討議資料

チューリップ畑にて

岩国市議会議員

姫野敦子の活動報告＋その他色々の情報紙

最近、続けざまに起こる事件などから、これからの日本はどうなるのだろうと、とても
心配になります。先の住民投票・市長選などや、昨年から問題になっている米軍基地の
再編問題などを経て感じたことを中心に、ご報告いたします。

☆新市のスタートです☆

住民投票その後

皆様もご存じの通り３月２０日に新市がスタートし
て、岩国の近隣（和木町をのぞく玖珂郡）由宇町、
周東町、玖珂町、北の美川町、錦町、本郷村、美
和町と合併し、新しい岩国市になりました。
私自身は、新市になった実感が、まだまだ足りま
せんが、面積は実際４倍になりました。
議会も、旧岩国市の２８人から１１１名のマンモス
議会になりました。
市長選は４月２３日に行われましたが、市議は、
７ヶ月の在任特例を選んだため、１０月下旬が議
員選挙となります。目下のテーマは岩国市が一体
化して暮らしやすいまちになるよう協力し合うこと
です。
ただ、地元の反応をよそに日米両国間では米軍再
今まで、旧各市町村では
編計画を進め、なかなか反映されません。
地域の実情に合わせて
戦闘機などの事故やトラブルは、いつどこで起こ
独自のサービスを行い、
るか予想はつきません。艦載機を受入ればり多くの
多くの税金を相当投入
米軍関係者が増えます。だからといって川下の住
してきました。
宅に窮する方達のために開発された愛宕山開発を
今年からは一本化した
「売れ残る可能性が高いのなら米軍の兵舎や軍属
新しいルールで、市政を
の住宅に！」と言う流れでは困ってしまいます。
進めるため、様々な
以前、このネットワークだよりで住民投票や基地
批判も出てくるでしょう。
問題を取り上げましたら、「あなたが○○党とは、知
本来、もっと堅実で
りませんでした」とか、「川下の者は家まで直しても
らい、２４時間飛行機が飛ぶわけでもないのに、受 無駄のない政治を行っていれば、１０００兆円以上
入に反対するなんて虫が良すぎる・・・」等、おっしゃ となる大赤字の国にはならなかったでしょう。
また、今のように地方や個人に負担を押しつけ
る方も多く、胸が痛みました。
自分たちの住むまちが安全で快適であるために ることもなく、平成の大合併もなかったかもしれま
は、本当に無関心ではいけないと感じた一年でした。 せん。
戦争やテロのない世界を目指すはずが、随分時代 ただ、合併した以上は、行政とともに市民ひとり
一人の知恵や力を活かし、様々な課題に立ち向
の流れとともに変わってきています。
市民の方々の関心が、大変重要です。 ぜひ大 かっていくことが、欠かせません。
☆どうか、身近な政治にご関心を・・・☆
事に考えて頂きたいと思っています。
３月１２日に投開票の住民投票は、ボイコットの運
動もありましたが、投票率５８．７％と、５０％をクリ
アし、反対票が９０％近くに上りました。
全国・世界からも注目され、全国の議員さんから
もたくさんの応援のメールをいただきました。
もし厚木基地にいる空母艦載機が岩国に来るとな
ると今の二倍以上になりますし、空中給油機もやは
り岩国へと言うことで、岩国は極東最大の基地に
なってしまいます。１㎞沖合になっても、基地の騒音
は半分以下にはならず、飛行頻度は上がります。
騒音・安全・安心対策のためには、今回の計画受
け入れは、市民はNoですよと、示したわけです。

（１）

面方田平

昨年開通した平田バイパスの様に、総合運動公園周辺も、
徐々に県道が部分が見えてまいりました。
おたずねも多く、間もなく利用できる牛野谷線の計画を県に伺いました
ので、お知らせします。
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６月上旬から

市民球場から 総合体育館 付近の 通行切り替え工事をします。
第一段階 玖珂方面には②新しい道を通行し、市内に向けて①今の道を走行 （ ６月上旬）
第二段階 玖珂方向市内方面ともに②新しい道を走行（ ７月中旬）､８月末には終わる予定。
☆事故の多い市民球場前の大カーブを回避するため、優先して工事を行ってきました。☆
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全線開通は１９年度を目指 しています。
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今後、愛宕山からの道路と合流し、牛野谷までほぼ一直線で通ることとなります。

合併前、持ち時間１時間いっぱいに使って質問出来る最後のチャンスでした。
行財政改革、住民投票関係、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）の相談大切など
について質問しました。
１ 行財政改革について
⑴ 岩国市総合計画・実施計画の成果について
⑵ 財政健全化計画について
２ 住民投票について
⑴ 永住外国人に対する投票の啓発について
３ 男女共同参画について
⑴ ＤＶ対策の課題と今後の方策について
行政改革実施計画経緯と現状と課題、財政
健全化計画については、行政サービスの低
下をさけながら目標５年間で人件費など２７億
円の削減計画中であり、４年間で２５億円を節
減。
新市においても行政改革に活かしたい。
また、財政の健全化については起債残高の
減少など財政の硬直化改善に努力をしている。
今後も経費の削減が必要とのことでした。

急に決まった住民投票で
はありましたが、もっと
投票出来ることを お知
らせすべきだったのでは
ないかな？と感じました。

３月１２日に行われた住民投票は、永住外国
人にも投票権があり、期限内に手続きが必要で
した。 投票を促す啓発について質問しました。
今後、参考にして欲しいものです。
DV対対策の画題や、男性からの相談対応な
ど質問提言しました。新年度からは専門の相談
員も配置されましたので、お気軽にご相談を！

参考資料 （財政健全化計画の進捗状況及び現状）

＜ 市 民 の 方 か ら の ご 質 問 ＞
Q：本当に岩国に民間空港は必要なのでしょう

か？ 赤字を増やすばかりで無駄な気がし、子
どもや孫に負担を増やしませんか？
Ａ:経済界などの長年の要望などから、岩
国空港の再開をこれまで目指してきました。
岩国基地の平和利用とともにＪＲ岩国駅か
らも大変近く、民間空港は合併後の新市建
設計画の目玉になっています。
また空港は、人間を運ぶだけでなく、物
流の拠点となり大赤字になっている市場等
も活性化や空港関係者など様々な会社も参
入すれば住宅の需要も高まり影響も少なく
ないという予想があります。
ただ、全国の地方空港が赤字で苦しむ中、
需要予測の見通しが甘いのではないかと感
じますし、米軍再編に関わる取引ではない
のに、副知事による（空母艦載機の受入に
よっては）「市が空港ターミナルの建設費
を出さずに済んだのに・・・」などと言っ
た発言も気になります。

・投資政策的経費は計画を上回る抑制を行い、起債の借
入額もプライマリーバランスを考慮して平成14年度から
16年度まで20億円（臨時財政対策債除く）を下回る借入
額に。
・一般会計の起債残高は平成13年度末に約501億円（臨
時財政対策債を除くと約496億円）が、平成16年度末で
は約477億円（臨時財政対策債を除くと約427億円）と減
少。
・特別会計の赤字対策は、計画的な繰出しにより、市場
事業については、平成12年度末約33億円が、平成16年
度末では約26億円となり、また、公共下水道事業は、平
成12年度末約21億円が平成16年度末では約14億円の
赤字額となり、予定通り減少。
・厳しい財政環境の中、財源不足は年々厳しさを増し、財
源不足を補填する役割を持つ財政調整基金も減少。
ご意見や素朴なご質問などを
お気軽にお聞かせください。

６月定例会は、
６月２日から開催され
２７日に閉会予定です。

姫野敦子の 主な行動メモ
２００６年３月～４月 （抄）
３月 ２日 一般質問
４日 高速バス出発式・住民投票学習会
５日 住民投票人文字を描こう会
８日 岩国の未来（あす）を観る会
１０日 岩国中学校卒業式
１１日 住民投票市民のつどい
１２日 住民投票
１４日 清掃ボランティア
１７日 岩国市 閉市式
１８日 岩国小学校卒業式 閉市式
２０日 新岩国市 開市式
２６日 父三回忌
２７日 倉敷市見学
４月 １日 男女共同参画タウンミーティング
２日 入所施設見学
７日 観桜会
８日 公開討論会２００６
９日 菜の花フェスティバル
１１日 岩国小・中学校入学式
１２日 臨時議会
１４日 情報ボランティアの５回目の総会
１６日 ろうあ協会お花見
１８日 一新塾講座
２１日 萩市議選の応援
２５日 療育を進める協議会
２９日 錦帯橋まつり
３０日 二鹿しゃくなげマラソン

○会計報告が遅れて申し訳ありません。

スペースの都合もありましたので、
次回詳しく掲載いたします。

のご案内
（行ってみて、言ってみんかい？）

議会報告と意見交換の会を 開催します。
５月２５日（木）北河内下 デオデオ左隣
１４時から
５月２６日（金）川西供用会館にて
１９時から 行いますので
お気軽にお越し下さい。
また、皆様のお近くでの
開催を考えております。
どうぞ、お気軽に
お声をかけて下さい。
＜イベント情報＞
☆ＮＰＯ法人やまぐち男女共同参画会議
～ＮＰＯ法人化記念講演会～
講師 前法務大臣 南野知恵子 氏
時間 ６月３日（土）１３時３０分～
場所 カリエンテ山口 湯田温泉５－１－１
電話 ０８３－９２２－２７９２
問い合わせ ＮＰＯ法人やまぐち
男女共同参画会議事務局
０８３６－４１－０２３０ まで
☆まちづくり政策アップセミナー公開講座
講 演 男社会のまがりかど
―共同参画で暮らしやすいまちづくりを―
講 師 藻谷 浩介 さん
平成１８年 7月１日（土） １３時～１５時
カリエンテ山口（山口県婦人教育文化会館）
参 加 費 ５００円
締切 ６月２５日（日）
北京JAC山口（並川）
ＴＥＬ・FAX ０８３３－４１－３３４７

○また、勉強不足なため、住民投票や基

地関係の 関連書籍 （在日米軍や軍事関
連など）をたくさん購入させて頂きました。
～ご関心がありましたら是非、
ご活用ください。～
姫野敦子と
こころネットワーク事務所
〒741-0082 山口県岩国市川西３－３－５４
Tel&Fax ０８２７－４１－１３２０
Ｅ メ ー ル h im e no @s ky .i cn -t v. ne .j p
~
Ｗｅｂ http://www.sky.icn-tv.ne.jp/ himeno/
発 行 ： こ こ ろ ネ ッ ト ワ ー ク

岩国が全国紙に連日掲載されているこの頃。
基地問題以外で脚光を浴びられるようなイメージの良
いまちになって欲しいですね。
今年の春は、遅くまで雪が降ったり、黄砂が多かった
り南米まで届いたりと、地球規模の環境がとても気に
なります。 まだ気温の変化も大きいので、体調管理に
気をつけて、お過ごしください。
１０月末の市議会議員選挙も近づいてまいりました。
残された６月・９月の定例会も元気いっぱいに頑張りた
いと思います！
この情報紙は、再生紙と大豆インクを使用しています。

