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清風クラブ行動指針 

１． 議員､個人の活動を尊重 
する。 

２． 市民の利益と福祉向上 

のため行動する。 
３． 議論、提言、行動を通し 

て、議会の活性化を図る。 
４． 政治倫理の高揚に努め 

る。 
付 記 

１． 市政、議会の課題に対 

して、お互いに情報を交 
換し、議論を交わし、理 
解を深め、共通の認識が 
持てるよう努める。 

２． 不明な点はそのままに 

しないでお互いに解明に 
努める。 

３． 議案及び議会の諸課題 

に対しては、見解が一致 
するよう努める。 

４． 一致点が見出せない場 
合は、議員それぞれの信 

ずるところに従う。その場 
合、 自分と異なる意見の 
存在を 認め、尊重する。 

５． 執行部に対しては、執 
行部と議会の基本的役割 
を尊重して行動する。 
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健康づくりをキーワードにしている自 
治体は、全国にたくさんあります。 
新岩国市は高齢化率が２６％を超え 
ている現状を考えると、まずは高齢 
者の健康づくりがメインになると思い 
ます。 
自分の住んでいる地域でできる健康 
づくりを、少しずつ実践していきたい 
です 野口 

合併により、旧岩国市に比べて、人口 
で５０％アップ、面積では、一挙に4倍 
になりました。 

１５万人の「新」岩国市民が健康で、 
心安らぎ日々を送ることが求められま 
す。また、このことお約束することが政 
治に参加するものとして最大の使命で 
す。一層の高齢化、少子化は避けられ 
ませんが、その中で､財政の健康、市 
民の心身の健康に努めたいと思いま 
す。浅井 

私達の生まれた年代頃から添加物摂取が 
一気に増え、車で移動する生活が一般的に 
なりました。また、最近は調理しなくても、食 
べものは 事欠きませんが、その中身が乏 
しく、忙しく暮らしていると運動不足で、メタ 
ホリックなど病気の予備群が多いのが現状 
です。 

自然の豊かな岩国で、精神的にも落ち着 
いて健康的に暮らせる、いいまちでありたい 
ですね。姫野 

～健康都市岩国を目指して～ 

平
成
 

17 年
夏

 
神

戸
市

の
セ

ン
タ

ー
に

て
 

厳しい財政状況、待ったなしの 
少子・高齢化の進行の中での 
新市誕生。 

健康都市岩国の原点は、市民 
の健康第一を目指しての健康 
増進対策・介護予防対策への 
取り組みが急務であり、行政と 
市民の協働体制の確立を目指 
したいと思います。村中 

いつまでも元気でありたいと思う 

気持ちは皆同じだと思います。 

定期健康診断を欠かさず病気の 
早期発見・早期治療に努めたいと 
思います。成人病の検診体制も 

整ってきています。よく食べ・よく寝 
て・悩み事を持ち越さないような生活 
習慣の確立に努めましょう。藤井 

私の住んでいる地区には６５歳以上 
の高齢者を対象にしている「いきいき 
サロン」がそれぞれの自治会ごとに 
立ち上げられている。 
年４回の開催ではあるが、参加される 
高齢者、世話人の和気あいあいとし 
た雰囲気が貴重なものに思えます。 
そこでの合い言葉は「介護保険にお 
世話にならずに元気でいよう」です。 
貴船 
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藤井哲史 

６月定例本会議では代表質問者１０名（１時間） 
と一般質問者２８名（４０分）の合計３８名が登壇 
しました。 

質問内容は各町の諸問題・基地問題・災害対 
策等がたくさん出ました。 

いずれも大切な問題であり、質問方法も多様で 
あり、新鮮な感じを受けました。 

藤井も一般質問３日目１５時に登壇して、井原 
市長の施政方針を基本に３点について質問を行 
いました。 

①まちづくりについて 

答弁 合併にともないまちづくりの方向性をしめ 
す総合計画を策定して平成１９年６月議会に提 
出する予定である 

②経済問題について 

答弁 景気は回復してきている。有効求人倍率 
も１・３５倍となっている。市内新規卒業者の就 
職希望者に対しては企業も採用意欲が強い。 

企業進出もテクノポート周東・通津沖工業団地 
にバイオマス発電所が操業を開始している。 

③新市一体感の作り方について 

答弁 周辺地域の発展なくして新市の発展なし 
の考えを基本に情報の共有化・自治会組織の 
充実まちづくり推進組織の立ち上げ等支援して 
いく。 

再質問では旧町村の行政課題について、現状 
何が優先しているのか尋ねました。各支所台風 
被害の復旧・道路問題・交流・まちづくり等の問 
題が報告されました。又、岩国地域は雇用情勢 
も回復してきており、この機会を活かして岩国市 
への定住を促進していくよう行政も応援していた 
だきたいと要望しました。 

合併後大切なのは人事交流である。適材適所 
で積極的に行っていただきたいと要望し、執行 
部も実施を約束しました。 

一般質問 

貴船 斉 

平成１８年６月定例会一般質問は、１１０名の議員のう 
ち４０名以内に限られたため、各会派の質問者の人数 
も割り当てられ、質問順も通告の順番とはならず不規 
則なものとなり、かなりの戸惑いを感じながらの質問と 
なりました。 

私の登壇は３０番目で一般質問４日目（６月１５日）の 
最後８番目でした。旧岩国市議会においては各定例会 
での質問者は１７人か１８人でした。それでも質問事項 
は重複することが多々ありました。今回私の質問事項 
のうち、地域を結ぶ道路網についてと民間空港再開に 
ついての２点は同様の内容の質問をされた議員が数人 
あり、答弁についてもほぼ同様のものでした。 

その他の質問事項の岩国市新事業創出等促進条例 
についてと市営バスの高速バスについての２点につい 
て報告させていただきます。 

問 岩国市新事業創出等促進条例は旧市において平 
成１５年９月に施行されたもので、市内で事業を行うた 
めに工場、店舗などを新設、増設する人はもちろん、中 
心市街地内の店舗等を新に賃借する人にも奨励金を 
交付する制度で、新たな事業分野の開拓等を行ってい 
る新規創業者については、交付の条件を緩和するなど、 
新事業創出、企業立地及びこれに伴う雇用、更には中 
心市街地の活性化の促進をも目的とした、全国でも珍 
しい総合的支援制度として始まったもので新市におい 
てもこの条例を引き継いだ形で本年３月に施行されたも 
のだが、合併までの２年６ヶ月間での本制度利用指定 
事業者数等実績とその効果について、さらに合併後の 
制度利用申請状況について。 

答弁 平成１７年度末現在で市内が３０業者、市外 
から８業者計３８業者を指定しておりそのうち、岩国駅 
周辺地区の空き店舗、空き事務所を借りて開業し現在 
も事業を継続している事業者は３１件ありそれだけの空 
き店舗解消につながっている。平成１８年度に入ってか 
らも指定申請がすでに６件提出されており中心市街地 
の空き店舗対策として一定の効果を挙げているものと 
考える。雇用面での効果についても平成１７年度末現 
在で３４人分の常用従業員の新規雇用に対する奨励措 
置を行っており、今後についても指定申請時点の予定 
ではあるが３５人の雇用増が見込まれている。 

問 高速バスの現状と今後さらに利用増を目指しての 
遅い時間を中心とした増便対策や、広島からの利用客 
誘致対策について。 

答弁 昨年１２月議会では、この高速バスの損益分岐 
点は１便当たり約１９人としていたがその後の経営努力 
により損益分岐点は現在では１６．７人に下げることが 
でき、５月実績は１便あたり１７．０人であり採算ベース 
をクリアーしている状況。利用者からの要望として「広島 
からの最終便が早すぎる」があり、１人でも多くの利用 
客を獲得するためには夜間の増便が必要と考えている。 
さらに時間帯による増便も必要であろう。広島からの利 
用客増対策については、観光行政と一体となってバス 
とのセット商品の開発や宣伝活動に努力をしたい。
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教育民生常任委員会 

６月２０日（火）に、新岩国市議会初の教育 
民生常任委員会が開かれました。 
教育民生常任委員会は、委員２７名で構成さ 
れています。 
今議会で教育民生常任委員会に付託された事 
件は、平成１８年度岩国市一般会計予算のう 
ち当委員会所管分、平成１８年度特別会計予 
算のうち８会計、平成１８年度岩国市病院事 
業会計予算、指定管理者の指定について１０ 
議案、調停及び損害賠償の額を定めることに 
ついての計２１議案です。それぞれ慎重審査 
の結果、原案妥当ということで可決されまし 
た。 
旧町村の議員さん方は、関係議案を各常任委 
員会に付託して審査するというやり方が初め 
てだったので、少し戸惑っておられました。 
わたしにとっても、旧岩国市議会ではなかっ 
た「農業集落排水事業特別会計」「周東食肉 
センター事業特別会計」や「病院事業会計」 
など初めてのものもあり、とても新鮮な常任 
委員会でした。 野口 

建設常任委員会 

付託された平成18年度岩国市一般会計予算 
(所管分)及び岩国市水道事業・工業用水道 
事業会計予算。平成18年度岩国市公共下水 
道事業・小規模下水道事業特別会計予算。 
岩国市水道事業等に関する条例の一部を改 
正する条例。以上6議案は、慎重審査の結果 
原案妥当と認め可決すべきものと決しまし 
た。 
私道舗装工事費補助金について経費の助成 
はないものと理解しているが予算に計上さ 
れているのは特別な理由があるのかとの質 
疑(旧町村出身議員さんから)があり、当局 
より市道認定基準に関する要綱の目的に 
のっとり、岩国市私道舗装工事補助金交付 
要綱を制定し私道舗装工事に要する経費に 
ついて補助金を交付している。また合併を 
契機に要綱の見直しを行ったことにより、 
今年度より補助対象の基準も緩和され３月 
１日に全戸配布した「岩国市暮らしのガイ 
ドブック」の中に内容を掲載し市民の皆さ 
んに周知しているところであるとの答弁が 
あった。 村中 

総務常任委員会 

私たちの総務常任委員会では、庁舎建設事業に 
ついて、「合併特例債を使うこと」や「国県の許 
可が必要ではないか？」「起債の許可は？」など 
質疑が相次ぎました。また民間空港早期再開が、 
県の政府要望に盛り込まれなかったことについて 
も「８月末までに県との協議を早期に開催すべき 
で、問題を解決しないと供用開始が２１年に間に 
合わないのではないか？」といった質疑がありま 
した。 
これに対して、「必要に応じて県や民間と協議 

して供用開始に努力したい」と言うことでした。 
予算については、「新庁舎建設に合併特例債を使 
われ総合支所などの予算が計上されていないのは 
認められない」などの意見が出されましたが、賛 
成多数で可決されました。 
また、市政市民会議条例・行政執行基本条例な 

どについても反対討論もありましたが可決されま 
した。岩国市国民保護協議会条例や岩国市国民保 
護対策本部及び岩国市緊急対処事態対策本部条例 
については、意見が分かれましたが、挙手による 
採決で採決・可決されました。 姫野 

常任委員会について 

経済常任委員会 

経済常任委員会は、6月19日（月）、 
議場で開かれました。議員数が110人 
ですから､委員会も各所管ごとに28人に 
も上ります。委員会には、平成18年度 
一般会計予算等の議案が審査採決され 
ます。今回の予算は持ちより予算と呼 
ばれていますが、旧市町村で編成した 
ものを新市に持ち寄って、基本的には 
その状態で提案されています。しかし、 
政策的なもの、新規建設事業等にかか 
るものを含めると、身の丈以上に膨れ 
上がってしまいますから、執行部側で、 
ある程度の査定は経てきています。委 
員会では、旧、町村ごとに名称は異な 
るものの、内容は良く似た事業が目 
立っています。審査においてはそのこ 
とを指摘して、今後、事業や助成、給 
付内容の見直し統一を図るよう求めま 
した。執行部から提案された議案は全 
て可決されました。 浅井
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編集後記 
思いがけず、夏休みに入っても続いている梅雨。 
昨年の台風を思い出させる全国での大雨の被害。 
被害の大きさに、地球規模の環境の変化が心配され 
ます。 
１１０名での初めての定例会を終え、秋の選挙まで猛 
ダッシュの各議員！ 
１１０人から３４人へと狭き門になります。 
残された、九月定例会も丁寧に過ごしたいものです。 
季節柄ご自愛下さい。 （Ｈ） 

6月2日から、27日まで6月の市議会定例会が開 
かれました。写真に見られるように、総合体育館 
２階の武道場に折り畳み用のテーブルを並べて、 
１１０人が一堂に会しました。 

まさに壮観です。初日には、市長からの諸般 
の報告で、在日米軍再編にかかわる厚木基地 
から岩国基地への移駐案について、報告があり 
ました。国において、最終報告が示されて、空母 
艦載機が５９機厚木基地から岩国基地へ移駐 
する計画であること、それに対して、先に行われ 
た住民投票及び、新市の市長選挙において、岩 
国市民の民意は圧倒的に、移駐ノーであること、 
市長としても本計画の撤回を求めて粘り強く交 
渉をしていくことなどが説明されました。 

これを受けて私どもの清風クラブからは、野口 
議員が代表して質疑をしました。概要は、 

１．住民投票及び市長選挙の評価について 

２．ＣＨ５３Ｄヘリがグァムへ移動することになっ 
ているが、これは人道支援の側面も含めて受け 
入れた経緯がある、その対応は。 

３．厚木から岩国への移駐計画に対して経済界 
や県との連携は 

４．近隣自治体との連携は、などです。清風クラ 
ブは一致して、先に旧岩国市議会で行われた、 
厚木基地から岩国基地への移駐反対決議を尊 
重する立場に変わっていません。 

その他､議案６９件等の本定例会提出議案と 
右派委員会での審議を経て可決されました。 

一方、議会中に、議長より主に米軍再編に関 
して議員を対象として無記名のアンケートが実 
施されました。私どもの清風クラブは、設問の内 
容が稚拙であることもさることながら、議会は市 
民を代表して議論をする場であり、責任のもて 
ない無記名アンケートには応じられないとして、 
参加を見送りました。 

6月定例会の報告 浅井繁勝 

私の朝食 
標語・川柳の募集 

朝食をおいしく食べる事、朝食摂取率の増加を 
目指し、朝食に関する標語、川柳を募集します。 
たくさんのご応募、お待ちしています。 

○テーマ 
「わたしの朝食」に関するもの 

○応募資格 
市内在住または、市内に通学・通勤している人 

○応募部門 
・小学生・中学生・高校生・一般成人 

○応募方法 
応募用紙に必要事項を記入し、岩国市保健 
センターに郵送または、持参してください。 

応募作品は平成１８年１１月１９日（日）の健康 
フェスティバル（会場：シンフォニア岩国）にて展 
示させていただきます。 
健康フェスティバルの詳しい内容は１１月１日号 
の健康だより「お元気ですか」に掲載します。 

○注意事項 
１人各１作品（作品は未発表のものに限る） 

〇締め切り 
平成１８年１０月１５日 

※詳細については、募集要項をご覧ください。 

－お問い合わせ－ 
健 康 管 理 課 
TEL 0827－24－3751 
FAX 0827－22－8588 

EMail kenkou@city.iwakuni.yamaguchi.jp 

１１０人のマンモス議会


