
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 

気がつけば、三月の合併から ４ヶ月余り。マンモス議会での初の定例会、 

６月定例会もなんとか終わりました。今年も後半の一ヶ月が経過。 

１０月１５日からは市議会議員選挙です。最近の様子をお知らせします。 

（１） 

６月２日～２７日まで６月定例会が開催されました。 

初日はまず、交通・水道事業管理者の紹介や、米軍再編に関 
して、国の最終報告の報告がありました。 

庁舎建設事業も建設費の多くは※ＳＡＣＯ関連によるものでし 
たが、米軍再編計画変更により、大きく予定が変わってしまいま 
した。市長は、住民投票や先の市長選において、岩国市民の民 
意は示されたので、無視することなく国と協議したいと述べまし 
た。これに対して１１名の議員が質疑を行いました。 

私の所属する清風クラブからは、野口議員が代表 で 
☆住民投票及び市長選挙の評価 ☆ＣＨ５３Ｄヘリの人道支援 
について☆近隣の自治体との連携を質問しました。 

報告や議案のうち人事案件は即決し、その他の議案等は、 
各常任委員会に付託されました。 

長時間かかったため、３時頃予定だった全員協議会は、２時 
間以上遅れて始まり、防衛庁、防衛施設庁の担当者より、最終 
報告の概要について説明を聞きました。 

質疑は旧町村よりたった１名でしかできず、打ち切られました。 

一般質問は６月１２日（月）からの５日間。１１０名の議員では 
一週間で４０名が限界。姫野はこれまでで初めて通告・質問が 
出来ませんでした。結局、質問されない町村会派もあったため、 
３８人が質問。（あ～もったいない・・・・残念！） 

座りっぱなしの長い一週間でしたが、各旧町村議会や議員さん 
方の様子・個性、中にはすばらしい一般質問もありました。 

翌週は毎日常任委員会。私の総務常任委員会は２２日に開 
かれました。「新庁舎建設事業には在任特例を使い、総合支所 
（旧町村役場）にはなぜ予算をつけなかったのか？」と疑義をた 
だされました。最終日２７日にも同様の質疑討論が繰りかえさ 
れ、ハラハラしましたが、結果的には賛成多数で、一般会計予 
算を含め、全ての議案が可決されました。 

※ＳＡＣＯとはSpecial Action Committee on Okinawa日米両政府が 

承認した『沖縄に関する特別行動委員会』により、普天間基地をはじめとす 
る、米軍基地移設のための施設建設・基地移転の周辺対策費です。 

第二の思いやり予算という方もあります。 

私の生まれた昭和34年に建設された現庁舎。 
建設当時は、田んぼの真ん中の高層建築の市の 
シンボル。４６年を経過し、老朽化も進み、平 
成13年3月の芸予地震では大きな被害を受けま 
した。耐震性も下がり、来庁された方や職員の 
安全確保、地域防災拠点施設機能の充実などの 
ため、立て替えが必要になりました。 
建設には、※ＳＡＣＯ関連費用として庁舎建 

設基金と防衛施設庁からの補助金や合併特例債 
など有利な起債を活用します。 
合併前協議会で、「合併特例債は使用せず市 

でと言ったではないか！話が違う！」と随分も 
めました。 
合併特例債は、合併市町村が、まちづくり推 

進のため市町村建設計画に基づいておこなう事 
業や基金の積立に要する経費を合併年度及びこ 
れに続く１０カ年度に限り、その財源として借 
り入れることができる地方債のこと。合併特例 
債によって対象事業費のおおむね９５％、更に 
その元利償還金の７０％が普通交付税によって 
措置されるという大変有利なものです。 
「新庁舎には使うな！ 

町村に回せ！」といった 
意見を述べられる議員も 
ありましたが、合併した 
以上、新庁舎も総合支所 
も新市の財産です。 
また、いくら有利でも合併特例債も借金です。 

この際にとハコモノ建設につぎ込むと、今後が 
大変です。よく考えて市民の使いやすい総合支 
所にしましょうと提言、討論しました。 

☆庁舎建設予定☆ 

平成１８～１９年度：庁舎本体工事 
平成２０年度：既存庁舎等解体工事、外構工事、 
街区公園整備工事 

地下１階 地上７階（７階は塔屋階） 
免震・蓄熱施設は地下（現在12.5ｍに掘下中 ） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造り 

いつもの質問の様子 

討 議 資 料



議会中の６月、東部県営空港計画でありながら「市 
と議会がまとまっていないから県の重点項目からはず 
した」と知事コメントが報じられ、とてもショックでした。 

今回の米軍再編計画は全国では、どのようにとらえ 
ているのだろうか？ととても気になり、横浜で開催され 
た「米軍再編と基地強化に異議あり！みんなで自治 
体の平和力を支えよう！６/１８市民フォーラム」に参 

加してみました。 
この行事は、全国の米軍基地のある自治体の議員 

さんを中心に、実行委員会形式で開催され、行政担 
当者や議員など、米軍再編についての実状や対応・ 
課題など状況を聞き合うもので、岩国の様子を岩国市 
議会の田村順玄議員が発表されました。 

岩国市同様、どこの自治体も地元を無視した今回の 
再編計画にみな驚き、中間・最終報告の対応に大変 
苦慮しておられました。 

「基地問題は国策・専管事項だから仕方のないこと」 
と与党派の議員は口をそろえどこも言われるそうです 
が、法律上の矛盾も多く、市民の意志をはっきり示し 
た岩国市の住民投票を みなさん高く評価しておられ 
ました。 

鹿屋市は、市役所まで１キロの市街地の中にある 
自衛隊の基地に米軍基地が来ようとしていることを 
また横須賀市では、（後継となる）原子力空母の受け 
入れを市長が容認発言したことや、（空母が）入港し 
やすいようにバース（船の停泊場 ）を浚渫する問題に 

ついて報告されました。 

大和市、相模原市、宜野湾市、鹿屋市、そして岩国 
市も米軍再編問題により翻弄され、自分たちの未来 
を見据えた対応が必要な時なのだと痛感しました。 

平和で住み良い国にするためには、先の戦争を繰り 
かえさないようひとり一人がしっかり考え、アメリカの 
方針に追随しない予算を考えるべきでは？と言った意 
見も多く出されました。 

日本のみならず、韓国での米軍基地配備問題など 
も普段の暮らしでは知る機会もなく、沖縄の様子同様 
にメディアに流れないことも多いので、今後も全国の 
議員さん達との勉強が必要だなと感じた一日でした。 

６月定例会中、議長から突然、議員にアンケート 
が提案され、議会最終日に回収されました。 

目的は議会として岩国市の方向性を探ると言うこ 
とでしたが、公明・共産党の会派は当初からアン 
ケートに参加せず、私達の清風クラブも、 

1.基本的に議員は、市民を代表して、議会に 
おいて、議論をするところ。責任の持てな 
い、無記名アンケートはなじまない。 

２.仮に答えても、この設問の内容では、 

議員の意思は確認できない。 

３.設問の多くは今まで議会において、相当 
の時間を費やし議論を経て結論を出して 
きたものであり、議員としては、その過程 
と責任を尊重すべき。 

と言う理由から次の理由から全員参加でない 
アンケートは行うべきではないと決めました。 
結果の取扱は、本田議長は 「未定」とし、 
「議会で意思決定するときは全員協議会を開 
く」と約束した(6.20中国新聞)にも関わらず、 
議会に相談のないまま、知事や国に結果を持って 
走られ、とても残念な思いがしました。 

皆さんは、このアンケートにどう答えられますか？ 

質問事項 

１.米軍再編は国において閣議決定がなされ 

たが米空母艦載機の岩国移駐はあると思うか。 
・思う ・思わない 

２．民間空港の再開は必要と思うか 
・思う ・思わない 

３．国県市は友好関係にあると思うか 
・思う ・思わない 

４.岩国市の財政は健全であると思うか 
・思う ・思わない 

５.合併してよかったと思うか 
・思う ・思わない 

６．岩国市はこれまで、防衛補助に依存して 
きたと思うか 

・思う ・思わない 

岩国での住民投票の様子を報告中の田村議員 
（２） 

「国県市の友好関係」の質問に、５８人が「思 
わない」 と答えました。 

市と議会とは考えがと違うと、国県に報告す 
る目的のようにも感じるこのアンケート。 

「合併して良かったとは思わない」と答えた議 
員も多く、市民の皆さんのほうが、合併に 
がっくりされたのではないでしょうか？



（３） 

議員報酬の使いみち（Ｈ１７．８月～H１８,６月） 

収入 月額議員報酬４４万円×１１ヶ月分= ４，８４０，０００円 

１２月賞与９２４，０００ 円 ６月賞与８４４，８００円 

支出 所得税２２５，７０２円、 共済会掛金７１７，６００円 
住民税 １６２，１００ 円 国民保険５５０，０００円 
国民年金 １６０，９８０円 
議員互助会費１２，０００円 議会関係会費他９４，６００円 

計 １，９２２，９８２円 

４，８４０，０００－１，９２２，９８２＝２，９１７，０１８円 
☆報酬の中から、毎月３０万円を別口座に振り込み 

議員活動を行いました。 

☆賞与と残りの約４万円を生活費とさせていただきました。 

議員活動 

支出 研修・参加費 通信費・書籍・資料費・会費・配布料など 
計 １，７５３，１５２ 円 

残 ２，９１７，０１８－ １，７５３，１５２ ＝１，１６３，８６６円 

住民投票勉強会を開催し、昨年沖縄での基地研修会に参加。 

画像や資料をわかりやすく説明するためプロジェクターも購入 

させていただきました。 
右の会費や、住民投票・基地問題・憲法についての書籍、 
雑誌などの資料も沢山購入させていただきました。 

☆ 

他の思惑を持ちつつ、議会の席を占めている 
議員が目立つ中で、本当の意味で純粋に市民 
の代表としての意識を持って活動をしている人。 

はじめは少々、勇み足も目立ったが、最近は 
いつの間にやら、理論武装もしっかりしてきて 
どことなく風格も漂ってきている。 

合併後の岩国市になくてはならない人。 

同じ会派清風クラブ会長 浅井繁勝議員 

１０月に向けて、 
応援メッセージを 

いただき ました。 

～皆様からの大事な税金で活動をさせていただきました～ 

ご報告が 大変遅くなってしまい 

失礼しました。 

使えるモノは、皆様とともに 

有効に活用したいと思います。 

ニコニコ笑顔で、すばやく 
行動・・・これが姫野さんの 
印象。 

市民活動で長年ご一緒して 
いますが、いつも変わりませ 
ん。

議会は、市民の暮らしを良 
くするための政策を作り、税 
金の使い道を決めるところ。 

市民の声をしっかり受け止め、 
市民とともに活動する姫野さ 
ん、新しい岩国市のために、 
さらに活躍してください！ 

山口県議会議員 

久保田后子さん 

会費として支払ったもの 

大阪ボランティア協会 
ＮＰＯモモの家 

山口発達臨床センター 
ＮＰＯ法人 宇野千代生家 

山口県家庭教育学会 
エルマーの会 

合歓の家 四つ葉会 
岩国聴覚障害者福祉会 

田島直人記念陸上競技大会 
(社)日本青年奉仕協会 

JYVA 
シャプラニールなど 

議会報告に使いますが、行事などにもプロジェクターはご利用下さい。 

☆また購入した書籍等も、是非ご覧下さい。



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 
T e l & F a x ０ ８ ２ ７ － ４ １ － １ ３ ２ ０ 
Ｅメール himeno@sky.icn-tv.ne.jp 
Ｗｅｂ http://www.sky.icn-tv.ne.jp/ ~ himeno/ 

発 行 ： こ こ ろ ネ ッ ト ワ ー ク 

（４） 

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。 

８月４日（金）と２２日（火）ともに１９時から 

川西供用会館にて、 

「いってみん会」を行います。 

お気軽にお越し下さい。 

また、皆様のお近くでも 

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＞ 

映画 

「ヘレンケラーを知っていますか」 
上映会のご案内 

８月２０日（日）①１０時３０分～ ②１４時～ 
会 場 岩国市民会館大ホール 
入場料 一般１２００円 当日１５００円 

小・中・高校生 ８００円 当日１０００円 
連絡先 ０９０－３３７５－４３４４（岡さん） 
FAX  ０８２７－３０－４６４９（田邊さん） 

目が見えず、耳の聞こえない７８歳の女性と 
リストカットをくりかえす１５歳の青年との 

出会い。 是非この夏、ご覧ください！ 

姫野敦子の 主な行動メモ 
２００６年５月～６月 （抄） 

５月 ３日ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにて高速バスのＰＲ 

６日 佐賀・日田 

９日 財政勉強会 

１１日 原爆展 オープンカレッジ 
１３日 北京JAC山口総会 政経櫂始塾参加 

１８日 グリーンコープ県総会 防災説明会 

２０日 岩国ユネスコ協会総会 

２３日 療育施設を進める協議会設立総会 

２４日 特養・有料ホームの施設見学 
２５日 いってみん会（北河内） 防災説明会 

２６日 いってみん会（川西） 

２９日 川西歌声サークル 

３１日 ホスピス・緩和ケアﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ中国地区研修会 

６月 １日 交通安全朝立ち 

２日 ６月定例会初日 

３日 水道週間イベント いわくに防災シンポジウム 

５日 市営バス乗降調査 AIDS実行委員会 

６日 岩国友の会例会当番 
８日 いわくにの会県道掃除ボランティア 

９日 青い鳥福祉バザー 二鹿ホタル見の会 

１１日 堀内佳コンサート （周南市鼓ヶ浦整肢園） 

１８日 「米軍再編と自治体」市民フォーラム(横浜市) 

２０日 いわくにの会例会 環境問題講演 
２１日 地域リハ例会 

２２日 総務常任委員会 

２３日 岩中地区別懇談会 

２６日 防災説明会 美川町 

２７日 ６月定例会最終日 

２８日 総務常任委員会愛宕山・基地内視察 
３０日 友の会中国部生活研究会 

バックナンバー３０号を二回 

出しておりましたので 

今号は３３号です。訂正いたします。 

ホームページ上は修正しました。 

夏休みになっても続いた今年の梅雨。 

全国的にも大変な被害で、 

とても心配な地球環境です。 

平和で暮らし良い日本にであって欲しいのに、 

現実は自分たちの望まない方向に、進み 

そして負担は大きく、福祉や生活は厳しくなるばかり。 

１０月の市議会議員選挙を前に、９月定例会では 

今期最後の一般質問をします。 

残された日々をしっかり活動して参りたいと思います。 

～皆様、どうぞお身体を大切にお過ごし下さい。～ 

この情報紙は、再生紙と大豆インクを使用しています。


