりいろいろ

言われて大変だなと思っているかもしれないんで、

ちょっと反省はしているんですけれども。若い方

はあまり幹部になりたくないという方が結構多く

て、ちょっとまずいなと思ってはいるんですけれ

ども。 

  逆に50以降はやっぱりちゃんとした幹部教育を

してこなかったわけですから、それはしっかりげ

たを履かせなきゃいけないわけですよね。これは

議員のいわゆるクオーター制もそうですけれども、

やっぱりそれはげたを履かせざるを得ないわけで

すよ。やっぱりそれは今までの環境が違うわけで

すから。そこはいろいろ考えていきたいと思って

います。私も人事では結構やっぱり男女比率とか、

今回はこういう状況ですけれども、やっぱり考え

ていきたいと思っていますし、なるべく偏らない

ようにしたいなというふうに思っております。 

  これからはもう男女だけじゃなくて、今までの

市役所の、全国そうでしょうけれども、ロールモ

デルは大学を卒業して、学校を卒業してすぐ役所

に入って、定年まで役所へ行くと。確かに同じ人

たちがいるわけですから、同じずっと経験をして、

人事とか大体あいつはできるとかできないとか分

かっているというメリットはありますけれども、

例えばさっき言いましたがＤＸなんて全く分から

ないわけです。 

  とすると、民間の人材を使わざるを得ないわけ

じゃないですか。でもやっぱり市役所は入れる年

齢が決まっていますし、今回の採用試験は年齢枠

を上げましたけれども、今後はやっぱり民間から

途中に来た人が、例えば数年しかやらなくても幹

部になれるとか、そういうふうにしていかないと、

プロパーな職員だけじゃ、やっぱり。 
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  もちろんやる気を出してもらうために、幹部に

なってもいいことがあるんだよとか、教育もしな

きゃいけないですけれども、それだけじゃなくて、

いろんなバックグラウンドのある人間がいないと、

それこそいろんな難題をやっていけないわけです

から、そういう意味で本当に多様性というのを深

く意識していく必要があるなというふうに思って

います。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） おっしゃるとおりだ

と思うんです。市役所の職員というのはどちらか

というと似たような環境で似たような考え方の方

も多いですし、そういう意味では先ほどの国の長

い研修を４週間受けた方は、よほど、そういう言

い方も変なんですが、ぜひぜひそういう研修を受

けた方を引き上げていただいて、年功序列だけで

はなくて増やしていただきたいと思います。 

  那須塩原市、いろいろなところで注目をされて

います。この議会のそちらに座る人たちも３割ぐ

らいになったよと、なかなか難しいんですが、増

えているということは注目をされるんです。注目

をされるということは、やっぱり那須塩原市に住

んでみようかなというふうにつながっていくもの

だと思いますので、ぜひぜひ来年の４月の人事異

動ですか、３月、そのときには、ああ、増えたな

と思うようなことを私は期待をしたいと思います。 

  次に、審議会や委員会の女性の比率のことなん

ですけれども、これ非常に問題があるのは、三十

幾つか40かある中で、たった３人とか２人とかい

う委員会もありますし、30人というようなところ

もあって、それを一緒くたにして40％までにする

んだよという、その設定が私はちょっと無理があ

るんではないかと思うんです。 

  こうやっていると、毎年毎年いかないところが

出てくるわけですよ。それについては何か考えは

ないんでしょうか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（小泉聖一） 目標値設定ということで

40％ということで現計画を策定するときに設定し

たわけなんですが、ちょうどこれを策定する平成

28年度の頃に、やはり県のほうでも同じように男

女共同参画プランをつくっていました。そのとき

に県のほうでも、市町村の女性の委員会に占める

割合というところで、全体的にやはりならして

35％というのは県のほうでは出していました。 

  それに倣ったような形で市のほうでもどこの委

員会は何％、どこは何％という形ではなくて、全

体的にならした中で、総人数の中で女性の占める

割合というところにしたというところなんですが、

次期計画をまたつくっていく中では、２人、例え

ば監査委員というところについては議会代表と市

長が指名する代表監査委員というところで、これ

市長が指名をする代表監査委員の方を女性にすれ

ば女性の比率は上がるかもしれないんですが、そ

れが男性だった場合、議会選出を女性にお願いす

るというのもなかなかこれはできないと。そうい

うような委員会も含めた中での全体での計算とい

うことだったので、比率というところについては

何か適当な方法があればということで、考えては

いきたいと思っています。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 私の考えでは、全体

の中の比率というのは３割から、30％から35％ぐ

らいまでのところでいると、男女バランスよくい

るなというような感覚だと思うんです。40％とい

うのは結構きつい数字だと思います。 

  私が思うのに、委員会にしても審議会にしても、

いろいろ縛りがあるものはともかくとして、市が

独自でつくっているものについては、もう少し１
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つ１つの審議会なりに特化して選ぶ相手に説得を

するとか、選ぶ必要があるんではないかと思うん

です。 

  団体に任せると、なぜ40％にいかないのかとい

う理由が書いてあるんですが、それを見ると「団

体に任せたらそういう結果になった」というよう

なことが書いてあるんです。そうならないように、

市のほうは頼み方もあるし、じゃ、その団体じゃ

なきゃ駄目なのかということを、やっぱり一度抜

本的に考え直す必要があると思うんですが、いか

がでしょうか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（小泉聖一） 選出と区分等の見直しと

いうところなんですが、先ほど１回目の答弁の中

でも選出方法、団体の長というところについては

長に限らずとか、あるいは選出区分というところ

についても見直すというところで進めていってい

るような状況ではあるんですけれども、なかなか

すぐには直らない。任期が２年とか３年とかとい

う委員があるもんですから、一遍に見直しの方向

を出したところで来年変わるかというところはあ

るんですが、ただ一つ、今年度、これ委員会名と

いうのを言っていいのか、あれなんですが、１つ

の委員会では、今まで８人の委員の中で全て男性

だったというところについて、選任の見直し等も

行った中で、これは充て職の方も女性だったとい

うのもあるんですが、半分が女性になったという

ようなところの委員会もあります。 

  それぞれ各課のほうでも委員会、審議会等選出

区分の見直しなども検討はされてはいるところな

んですけれども、ただすぐに成果として上がって

きていないような状況ではありますので、その辺

については御理解いただければと思います。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 多分、市役所という

のは前例踏襲でやっていくことが多いので、２年

とか３年で替わっていくときも、また同じ団体に

同じように頼んでいるんだと思うんです。それを

どうしても少ないところとかゼロというようなと

ころに関しては、個別にぜひ説明をしてどうにか

していただきたいと思います。 

  それで、一つ提案なんですが、委員の選出方法

にもう少し公募を考えることはできないのかとい

うことについて、どう考えていらっしゃるかお尋

ねします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（小泉聖一） 委員の選出方法に公募と

いうことなんですが、 近、委員というところで

今まで充て職であったり、市のほうから団体を決

めたところから選んでもらったりというところで

はやっていたんですが、ここ数年は公募委員とい

うものも募集した中で選定をするというようなと

ころでやっています。 

  特に企画部所管の中で、総合計画審議会であっ

たり男女共同参画の審議会であったりというとこ

ろについては公募で委員を入れているという中で、

男女共同の関係のほうについては公募２人とも女

性というところで採用などをさせていただいてい

るところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 企画部の関係のとこ

ろは話が通じるのでそういうことができやすいん

だと思うんですが、そうではない離れたところだ

と、あまりそういうものの切実感というのを感じ

ていないのではないかなと思うところがございま

すので、ぜひ個別に、本当に少ないところには各

団体にきちんと説明するとか、各団体で何を言っ

ても男性の団体の長の方が出てくるということも
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あります。１人で５個も６個も10個もみたいな、

そういう方を説得するのは大変難しいところだと

思いますし、お年の方も多いので意識の変革は難

しいんですけれども、何かやはり手だてを考えて、

ぜひぜひ男性だけではないような選び方をしてい

ただきたい。公募もあまり多くはないので、増や

していただきたいと思います。 

  そして、私は個別に依頼することも必要ではな

いかと思うんです。市のほうはそういうことを意

外と嫌うところもあるんです。とても専門的なも

のを持っている方を選ぶときは大学の先生とか、

何とかの資格を持っている方と選びやすいんです

が、そうではない普通にいう学識経験者などとい

う言い方で呼ばれるところについては、この人は

というような女性のリストなんかもあるんですけ

れども、そういうものを活用していただいて、個

別に選ぶことも必要だと思います。 

  女性を増やせと言うと、同じ女性がどこにも出

てくるということも起きてくるんですね。そうい

うことも過渡期としては仕方がない部分もありま

すが、那須塩原市11万人、大人はそんなにいない

ですけれども、中でアンテナをやっぱり立ててい

ただいて選んでいただくということが、これから

必要になってくると思いますので、ぜひ、これも

次の評価のときには増えたねというような形にし

ていただければと思います。 

  そういうことで、女性活躍ということはもうず

っと前から言われておりますし、市のほうも個別

の事業集の計画みたいな中に、いろいろなことが

書かれています。そういうものもこれからはきち

んと実際のところでそれを実践できるような形で、

ぜひ男だ、女だという区別ではなくて、誰もが市

役所のいろいろな施策に決定するところに意見が

言えるようなそういう仕組みをつくっていただけ

たらということを希望いたしまして、次の質問に

移ります。 

  ２、那須塩原市まちなか交流センター「くるる」

と那須塩原市図書館「みるる」の運営と連携につ

いて。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業の中で建

設されたまちなか交流センターと市図書館は、黒

磯駅前と周辺地域活性化の核として、地域、観光

客、利用者の交流の場と位置づけられています。 

  愛称募集時の説明には、「この２つの施設は連

携して関連性の高いものとする」と書かれていて、

まちなか交流センターは「くるる」、市図書館は

「みるる」と決定しています。 

  それぞれの施設では、これまで様々な催物を計

画、実施してきています。今後黒磯駅前ににぎわ

いを取り戻し、さらにアートの拠点としても期待

されていることから、運営と連携についての考え

を伺います。 

  ⑴まちなか交流センター「くるる」の管理運営

について、今後の方針を伺います。 

  ⑵市図書館「みるる」の管理運営について、今

後の方針を伺います。 

  ⑶「くるる」と「みるる」の今後の連携と事業

展開について伺います。 

  以上です。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員の

質問に対し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） それでは、２の那須

塩原市まちなか交流センター「くるる」と那須塩

原市図書館「みるる」の運営と連携について、順

次お答えいたします。 

  初めに、⑴のまちなか交流センター「くるる」

の管理運営の今後の方針についてお答えいたしま

す。 

  令和元年７月のオープンから現在まで、市の直
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営で管理運営していますが、窓口業務や講座運営

など一部の事務を民間事業者に委託しております。

今後の予定としましては、令和５年度から指定管

理者制度を導入する方向で準備を進めてまいりた

いと考えております。 

○議長（松田寛人議員） 教育部長。 

○教育部長（後藤 修） 次に、⑵の市図書館「み

るる」の管理運営の今後の方針についてお答えを

いたします。 

  市図書館みるるにつきましては、市の直営で管

理運営していますが、令和２年４月１日から令和

７年３月31日まで、窓口業務や図書資料の管理業

務等を民間事業者に委託しております。なお、令

和７年度以降の管理運営につきましては、指定管

理者制度の導入も視野に入れて検討してまいりた

いと考えております。 

  後に、⑶の「くるる」と「みるる」の今後の

連携と事業展開についてお答えをいたします。 

  くるるとみるるが連携を深めながら事業を展開

することで相乗効果が生まれ、黒磯駅前のにぎわ

いの創出と周辺地域の活性化につながるものと考

えております。それぞれの施設で取り組んでいる

アートに関連した催物や様々なイベントについて

連携を密にし、共同での開催や連続で開催するな

ど工夫しながら、黒磯駅周辺の人の動きをつくり

出していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） まちなか交流センタ

ーと図書館につきましては、交流というものがキ

ーワードになっているにもかかわらず、新型コロ

ナウイルスの感染拡大の中でなかなか思うような

事業展開ができなかったりしております。質問も、

ですから今、人が何人来ているかとかどんなふう

にやっているかということを聞くのは、お答えの

ほうでは「コロナ禍で」ということになってしま

いますので、そこのところは省きました。 

  ですが、今、図書館は閉まっておりますし、そ

れから交流センターもいろいろなものを縮小して

いる中で、ものを考えるチャンスだというふうに

考えたわけです。そこに人は来ておりますし、幸

いなことにどちらも市の直営で運営をしていると

いうことは、両方にトップは市の職員がいらっし

ゃるわけですので、そこでの連携というか話合い

はとても今できる時期だと思いまして、この質問

をいたしているところです。 

  まず、くるるにつきましては、このたび業務の

委託先が替わるということを聞いておりますが、

その委託の内容に変わりがあるのかどうか教えて

ください。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 今度業務委託が替わ

るけれども、その内容が変わるのかといったとこ

ろでございますけれども、まずその前に、 初に

今回のこの施設運営につきましては、令和５年度

からちょっと今後、指定管理者制度、そういうの

を目標としているところがございます。この開館

から令和４年度までがあったわけですけれども、

これを２期に 初から分けるというような計画で

おりましたので、１期目の委託契約が本年の９月

30日まででございます。その後10月からまた違う

契約といいますか、そちらへするということでご

ざいます。 

  10月からの新たな業務契約に向けまして、８月

にはプロポーザルとかそういうもので選定委員会

を開催してきたところでありますけれども、その

業務委託の内容ということでございますけれども、

仕様書に記載していて業務を委託する内容、それ

につきましては前回と同様でございます。 
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○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 今業務をしている団

体から替わるということではございますが、どう

いう経緯で替わったのかということはともかくと

いたしまして、今まで業務を委託されていて何か

問題点があったということはあるのでしょうか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 今まで業務を委託し

ていて何か問題点があったのかということでござ

うます。 

  くるるの利用者などのアンケート、そういうも

のを取っておりますけれども、そういった中では

くるるの運営そのものについては特に問題はない

というふうに思っています。ただ一部、中での運

営について、ちょっと利用者団体の中で、その中

でちょっと一部うまくいかなかったところもあり

ますけれども、その辺については話合いを持って

というようなところで対応してきたところでござ

います。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 今までの経緯につき

ましては、話合いの場に出席をさせていただいた

こともあるんですが、それはもう今、ここで何を

言ってどうなるというものではないので、それは

さておきまして、ぜひ新たに10月から替わった業

務委託の団体がやっていくことに関しましては、

市の直営ということでもありますので、しっかり

とした話合いをしていただいて、あの施設が本当

にみんなのために、今はコロナで交流がなかなか

できないのではありますけれども、うまい形で市

民が使えるような施設にしていただきたいという

ふうに思います。 

  それで、指定管理者制度導入に向けてというこ

となんですが、準備をしていくということでもあ

るんですが、それは今の今度業務委託をされた団

体にしていただくというようなことをどこかで考

えているのでしょうか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 今現在、業務委託を

受けているところが今後指定管理者になるという

ようなことを考えているのかといったところもあ

りますけれども、くるるのまちなか交流センター

管理運営指針というものがございます。その中で、

今後市が直接管理運営を行いながらそのノウハウ

を蓄積し、地元団体を主体とした効率的で効果的

な指定管理者による管理運営について早期の導入

を目指していくといったものが、この管理方針の

中に入っておりますので、そのような方針に基づ

いて指導していきたいとは思いますけれども、た

だ、指定管理がここの業者に決まったというわけ

ではございません。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 決まって、まだ始ま

ったわけではないんですけれども、今回は今まで

宇都宮からの団体の方がやっていたのが、そうい

う意味では那須塩原市内の地元の団体が業務委託

を受けるような形になったようでございますので、

ぜひそのメリットを十分に生かして、そして双方

できちんと意思を通じ合わせていただいて、本当

に交流をきちんとお互いにしていただいて、いい

管理、そして業務ができるような形につくってい

っていただきたいなというふうに、これは心から

希望するところでございます。ぜひ、市のほうも

しっかりと関わっていただきたいというふうに思

っております。 

  次に、みるるのことでございますけれども、こ

ちらも先ほど指定管理者制度の導入を視野に入れ

るという言葉を聞きまして、少しというか、かな
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りびっくりしたところでございまして、今までそ

ういう言葉はあまり出てきていなかったので、は

あというふうに思いました。 

  今までこの図書館は従来の図書館とは違うから

直営でやるんだよというようなことを、ずっと強

調していたと思いますが、その辺のめどは指定管

理者、まだ少し３年半ぐらいあるんですが、その

間に解消して、指定管理者であってもそういうも

のもきちんとやっていただけるという見通しが立

ったということでよろしいですか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（後藤 修） 指定管理者制度を視野に

入れるという 初の答弁ということのお問合せで

ございますけれども、議員御案内のように、図書

館につきましてはちょうど１年、開館して１年が

たとうとしてございます。 

  初の答弁でもお話をしましたが、こちらの委

託契約期間が令和７年３月31日ということで、あ

と３年半ほどございますけれども、この中で今の

直営でやっている管理運営体制がいいのか、それ

とも指定管理者制度がいいのか、しっかり検証し

ながら、ただ３年半といってもあともう３年半し

かないというのが多分現実だと思いますので、基

本的には市民の方のサービスの向上を第一に考え

て、業務委託なのか指定管理者制度なのか、今後

検討していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 市内にあるあと２つ

の図書館は、もう前から指定管理者制度で運営を

されていますし、実際のところ今のみるるの業務

委託を受けている会社は、その指定管理者になっ

ているところがやっているということで、形は違

うんですけれども中身は同じとも言えないんです

が、同じようなところがやってらっしゃって、専

門的には非常に優れたところだというふうに思っ

ています。 

  ３年半あるといっても実質２年ぐらいしかない

ですよね。指定管理者にするのであれば、その前

にもうきちっと設計をしてやらなきゃいけないの

で。ぜひ、どういう形にしていくのが一番市民の

側にとっていいのか。 

  あの図書館、コロナ禍ではありますけれども、

それなりに使っている方も多様で、特に若い方た

ちの学びの場であったり、居場所であったりとい

うことでは、市内にない非常に優れた施設だとい

うふうに思っています。今、閉館していることは

とても残念ではございますけれども、下手をする

とあそこでクラスターが出るということもなくは

ないので、それは判断は正しいんだと思います。 

  そういう意味では、職員の方は出てらっしゃる

みたいで電気はついておりますので、そういう中

でこのみるるをどうやってこの先運営していくの

かということについてはしっかりと考えていただ

いて、直営がいいのか、指定管理者制度がいいの

か、しっかりと説明ができる形で進んでいってい

ただきたいというふうに思っております。 

  次に、くるるとみるるの連携と事業展開につい

てですけれども、交流を目的としている施設が交

流するのが一番いけないというような状態になっ

ておりまして、非常にゆゆしき問題ではあるとは

思うんですが、逆に言うと、じゃ、どうやってや

っていくかということを考えていくいいチャンス

だと思うんです。 

  ２つの施設、微妙に離れています。近いといえ

ば近いんですけれども、何か気持ち的には遠い施

設になっているような気がいたしますけれども、

定期的にこの２つの施設が話合いなどをしながら

事業展開について今まで考えてきたのかどうかお

尋ねいたします。 
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○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） この２つが定期的に

交流とか情報交換してきたのかというところでご

ざいますけれども、例えば月に何回とか、そうい

うふうな決まったものがございませんけれども、

館長をはじめ職員同士で情報交換はしております

し、イベントの情報、そんなものを提供しながら、

今後どうやっていくか、そういうものを協議して

いるといったところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） そういうお答えでは

あったのですが、特にくるるのほうは館長などが

替わりが早くて、やはり人が替われば一からいろ

いろなことを、どんなに優秀な方であっても学ば

なければ実態は分かってこないところがございま

すので、私はその２つの施設が距離的にも微妙に

離れていますし、市で直営しているとはいえ、所

管が違うということは微妙にそこに距離を感じて

おります。 

  ぜひ、今後はそういうことではなくて積極的に、

２つの施設を一体化しろとか１つにしろとかいう

ことではなくて、物事の考え方として市のほうが

きちんとその辺を意識をしていただきたいなとい

うふうに思います。 

  例えば、みるるもくるるも通信を出しています。

あまり大きくはないんですが、毎月出しているん

ですね。とてもよくできた通信なんですけれども、

そういうものを個々、別々に作るんではなくて、

例えば２回に１回は一緒に、くるるアンドみるる

通信みたいな形で置いていただくということも、

一つの手ではないかなと私は思っているんですが、

そういうことについては考えていますか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） くるるとみるるとの、

一緒に合同で情報紙というものですけれども、く

るるとみるるで同じイベントをやったときなんか

は、一緒に掲載しているものがありますけれども、

確かに議員さんがおっしゃるような、そういうこ

とも必要なのかなというふうに思っておりますの

で、そういった単に載せるだけじゃなくて、あと

その連携できる事業、そんなものも併せて、そう

いうものに載せられるようちょっと協議していき

たいというふうに思います。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） あそこで出している

情報、あるいは情報紙、通信というのは、多分こ

れは想像なんですが、市の職員がつくっているわ

けではなくて、あそこの業務をやっている方々が

独自につくっているものだと思うんですね。です

ので、それを市の直営だということで上にいらっ

しゃる方々が、たまには一緒につくって少し大々

的にみんなに分かってもらおうよみたいなことを、

私は連携していただきたいと思うんです。 

  物事というのはやっぱりこっちでぽん、こっち

でぽんとやっても、なかなか浸透しないんですけ

れども、大きく一緒にやることによって多くの方

に、図書館に来る方にくるるはこういうところな

んだと、あるいはくるるに来る人たちにみるるの

魅力とかを感じていただけるようなものだと思い

ます。 

  そういう地道な努力というんですか、多分金銭

的なものとか能力的なものはそんなに変わらなく

てできる、そういう発想をぜひ市のトップの、館

長さんというんですか、そういう方に持っていた

だきたいというふうに思います。それが、今コロ

ナ禍で閉鎖とか事業ができないうちにやれること

なんではないかなというふうに見ているんですけ

れども、そういうことを考えてはいないんですか。 
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○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（後藤 修） 先ほど来からくるるとみ

るるの連携のお話ということでございますけれど

も、当然、今先ほど産業観光部長からもお話があ

りましたとおり、定期的なミーティングとかそう

いうのも考えていきたいと思いますし、今後それ

ぞれの館長さんというかトップの方でお話をして

いただいて、連携を深めていきたいと思っており

ます。 

  ちなみに今年５月から６月にかけて、地元の芸

術家、提橋景湖先生の作品をみるるを皮切りにく

るるのアトリエで開催したとか、それから事業は

中止になってしまいましたけれども、くるるを会

場として絵本「ぐりとぐら」の読み聞かせをして、

その後その物語で出てくるカステラを作るという

ような連携も予定はしていたんですが、たまたま

中止になってしまいましたけれども、新たな事業

の展開は考えていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（松田寛人議員） 24番、山本はるひ議員。 

○２４番（山本はるひ議員） 一緒にやってらっし

ゃる芸術的な展示なんかはとてもよかったです。

私は見に行ってよかったんですが、意外と知らな

い方が多くて、後からこういうのがあったんだっ

てねというふうに聞きました。ということは、や

はり市のほうの情報発信が弱いんだと思います。 

  どういう方法がいいかというのは、ここでちょ

っと提案はできないところはあるんですが、ぜひ

たくさんやっているんだよ、やるんだよというこ

とを発信をしていただいたほうがいいんです。来

ていただかないと分からない。 

  今の「ぐりとぐら」の話も非常に私自身が興味

を持って、あれは全国で結構やっていることなん

です。図書館でたくさんの先進的な事業がありま

す。そういうものをもちろん図書館の職員の方は

知っていて、いろんなことを仕掛けているんだと

思うんですが、本当に近いところに調理室があっ

たり、工作室があったりということは、何かイベ

ント、読み聞かせをするとか以外のことができる

チャンスがあるんです。そういうものをやっぱり

大限使っていただいて、コロナのせいでどうし

ようもないんですが、そういうものが落ち着いた

ときにはぜひぜひ、たくさん仕掛けていただきた

いと思います。 

  私は思うんですが、あそこの２つの施設はコー

ディネーターが要るのではないんでしょうか。と

いうのは、違うんですよ。部も違いますし、目的

も同じようで違うというか、大きさが全く違うし、

職員の数も非常に違う、駐車場一つ取っても違う

というようなことで。市の中にはいろいろ、ふる

さとのために働く方たちもいらっしゃるんですが、

もう少し２つの施設の連携に特化した、それも若

い職員、できればそういう方たちに来ていただい

て専門でやっていただくということも 初は必要

なのではないかということを、これはお聞きして

も答えにくいと思うので要望しておきたいと思い

ます。 

  この２つの施設の連携とか事業展開はどうして

いったらいいのかというのは、なかなか難しいで

す。あそこでイベントをやればいいのかでもない

し。 

  もう一つは、団体がたくさん関わっているんで

すね。そういう方たちをもう少し、利活用してと

いう言い方は変なんですが、そういうことをして

いただいて、市の職員やそれから業務に携わって

いる方たち、それなりに忙しいので、そこを連携

してコーディネートする人をぜひ雇っていただい

て、５年たってもあの施設を造ってよかったね、

こんなに人が利用してくれているんだねというよ
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うな施設にしていただきたいです。 

  先ほど、 初の質問で市長が言ってらしたんで

すが、食に関してはチーズとか牛乳とか野菜とか

というのは、もう那須塩原市の目玉なんです。そ

このところを交流センターでは、特に今は野菜を

売っていないんですけれども、そういうものも積

極的に並べていただいて、あの施設を生かしてい

ただきたいということを切に願いまして、私の質

問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（松田寛人議員） 以上で24番、山本はるひ

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩をいたします。 

  会議の再開は13時15分です。 

 

休憩 午後 零時１７分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○議長（松田寛人議員） それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 佐 藤 一 則 議員 

○議長（松田寛人議員） 次に、14番、佐藤一則議

員。 

○１４番（佐藤一則議員） 皆さん、こんにちは。

議席番号14番、佐藤一則です。本日は６番の席か

らの登場です。いつもと違う席はなかなかのもの

だと、今感じていることは市長や副市長席もさぞ

座り心地がいいのと思っております。 

  さて、東京オリンピック・パラリンピック２０

２０が昨日閉会いたしました。ジャック・ロゲＩ

ＯＣ前会長の東京開催の発表が懐かしく感じられ

るところであります。その会長も８月29日に御逝

去されました。謹んで御冥福をお祈り申し上げま

す。 

  オリパラですが、新型コロナウイルスが全世界

に蔓延する中という困難を乗り越えまして、１年

遅れではございましたが開催されまして、全世界

の人々に感動、希望、勇気を与えていただきまし

た。私も４月の議会議員の予選会におきましては

後の枠に入り、本選出場を果たすことができま

した。残り物には福というように、初志貫徹で、

既に次回のパリ大会を目指して活動しているとこ

ろでございます。さらなる御支援、御鞭撻をよろ

しくお願いを申し上げます。 

  それでは、一般質問に入ります。 

  １、災害に対する備えの強化について。 

  我が国の国土は、地震、火山活動が活発な環太

平洋帯に位置しております。また、台風、前線活

動等の気象条件、急峻な地形や急勾配の河川等の

地勢条件により、暴風雨、洪水、土砂崩れ等が発

生しやすく、甚大な被害をもたらす自然災害が頻

発しております。日本の平均気温は、100年当た

り1.19℃の割合で上昇しています。また、猛烈な

雨（１時間降水量80㎜以上の雨）の年間発生回数

も増加しています。地球温暖化の進行に伴って、

大雨や短時間に降る強い雨の頻度はさらに増加す

ると予測されており、台風や豪雨による風水害、

土砂災害発生リスクが高まっています。 

  近い将来の発生の切迫性が指摘されている大規

模地震には、南海トラフ地震、日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中部圏・近畿

圏直下型地震があります。中でも関東から九州の

広い範囲で強い揺れと高い津波が発生するとされ

る南海トラフ地震と、首都中枢機能への影響が懸

念される首都直下地震は、今後30年以内に発生す

る確率が70％と高い数字で想定されます。 
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  本市においても平成10年８月26日から31日にか

けて、８月の月平均降水量を上回る大雨となり、

那須町では27日に600ミリメートルを超える日降

水量を観測しました。また、26日から31日までの

総降水量は、平均的な年間降水量の３分の２以上

となる1,254ミリメートルとなりました。平成23

年の東日本大震災、平成27年９月の関東・東北豪

雨において被害がありました。 

  災害発生時または発生のおそれがある場合、被

害情報などの収集・伝達、被災者の救出・救助な

どの応急対策に当たる防災関係機関は、相互に連

携、協力して、適時適切に対応することが求めら

れます。防災訓練は、災害発生時のこのような諸

活動が円滑に行われるよう、各機関の防災組織体

制を確認・検証するために行われるものです。さ

らに、防災訓練は、広く住民などが訓練に参加し、

または報道により訓練を見ることを通じて、一人

一人が防災に関して考える絶好の機会となってい

ることから、以下について、お伺いします。 

  ⑴災害対応力の強化について。 

  ①地域防災計画、災害時備蓄計画、マニュアル

等の整備、防災協定の締結の現状について。 

  ②住民向け情報伝達手段の確保、充実の現状に

ついて。 

  ③住民参加による実働型の総合防災訓練など、

各種訓練の実施の現状について。 

  ⑵地域の防災力の向上について。 

  ①自主防災組織の結成促進、活動支援の現状に

ついて。 

  ②地域防災リーダーの育成の現状について。 

  ③地域と行政の連携体制の強化の現状について。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） １の災害に対する備えの

強化について、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の災害対応力の強化についての①地

域防災計画、災害時備蓄計画、マニュアル等の整

備、防災協定の締結の現状について、お答えいた

します。 

  地域防災計画につきましては、災害対策基本法

第42条の規定に基づき、災害に係わる事務や業務

に関して、総合的かつ計画的な対策を定めた計画

として策定しております。 

  災害時備蓄計画につきましては、計画としては

定めておりませんが、栃木県地震被害想定報告書

で想定している避難者数に基づき、備蓄品各品目

の備蓄目標数を定めて整備しております。 

  マニュアル等の整備につきましては、避難所の

運営に関するマニュアルを策定しております。 

  防災協定の締結につきましては、関係団体や民

間企業との協定を現時点で47件締結しております。 

  ②の住民向け情報伝達手段の確保、充実の現状

について、お答えいたします。 

  住民向けの情報伝達手段につきましては、みる

メールやＬＩＮＥなどのＳＮＳ、広報車や自治会

長等への電話による周知、さらには、避難指示な

どの重大事案については、携帯各社の緊急速報メ

ールにより情報発信をしております。また、今年

度は、那須塩原市防災情報伝達機器整備基本構想

に基づき、個別受信機等を用いた防災情報伝達シ

ステムの整備を行うなど、伝達手段の充実に努め

ております。 

  ③の住民参加による実働型の総合防災訓練など、

各種訓練の実施の現状について、お答えいたしま

す。 

  今年度は、これまでの行政や関係機関が主体の

訓練に代えて、避難誘導や避難生活体験訓練など、

より実践に即した住民参加型の防災訓練を実施す

る予定でおりましたが、新型コロナウイルス感染
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症の感染拡大を防止するため、中止することとい

たしました。 

○議長（松田寛人議員） 市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 佐藤一則議員は、今日は

違う席にお座りということで、私のほうは、代わ

り映えせず、相変わらず市長席から答弁をさせて

いただきます。たまには私も違う席で答弁したら、

イマジネーションが生まれてもっといろんな答弁

ができるかもしれないなと思いました。 

  ⑵番ですけれども、地域の防災力の向上ですが、

自主防災組織、これは結成の促進であったり支援

の現状ということでございますけれども、結成促

進は、年度当初の自治会長の全体会で、結成の呼

びかけをしております。また、まだできていない

よという自治会に関しては、説明会を開催して自

主防災組織の結成促進に取り組んでいきます。 

  自主防災組織の活動支援ですが、指導や防災に

ついての訓練の講話を行ったりとか、そういった

支援をしております。 

  ②の地域防災リーダーの育成の現状、以前もち

ょっと答弁で申し上げましたが、栃木県で２番目

に那須塩原市は防災士が多いということで、これ

は育成事業を平成25年からしていて、497人とい

う方が防災士の資格を取得して、地域の防災リー

ダーとして今活躍をいただいております。もちろ

ん県内で屈指の防災士を擁しているわけですけれ

ども、資格取得者に関しても、スキルアップ、活

性化を図るために研修を実施してフォローアップ

に努めております。 

  ③の地域と行政の連携体制の強化の現状ですけ

れども、先ほど申し上げましたが、自主防災組織

の結成促進や防災活動の支援を通じて、地域の連

携、これを深めていきたいなというふうに思って

います。 

  災害対応ですけれども、ちらっと先ほども道の

駅の話をしましたが、指定避難所３か所に、停電

になっても電力が自給できる太陽光発電や蓄電池

を導入すべく今事業を進めています。仮に停電に

なっても、指定避難所に行けば電源があるよとい

うことを目指していきたいなと思っています。太

陽光発電を使うことによって、ゼロカーボンシテ

ィの構築、これは災害対応能力の強化とゼロカー

ボンシティの構築にもつながるんじゃないかなと

いうふうに我々としては考えております。 

  以上です。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） それでは、順次再質問

を行います。 

  初めに、⑴の①の地域防災計画、災害時備蓄計

画、マニュアル等の整備、防災協定の締結の現状

についてでありますが、備蓄品目について現在見

直しが行われているのか、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 備蓄品目の見直しはとい

うことでございますけれども、備蓄品につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対策のためのマ

スクや消毒など、品目を見直しながら配備してい

るという現状でございます。また、同一の品目に

つきましても、その保管の仕方や保存年限などを

随時見直しを行いまして、計画的に購入している

という状況でございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） それらにつきましては

理解したところでありますが、過去の災害で、現

場サイドから避難所でのニーズの多かった液体ミ

ルク等についての現在の体制はどのようになって

いるか、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（小出浩美） 液体ミルクの現在の体制

はということでございますけれども、液体ミルク

は賞味期限が短いという欠点がございまして、現

在は粉ミルクを備蓄しているということでござい

ます。また、液体ミルクに限らず賞味期限が短い

もの、あるいは店舗などで多く取り扱って民間事

業者との災害協定によって供給が可能なものもご

ざいますので、そういったものを活用していると

いうような状況でございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） そうしますと、避難所

には備蓄はされていないんですけれども、実際に

必要なときは、協定を結んでいるところからいち

早く供給ができるという考えでよろしいんですか。

分かりました。 

  続きまして、災害協定の主な内容について、お

伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 災害の、主な内容、協定

の内容ということでございますけれども、災害時

の物資供給、物資の輸送、重機の提供、情報の配

信、停電の早期回復、自治体との相互応援あるい

はトレーラーハウスの提供などといったものが主

な内容となっております。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） 続きまして、災害協定

を結んでいる、現在は47件ということでございま

すが、それぞれの推移と今後の取組はどのように

していくのか、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 協定の推移と今後の取組

ということでございますけれども、現状47件の協

定を締結していますということで答弁をさせてい

ただきました。そのうち、民間事業者の協定は25

件ということになっておりまして、その推移でご

ざいますけれども、平成28年度が13件、令和３年

度が25件と、５年間で順調に増えているというふ

うに考えております。また、災害の規模や種類が

変化し多様化している中におきましても、新たな

対策なども必要になると思われることから新たな

協定なども必要と考えておりまして、今後も必要

な協定の締結を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） 災害におきましては、

大規模化、多種多様化しておりますので、47件で

とどまることなく、その都度に対して対応できる

体制で今後も取組をよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、②の住民向け情報伝達手段の確保、

充実の現状について、再質問をいたします。 

  みるメール、ＬＩＮＥなどのＳＮＳなどの情報

発信をしているとのことでありますが、内容や登

録方法を知らない市民が数多くいると思いますが、

その人たちに対しての取組はどのように考えてい

るのか、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（小泉聖一） みるメール、ＬＩＮＥの

登録、周知ということなので、私のほうからお答

えしたいと思います。 

  まず、８月末現在で、市の公式ＬＩＮＥの登録

者数なんですけれども、１万1,988件、これが６

月議会で山形議員からデジタルデバイトの御質問

があったときにお答えしたときと比べて、1,965

件増えている状況です。また、みるメールのほう

につきましては、１万7,818件、こちらも同じよ

うに516件増えているというのが現状登録してい

る状況になっています。また広報、登録に向けて
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の呼びかけということなんですけれども、市のホ

ームページであったり、あるいはチラシを作って、

市の窓口であったり、市民室とかそういう窓口で

あったり公民館等に置いてお知らせしているほか

に、広報なすしおばら、これは不定期にはなって

しまうんですが、記事のほうを掲載しまして、呼

びかけをしております。直近ですと、８月20日に

発行しました９月号にも、みるメール登録の呼び

かけの記事のほうを載せさせていただいています。 

  また、そのほかにデジタルデバイト対策ではな

いですけれども、市内の携帯ショップなどと連携

しまして、みるメール、ＬＩＮＥの登録方法、こ

れを教えたり、登録していただいているというと

ころの御協力などをいただいているところでござ

います。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） やはりみるメール登録

というのは非常に有効な手段だと思いますので、

全ての人がいち早く登録方法が分かるような形で

今後も取り組んでいただければと思っております

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

  続きまして、防災情報伝達システムの整備の詳

細内容と進捗状況について、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 防災情報システムの内容

と進捗状況ということでございますけれども、今

年度進めております防災情報伝達システムにつき

ましては、280メガヘルツの周波数帯を使用した

もので、この電波は到達性が高く、山間部あるい

は室内でも受信されやすい電波ということでござ

います。昔ポケベルなんかに使っていたヘルツ帯

ということで、非常に受信しやすい電波というこ

とでございます。その電波を発信するための基地

を、矢板方面の八方ヶ原、それから板室方面の白

湯山に送信局を設置しまして、そこに、市役所か

ら本庁あるいは支所から送信した情報を再送信し

て戸別受信機で放送したり、文字情報を表示する

といったものでございます。これによって、市の

ほぼ全域をカバーできるというものでございます。 

  また、この戸別受信機は、電源が入っていない

状態でも、防災情報システムからの情報を受信す

ると強制的に電源が入りまして、音声を出すよう

な仕組みにもなっているということでございます。 

  進捗につきましては、年度内、工期内の完成に

向けまして資材等の調達を行っているというとこ

ろで、現在のところ順調に推移しているという状

況でございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） そういたしますと、戸

別受信機、前回発表された5,000台を導入すると

いうことでございましたが、それらの活用方法に

ついて、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 戸別受信機の活用方法と

いうことでございますけれども、繰り返しになり

ますけれども、戸別受信機は防災情報システムか

ら送信された文字情報を受信しまして、文字です

とか音声を表示するというものでございます。身

障者向けに文字表示付きの戸別受信機も一部導入

するということで、文字なんかも表示できるとい

うものでございます。また、ふだんはラジオとし

ても使用できます。また、電源が入っていない状

態でも、防災情報システムからの情報が来ると強

制的に電源が入って音声を出すというような仕組

みでございます。 

  活用方法ということでございますけれども、現

在想定しています配布先が、自治会長あるいは自

主防災組織の会長、それから視覚障害者あるいは
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聴覚障害者、こういった方に無償で配布したいと

考えております。また、高齢者の世帯、それから

購入を希望する市民ということで、こちらはでき

るだけ安価に販売できるように現在検討している

ということでございます。取りあえず5,000台程

度の配布をしたいというふうに考えているところ

でございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） 全市民が、情報がいち

早く受けられるような形ということで戸別受信機、

また先ほど質問しましたみるメール、そちらの活

用を十分活かされまして、一人でも逃げ遅れ等な

いような形で進めていただけたらと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、③の住民参加による実働型の総合

防災訓練などの各種訓練の実施の現状について、

再質問をいたします。 

  総合防災訓練は、新型コロナ感染拡大防止のた

めに、昨年に引き続き今年度も中止ということは、

それは理解はできますが、それにおいて予定され

ていた住民参加型の防災訓練についての内容につ

いて、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 予定していた防災訓練の

内容ということでございますけれども、予定して

いました訓練は、実際の災害を想定しました避難

ルートを使用しました避難訓練、あるいは避難所

での生活体験などの実動訓練、あるいは避難所生

活での必要となる知識、あるいはルールなどに関

する区分といったものを予定しておりました。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） 今までの防災訓練は、

私も何度か参加いたしましたが、実践に即してい

ないなということは感じましたので、それにおき

ましては、今後は実践に近いような形での訓練と

いうことで取り組んでいただければと思っており

ます。 

  続きまして、⑵の①に入ります。 

  自主防災組織、それにつきましての結成説明会

ということが行われているということでございま

すが、開催方法について、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 自主防災組織結成の説明

会の開催方法はということでございますけれども、

説明会につきましては、自主防災組織がまだ結成

されていない自治会の会長に、市の公民館に来て

いただきまして、災害に強いまちづくりを進める

上で重要な共助についての説明を行わせていただ

きまして、自主防災組織結成の依頼をしていると

いうことでございます。また、自治会ごとに個別

に伺って説明する機会も設けているということで

ございます。 

  なお、昨年度、今年度につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症防止の観点から、こういった

説明会等の開催は行っていないというような状況

でございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） そうしますと、開催し

た効果はどのようなものが得られているのか、ま

た今後の取組について、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） そういった説明会開催に

ついてどうだったのか、また今後の取組はという

ことでございますけれども、説明会に出席した自

治会で実際に自主防災会組織を結成していただい

た事例があるということから、今後も引き続き、

現状ですとコロナの感染対策なんかも徹底した上
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で、少人数の自治会長を対象とした説明会を数回

に分けて開催するなど工夫をして開催はしてまい

りたいと考えております。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） この取組によりまして、

自主防災組織が100％に近づけたらいいなと思っ

ておりますので、さらにこの取組を続けていって

いただければと思っております。 

  災害はいつでもどこにでもやってくるという観

点で、昨年度私どもの地域で、コロナ禍における

避難訓練を市の総務課の指導で実施したところで

あります。新型コロナ感染防止対策と避難訓練が

同時にできて、本当によかったなと思っておりま

す。今後の活動支援の取組について、お伺いをい

たします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 今後の活動支援はという

ことでございますけれども、自主防災組織への活

動支援というものにつきましては、今後も積極的

に取り組んでまいりたいというふうには考えてお

ります。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） 続きまして、②の地域

防災リーダーの育成の現状について、お伺いをい

たします。 

  県内第２位という497人の防災士ということで

ございます。非常に市の取組として評価できると

ころでありますが、これにつきまして、市のほう

の行政事業のみということで理解してよろしいの

か、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 497人の防災士、市の事

業の中ということでございますけれども、こちら

の497人の防災士につきましては、市が開催して

おります防災士養成事業を受講された方々という

ことでございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） そうしますと、養成事

業以外にも市内には防災士登録されている方が多

くいると思いますが、それについて市のほうでは

人数の把握はしているのかどうか、お伺いをいた

します。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 市の事業以外で取得され

ている方の人数ということでございますけれども、

こちらは、新聞等の情報によりますけれども、市

の事業以外で取得した市民の方は、今現在50人程

度いるというふうには把握しております。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） そうしますと、合計は

500人以上超えているということでございますが、

養成事業の今後の取組について、お伺いをいたし

ます。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 今後の取組はということ

でございますけれども、今後も、現状コロナ感染

対策というものも重要でございますけれども、そ

ういったものも考慮した上で、引き続き実施して

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） 防災士は専門知識を持

っていますので、非常に災害時のときには活躍さ

れることと思いますので、ぜひ今後も、より多く

の防災士が市内で増えるように対策をよろしくお

願い申し上げます。 

  そうすると、フォローアップ研修ということな
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んですけれども、その内容について、お伺いをい

たします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） フォローアップ研修の内

容はということでございますけれども、研修の内

容につきましては、防災に関する講演、あるいは

防災の自助訓練、あるいは避難所運営ゲームとい

ったものを開催しているところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） そうしますと、今後の

フォローアップ研修についてなんですけれども、

現在育成事業で取得された方はもちろん把握とし

ているということでございますが、そのほかには

約50人いるということでございますので、それら

の人に対してのフォローアップ研修、それは受け

られるのかどうか、その辺の考えをお伺いいたし

ます。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 市の養成事業以外の取得

者へのフォローアップということでございますけ

れども、確かに現在のフォローアップは市の養成

講座で資格取得された方ということでございます

けれども、それ以外の方はどうするんだというこ

とでございますけれども、その辺につきましては、

その周知方法なんかも含めて今後検討してまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） やはりこの事業で取得

されない方も地域に入って活躍していることだと

思いますので、ぜひその方も把握していただきま

して、フォローアップ研修に参加していただけれ

ばと思っていますので、きめ細かな取組について、

よろしくお願いを申し上げます。 

  続きまして、③の地域の行政の連携体制の強化

の現状についてでございますが、連携強化の具体

的な内容について、お伺いをいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（小出浩美） 連携強化の具体的な内容

はということでございますけれども、地域と行政

の連携強化の内容については、自主防災組織結成

促進のための自治会長への自治会長全体会におけ

る結成の呼びかけや未結成の自治会に関する説明

会などの開催によって、そういった面での連携強

化をしております。また、自主防災組織が主催す

る防災訓練や避難訓練において、指導や防災コー

ナーなどを行うなど、地域における防災活動に対

しても連携強化を図っているというような現状で

ございます。 

○議長（松田寛人議員） 14番、佐藤一則議員。 

○１４番（佐藤一則議員） やはり災害は、どうい

う形においても防ぐことはできないと思いますの

で、災害が起きたときにいち早く軽減できるよう

な対策、これによって那須塩原市は安全で安心で

住みやすいということになれば定住促進にもつな

がっていくと思いますので、どうぞ今後も取組を

より強化して続けていくことを願って、質問を終

了します。 

  以上です。 

○議長（松田寛人議員） 以上で、14番、佐藤一則

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで休憩をいたします。 

  会議の再開は14時30分です。 

 

休憩 午後 １時４５分 

 

再開 午後 ２時３０分 
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○議長（松田寛人議員） それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 中 里 康 寛 議員 

○議長（松田寛人議員） 次に、12番、中里康寛議

員。 

○１２番（中里康寛議員） 皆さん、こんにちは。

議席番号12番、中里康寛でございます。 

  質問に入る前に、那須塩原市議会が取り組んで

いることについて、ちょっと紹介させていただき

たいんですけれども、那須塩原市議会では、広聴

広報委員会を中心としまして、市内の小・中学生

に対してシチズンシップ教育を行っております。

身近な市議会への理解を深め、そして将来の主権

者としての政治参加意識を醸成することを目的に

開催をしております。 

  今年度は、まず７月に小学生を対象に、夏休み

子ども議会探検を開催しました。この議場、そし

て正副議長室、委員会室などを巡りながら、議会

の仕組みについての説明と、正副議長との懇談会、

後には、本物の議長が進行する本番さながらの

質問体験なども行いました。参加した小学生のア

ンケートでは、「議長の椅子に座れて楽しかった」

とか、また「議会に興味が湧いた」など感想をい

ただきました。そして、保護者のアンケートでは、

「子供にとってよい機会だった」「これからもぜ

ひ開催していただきたい」などの感想をいただき

ました。 

  そして、中学生を対象とした出前講座は、来月

に三島中学校、そして11月には西那須野中学校を

予定しております。 

  現在広聴広報委員会が学校と打合せをしながら

準備を進めているところでございますが、こうし

た我々の取組は、若年層の投票率向上という目先

の思いもございますが、私が一番大切に思ってい

ることは、社会人になったときに、自分たちが納

めた大切な税金がどのように使われるべきなのか。

そして、社会の中で自分の役割を他人任せではな

く主体的に考える大人になってほしいと思いなが

ら取り組んでおります。執行部におかれまして、

市議会のシチズンシップ教育に対しまして、より

一層の御理解をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

  それでは、通告書に基づきまして、市政一般質

問を行います。 

  １、那須塩原市の魅力を創出する企業立地につ

いて。 

  少子高齢化の進展、そして人口減少社会の到来

など、大きな課題に直面する我が国にあって、地

方でも地域社会の活力を維持していくために様々

な取組が進められております。そして、そのため

に多くの自治体が力を入れているのが企業立地で

あり、市民の雇用機会の拡大と産業振興を図る本

市においても、現在企業立地を進めているところ

であります。 

  企業立地を促進し、市民の雇用機会の拡大と産

業振興を図ることは、本市の魅力創出において重

要であることから、以下の点について、お伺いい

たします。 

  ⑴令和２年に行った日本立地センターによる新

型コロナウイルスの感染拡大に伴う設備投資計画

への影響に関するアンケート調査の結果概要によ

れば、設備投資計画に関する実施状況について、

「延期した」は15.1％、「中止した」は9.4％で、

計画への影響は回答企業全体の約４分の１に上り

ました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う本

市の企業立地への影響について、お伺いいたしま

す。 
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  ⑵那須高林産業団地について、お伺いいたしま

す。 

  ①令和２年12月に那須高林産業団地の造成が完

了し、現在分譲を行っておりますが、８区画中４

区画が売却済みとなっております。この成果につ

いての所感あるいは要因をお伺いいたします。 

  ②企業立地に向け、現在どのような取組がなさ

れているのか、現状の活動内容について、お伺い

いたします。 

  ③誘致活動における問合せの状況について、お

伺いいたします。 

  ④今後、４区画の売却に向けて企業立地の戦略

をどのように考えているのかを、お伺いいたしま

す。 

  ⑶コロナ収束後を見据え、今後も本市の魅力を

創出するために、新たに産業団地を新設するなど

企業立地をさらに促進する考えはあるか、お伺い

いたします。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 答弁する前に、中里議員

がおっしゃっていた子ども議会、大変意義がある

と思っております。言うまでもなく、那須塩原市

議会というのは、11万6,000人で、予算規模で言

ったら特別会計は700億円の金額を扱うその 終

意思決定機関という役割を持っていますから、子

供たちに市議会の重要性というのはしっかり認識

していただきたいなと思っておりますし、これま

では、国からの交付税が来て、当たり障りのない

ことをやっていれば、基本的には財政は破綻する

ことはないと思っていましたけれども、このコロ

ナ禍で、やっぱり他の自治体も大変疲弊していま

すし、コロナ対策１つ取っても、本当に近隣市町

村で全く対策が違うわけですので、今後市議会、

全国の地方議会の役割というのは非常に重くなっ

てくると思っていますので、ぜひ子供たちの関心

といいますか意識を持ってもらうようにしていた

だけると有り難いと思っています。 

  議長、副議長室に訪れたと聞いて、ドキッとし

て、市長室は散らかっているから、不意に来ても

いいように掃除しておこうとちょっと思いました。 

  それでは、答弁に入りますけれども、企業立地、

⑶の答弁をしたいと思っています。 

  企業立地をさらに促進する考えはあるかと、も

ちろんあります。難しい言葉を使うと、企業用地

適地基礎調査を既に行っております。ただ、これ、

まだ水面下なんですけれども、県や近隣市町とも

連携して、さらなる企業立地ができないかという

ことは模索しておりまして、一応答弁書もありま

すのであれですけれども、現在分譲中であります

高林産業団地の今後の分譲進捗や、コロナ禍での

社会情勢、経済状況を見ながら検討を進めていく

こととなりますが、本調査に基づき、産業団地の

可能性を探っていきますと。 

  また、産業団地以外も、企業の立地について、

今後これからいろんな御質問とかもあるとは思う

んですけれども、様々な形で産業団地以外の企業

立地も大いにあり得ると思っておりますので、奨

励金や企業の本社移転などに対しても、さらに補

助制度やＰＲしていきたいなというふうに思って

います。 

○議長（松田寛人議員） 産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 続きまして、⑴の新

型コロナウイルスの感染拡大に伴う本市の企業立

地への影響について、お答えいたします。 

  内閣府が先月発表いたしました今年４月から６

月期のＧＤＰ成長率は、年率換算で1.3％の増と

なり、２四半期振りのプラス成長となっておりま

すが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあ
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り、経済の先行きへの不透明感は今後も続いてい

くものと思われます。 

  本市におきましても、新型コロナウイルス発生

から、産業用地に係る問合せは少なくなっており、

本市の企業立地にも大きな影響を及ぼしていると

考えております。 

  後に、⑵の高林産業団地について、お答えい

たします。 

  ①の８区画中４区画が売約済みとなっており、

この成果についての所感あるいは要因につきまし

ては、新型コロナウイルスの感染拡大による先行

きの不透明感から設備投資計画を見送る企業があ

る中で、那須高林産業団地に立地を決めていただ

いたことは、本市の優れた立地環境を評価された

結果であり、４企業と友好的な関係性を構築でき

たことが４区画を分譲できた要因であると考えて

おります。 

  ②の企業立地に向けての現在の取組、現状の活

動内容につきましては、コロナ禍において、企業

訪問等での直接ＰＲが難しい状況ではありますが、

オンライン会議やウェブサイトなどの情報発信ツ

ールを活用し、金融機関や企業に対して産業団地

の情報提供を行っております。 

  ③の誘致活動における問合せの状況につきまし

ては、今年度８月末時点では、不動産会社や銀行

などの代理人からの候補地の調査で数件お問合せ

いただいております。またこのほかに、１件、立

地検討企業から直接のお問合せをいただいており、

現段階で資金計画や立地計画などは固まっていな

いものの、立地候補地としたい旨を伺っておりま

す。 

  ④の今後４区画の売却に向けて企業立地の戦略

をどのように考えているのかにつきましては、新

型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、残

り４区画の早期分譲に向け、今後、県主催の企業

立地セミナーへの参加をはじめ展示会への出展な

ど、県との連携を中心に、新聞広告やウェブサイ

トへの情報掲載、関係機関との合同企業訪問など、

那須高林産業団地の魅力をＰＲしてまいります。 

  また、新たな視点として、ゼロカーボンシティ

の実現に向けたカーボンニュートラルに取り組む

企業を那須高林産業団地へ呼び込むため、県と連

携した積極的な誘致に取り組んでまいります。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） ただいま市長、それか

ら部長から御答弁をいただきました。 

  ⑴から⑶まで、順次再質問させていただきます。 

  それでは、まず 初に⑴の再質問に移りますが、

影響は本市のみならず、県央、県南も影響を受け

ていると思いますが、県央、県南と比較して、本

市の企業立地の現状についてどのように感じてお

られるのか、お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 県央、県南と比較し

て、本市の企業立地の現状をどのように捉えてい

るかということでございますけれども、大変申し

訳ございません、県央、県南のデータというのを

ちょっと我々のほうで持っていないところがござ

います。その中で、経済産業省関東経済産業局、

こちらが、工場を建設する目的で2020年１月から

12月に1,000㎡以上の用地を取得した製造業、電

気業、ガス業、あと熱供給業の事業者に対して行

った調査があるものですから、こちらのほうでち

ょっと状況のほうを述べさせていただきたいと思

います。 

  2020年１月から12月における関東経済産業局管

内の製造業の立地件数、こちらが316件となって

おりまして、前年と比べまして13.4％の減。あと

立地面積が412ha、これも前年比で17.1％の減と
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なっており、立地件数、面積ともに減少している

状況です。 

  また、立地件数の過半数は0.5ha未満の小規模

立地といったところになっておりますので、企業

としても新たなところに進出するのには厳しい状

況が続いているものというふうに判断していると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 了解いたしました。コ

ロナの、本当に影響は物すごく大きいんだなとい

うところで、関東のみならず全国的にこういった

状況なのかなというふうに思っております。 

  コロナが収束するまでにはまだ３年なり４年な

り時間がかかると思いますけれども、必ず収束す

ることと思いますし、コロナゼロというわけでは

なくウィズコロナとしての考え方で企業立地のほ

うもこれから行われていくのではないかなという

ふうに思っておりますので、今後本市におきまし

ても、まだ影響が大きいというふうに捉えており

ますけれども、早く回復するといいなというふう

に思います。 

  それでは、⑵の再質問のほうに移りたいと思い

ますけれども、本市に立地を決めた４企業とも友

好的な関係性が築けたということで、具体的にど

のような感じなのか、関係性について教えていた

だければと思います。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） ４企業との友好的な

関係、どんな感じだったかというところでござい

ます。 

  企業がこちらに来る、社員の皆さん方を連れて

きたことがございまして、新しい産業団地のほう

に、そのときに市のほうも行きまして、うちのほ

うで那須塩原市の概要とかそういうふうなものを

説明させていただいたところがございます。また、

今度ハローワークのほうにも企業さんと一緒に行

きまして、今後従業員の雇用に向けた面接、そう

いうものをお願いしてきたところでございます。

また、企業によりましては社員寮を探していると

いったところもありますので、そういった不動産

物件の紹介、そんなものをやったりしながら関係

性を築いてきたところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 了解しました。そのと

きに、本市に対する印象など、もし感想などを伺

っていれば教えていただけますか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） そのときの感想とい

うことですけれども、高林産業団地のほうに社員

さんを御案内したところです。そうしますと、あ

そこではやはり那須山が見えますので、連山が見

えますので、そういった自然豊かなところで今後

会社が操業できるのかということで、ここはいい

ねというような感想をいただいたところでござい

ます。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） よかったです。 

  それでは、続きまして、立地が決まった４企業

それぞれどの程度雇用が見込まれるのかをお伺い

いたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 立地が決まった４企

業でそれぞれ何人ぐらい雇用があるのかといった

ところでございます。 

  こちら、産業団地に申込みをしていただいたと

きの事業計画、こちらのほうでの数字をちょっと
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述べさせていただきたいと思います。 

  まず、ニチレキ株式会社さんでは、雇用予定者

が18名、そのうち市民、市内で雇用を15人予定し

ていると。あとエフティーエス株式会社さん、こ

ちら雇用予定者が10人で、市民を５人。あとユニ

オン合成株式会社さん、こちらが雇用予定者が60

人、市民を38人。あとモリ文具企画株式会社の取

得用地に立地します今度は子会社になりますけれ

ども、カール事務器株式会社さんが立地します。

こちらのほうで雇用予定者が60人、市民を55人と

いうふうに見込んでいるというふうに計画書の中

ではうたっているところでございます。そうしま

すと、４社合計で、雇用予定者が148人、そして

市民113人というのが予定でございます。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 市民の雇用が113人と

いうことでお伺いしました。 

  カール文具とユニテックさんは、かなり多く市

民の雇用をしてくれるんだなというところで、よ

かったなというふうに思っております。 

  続きまして、情報発信ツールを活用した誘致活

動ということで、具体的な中身について教えてい

ただけますか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 情報発信ツールを活

用した誘致活動ということでございますけれども、

情報発信ツールにつきましては、市のホームペー

ジ、それはもとより、昨年度から登録しましたと

ちぎんＢｉｇ Ａｄｂａｎｃｅを通じてのＰＲを

やっているところでございます。とちぎんＢｉｇ 

Ａｄｂａｎｃｅを通して、金融機関などに直接那

須高林産業団地の情報なんかを提供いたしまして、

先日はある金融機関さんがウェブ会議をやりまし

ょうということでウェブ会議を行いまして、用地

に対する情報提供をお互いにしたといったところ

でございますので、コロナ禍での対面というのは

なかなか難しい中でありますので、そういった情

報発信ツール、こちらのほうを使いまして情報発

信していきたいというふうに思っているところで

す。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 了解いたしました。コ

ロナ禍では企業訪問などがなかなか難しいという

中で、企業誘致活動の機会はとても貴重な機会と

いうふうに感じておりますが、誘致活動の機会は

年にどの位できるものなのか、お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 誘致期間が年にどの

ぐらいあるかということでございますけれども、

先ほどもちょっと答弁の中で少し言わせていただ

いておりますけれども、今年度やろうと思ってい

るものが、県主催の栃木企業立地魅力発信セミナ

ーというものがございます。これを毎年東京と大

阪でそれぞれ１回ずつやっております。また、ブ

ースなんかを出します展示会、こういったものを

県と共同でやっておりますので、これも東京など

で２回、大阪で１回、県内で１回というふうに例

年予定しているところではありますけれども、今

後のコロナの状況によりまして変わってくるかと

思います。あとは、県の企業立地班、あとは東京

事務所、そういうところとも一緒に合同で企業訪

問なんかもやっていますので、なるべく早いうち

に、コロナの収束状況を見ながら、このような企

業訪問なんかもやらせていただきたいというふう

に思っているところです。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 今年度もセミナー、そ

れからブースの展示なども予定しているというと
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ころで、こういった誘致活動を行っている中での

現状での課題と対応について、お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） こういった誘致活動

を行っている中での現状の課題ということでござ

います。 

  本当は不動産とかゼネコン、金融機関さん、そ

ういうところを回ったり、あとは引き合いがある

企業、そういうところを本当に訪問していきたい

ところではあるんですけれども、そういった訪問

ができないところがありますので、先ほど申し上

げましたＢｉｇ Ａｄｂａｎｃｅ、こちらについ

て、まだ活用の仕方が十分だとはちょっと思って

いないところがあります。単に情報を発信して、

それで終わっているところもありますので、これ

なんかを活用して企業といろいろ取引できないか、

情報交換できないか、そんなものをさらに検討し

ていきたいというふうに思っています。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 了解いたしました。今

までとは違う誘致活動という中で、そういった情

報ツールを活用しているわけですけれども、それ

もなかなかまだ慣れていないのでフル活用できて

いないというところで、これからそのことに関し

ては研究をしながら取り組んでいってほしいなと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

  続きまして、企業からの問合せについてでござ

いますが、どのような企業から問合せがあったの

か、内容など教えていただければと思います。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） どのような企業から

問合せがあったのかということでございますけれ

ども、まず１件が、工場が手狭になったというこ

とで、製造業の企業様から直接立地候補地として

問合せをいただいているというところがございま

す。また別の製造業、これは食品加工企業のよう

ですけれども、こちらからは地下水が利用できる

かどうか、地下水の利用があるかどうか、そんな

ような問合せがございます。あと物流企業からは、

倉庫用地として使えることができるのか。あとは、

外資系不動産リース企業からは、物流倉庫を建築

して、そのやつをほかの企業に貸出しすることが

できるのかなどの問合せをいただいているところ

です。 

  それぞれの代理人から調査が来ておりますので、

具体的なちょっと企業名は分からないんですけれ

ども、そんな問合せがあるところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 了解しました。 

  続きまして、新たな視点として、カーボンニュ

ートラルに取り組む企業誘致をしたいというお話

がございました。栃木県では具体的な方針や考え

方などはまだ発表されていないというふうに思う

んですけれども、茨城県では既にカーボンニュー

トラルに取り組む企業誘致についての方針が作ら

れておりまして、茨城県は御存知のとおり港湾が

ございますので、エネルギー系の企業やコンビナ

ートの誘致を考えているようです。地域のポテン

シャルを活かした誘致、それからカーボンニュー

トラルに取り組む企業等はどのような企業なのか、

本市のポテンシャルを活かしたターゲットとなる

業種などについて、分かる範囲でお伺いいたしま

す。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） カーボンニュートラ

ルに取り組む企業の業種ということでございます

けれども、業種というものについてはちょっとう
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ちも絞り切れていないところでございます。取り

あえずカーボンニュートラルに取り組む企業とし

ましては、再生可能エネルギーを使用するための

設備投資、そんなものを行っていただいて、立地

箇所で当該エネルギーを消費する、そんな企業を

言うというふうに我々は思っております。 

  その中で電力の地産地消を図る企業というもの

を想定しておりますので、また、このような取組

を行っている企業、そんなものをターゲットにし

ていきたいなというふうに思っていますし、今後

そういう補助金といいますか、そういう制度も検

討していきたいというふうに思っているところで

す。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 了解いたしました。カ

ーボンニュートラルに取り組む企業、いろんな分

野でいろいろな企業があるというふうに思います

ので、今後いろいろ研究をしていただきながら、

県と連携をして進めていただきたいなというふう

に思います。 

  それでは、⑶の再質問のほうに移りますが、ま

ず確認なんですけれども、産業団地以外での企業

立地という御答弁がございましたが、これはサテ

ライトオフィスということでよろしいですか。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 産業団地以外での企

業立地ということですけれども、オフィス整備費

補助金なんていうのもちょっとつくっているとこ

ろがございまして、いわゆる本社機能をこちらに

移すとか、こちらに新たに会社を興してもらうと

いったときに、整備する費用といいますか、その

内の２分の１、上限で100万円ぐらい補助しよう

というものをつくっておりますので、サテライト

オフィスも含みますけれども、本社機能の移転、

そんな企業も支援していきたい、そういうふうに

思っているところです。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） 本社機能の移転という

ことで、了解いたしました。 

  社会のこういったいろいろな分散化という中で、

本社の移転というのは物すごく注目をされており

ながら、なかなか進んでいないという現状もござ

いますので、慎重に、企業にどうしたら魅力を感

じてもらえるのか、そういったところを研究して

いただいて、ぜひ進めていただきたいなというふ

うに思います。 

  それでは、続きまして、新たな産業団地につい

て考えているという市長の御答弁がございました

が、考えてはいないという答弁だったら要望しよ

うと思っていたところでございますが、現在産業

用地適地基礎調査を行っていて、可能性を探って

いくという御答弁でございました。現在どのよう

なところを候補地として考えているのか、お伺い

いたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 現在どのようなとこ

ろを候補地として選んでいるのかというところで

ございます。 

  候補地につきましては、まず候補地の基準とし

まして、面積的には大体20haぐらいの土地、まと

まった用地があるところというところで出してい

ます。それと、東北自動車道インターチェンジか

ら５㎞以内、あとは東北新幹線那須塩原駅から10

㎞以内、そして幹線道路沿線、幹線道路というの

は国道とか県道とか、あとは市道でも１級市道と

いう幅員の大きな道路、そういったところ。あと

は自然災害のおそれのない区域、そんなものを選

定の基準として今現在いろいろ比較検討している
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ところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） じゃあ、まだ具体的な

候補地の絞り込みというところまではいっていな

いという、まだ挙げてはいないというところなん

ですかね。そうしますとというか、今年度中には

候補地を挙げ、あるいはある程度絞ることは考え

ているのか、お伺いいたします。 

○議長（松田寛人議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（冨山芳男） 今年度中にある程度

候補地を絞るのかということでございますけれど

も、今現在８か所程度に絞っております。そうい

った中から、今年度中にまたさらに絞っていきた

いなとは思っております。そのときに、１か所と

いうのは絞れるかどうか、いろんな条件がついち

ゃうんだと思うんです、排水が整えばとかそうい

うものもありますので、ちょっと複数場所が可能

性として 後に残るのかなというふうには思って

いるところでございます。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） ８か所程度にこれから

絞っていきたい、絞っていくということでござい

ます。了解しました。 

  後になりますけれども、私は、この企業立地

という事業は若年層や納税者たる現役世代の流出

を防ぎ、同時に定着と他県からの移住定住の促進

が図られる 重要な事業であると考えております。

市長が就任以来コンセプトに掲げておられます持

続可能なまちづくりを実現するためには、なくては

ならない事業であるというふうに考えております。 

  後に、企業立地に当たっての市長の思いを伺

いまして、終わりにしたいと思います。 

○議長（松田寛人議員） 市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 中里議員は、私が市長に

なってから、定期的に企業立地の話、またはサテ

ライトオフィスなどの御質問をいただいておりま

す。 

  コロナ前もまず感じたことは、やっぱり先ほど

県央、県南と比べての所感ということでございま

すけれども、まだまだ県北が遅れているなという

ことが正直な感想であります。遅れているという

のは悪いわけじゃなくて、ポテンシャルがあると

いうふうに言えていると思います。逆に、県南と

かでは、もうほとんど立地できるようなところは

建っちゃっているじゃないかなと思っていますの

で、本当に就任して１年目は、栃木県の計らいで、

小山市さんと那須塩原市で、共同でプレゼンとい

いますかセミナーをさせていただくんですけれど

も、当時は、小山は大久保さんでしたけれども、

長年やられているせいか、非常に距離が近いんで

すよね。「市長、今度はこういうのをやりましょ

うよ」とか、そういう企業の重役さんと本当に顔

もツーカーといいますか。 

  片や那須塩原市の場合は、これは仕方ない話で

すけれども、歴代変わってきてしまっているので

全然分からないというか、担当者レベルでは話を

つなげますけれども、 終的に見ると、企業を釣

るというのはトップ同士の人間関係はすごく大事

だなというのは当時すごく感じて、そのときはや

っぱり東京に赴いていろいろと営業をかけていき

たいなというふうには思っておりました。ちょっ

と今コロナ禍ということで難しいところもあるん

ですけれども、リモートを通じてやりたいとまず

は思っています。 

  ただ、やっぱり民間企業は非常に今経営状態が

厳しいと。新たに投資するのは、なかなかよっぽ

どの企業じゃないとできないというふうに思って

おりますので。とすると、議員がおっしゃってい

ましたけれども、カーボンニュートラル、そうい
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った、要はブランディングをする必要があると思

っているんです。 

  この間も栃木県の知事と、それから県内の首長

の、リモートで政策懇談会がございました。その

場で、栃木県のカーボンニュートラルの骨子案が

提示されたんですけれども、私が言ったのは、や

はりゼロカーボンの企業のブランディングをすべ

きだと。栃木県はとちぎふるさと電気というのを

使っておりまして、水力発電をしているわけです

けれども、例えば大田原市の大きな会社なんかは、

ゼロカーボンで製品を作っているわけです。それ

を栃木県で、例えば産業団地にクギを作ったりゼ

ロカーボンの製品を作れるようにしたらどうかと

私も提言をして、しかし単独でもなかなか難しい

かもしれませんけれども、要はそういう準備があ

ると。 

  やっぱりゼロカーボンでものを作るのは物すご

い負荷価値がある話なわけですよ。アップルなん

かは、全ての自社製品はサプライチェーンの企業

に言ってゼロカーボンで作ってくれと。日本では

まだ２社しかないわけですよね、ゼロカーボンで

アップルの製品を作れるのは２社しか確かなくて、

太陽光で作っているとか。ゼロカーボンは物すご

く付加価値のあるものだと思っていますので、そ

こは県とも連携して、そういう環境の、電力は何

を使っているかと、それをしっかりブランディン

グしていく必要があるなと思っています。 

  もう一つは、ワーケーションとかテレワークな

んかもそうですし、この間報道でもされましたけ

れども、那須塩原市は非常にテレワークの環境が

進んでいるということで載っておりましたけれど

も、要はコロナ禍ということでワーケーションな

んか進んできておりまして、これ、報道に載って

おりますから言いますけれども、お隣の那須町さ

んでナスコンバレー構想をされていて、私も出席

させていただいておりますけれども、やっぱりサ

テライトオフィスとかを単独の市とか町で全国で

ちょっとやっていますけれども、駄目ですね。市

とか町がサテライトとか区画とか作っても、すか

すかです、はっきり言って。やっぱりそれは、特

定の企業とタッグを組んでやらなきゃいけないな

とすごい感じておりますので、市と一緒にタイア

ップしてくれる民間企業を探しています。 

  なかなか直接お会いはできないんですけれども、

定期的にリモートでナスコンバレー関係とかそう

いった企業の方とも打合せさせていただいて、極

力私が出てまちのＰＲをさせていただいておりま

すので、これは、 後は人間関係になってきます

から、地道にリモートを通じて企業の経営者の方

と意見交換をさせていただいたりとかワーケーシ

ョンに来られている方にお会いをして市のアピー

ルをしていきたい、そういったことを実直に続け

ていって、市と一緒にタイアップしてくれる民間

企業の方を探していきたいと思っています。 

○議長（松田寛人議員） 12番、中里康寛議員。 

○１２番（中里康寛議員） これからも那須塩原市

の魅力を創出するために、積極的に取り組んでい

ただきますようお願い申し上げまして、私の市政

一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（松田寛人議員） 以上で、12番、中里康寛

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（松田寛人議員） 以上で、本日の議事日程

は全て終了いたしました。本日はこれをもって散

会いたします。御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時０７分 
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