討議資料

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
昨年秋の選挙の後、臨時議会や１２月定例会を終えたら、あっという間に新しい年に
なりました。
愛宕山開発や庁舎建設、民間空港など、今年も岩国にとって大変厳しい年になりそうですが、
最近の状況などを中心にお知らせします。

うょしまきい
てっ張頑にずめらきあ
、そこらかだ代時なんこ

新 年 の ご 挨 拶

新しい年のスタートです。
私も４回目の干支を迎えました。
猪突猛進とも申しますが
良い事は良い！良くない事は、なんとかしなきゃ！
と、出来る事から体当たりでやってみようと思っています。

また、昨年は大変お世話になりました。
今年も、次々と岩国に降りかかっている様々な問題に、
偏った見方や情報で振り回される事のないよう
しっかり考え、市民の皆様にも出来るだけ速やかに、正しい情報を
お届けしたいと思います。

こころネットワークも随時発行し、議会報告会「いってみん会」も
回数を増やしていくよう、努力してまいりたいと思います。
どうぞ、お気軽にお声をかけていただきご一緒に考えていきたいと思いますので
お気づきの点をご指導ください。そして、身近な情報等もお知らせください。
政治をもっと身近に、わかりやすくをキーワードに
自分の生活と直結している事を理解していただきたい。
またあきらめないで、暮らしていただきたい・・・。
元気を出して、自分たちのまちの大切な事は自分達で決める！
みんなで解決して行こうという気概を持って
今年もこころを込めて頑張ります！
本年も どうぞ宜しくお願いいたします。
「女性は生む機械・・・」ではありませんよね。
男女がともに協力し合って、暮らしやすい社会に努力をしてまいりましょうね。
（１）

「岩国が第二の夕張になりませんか？」という
メールをいただきました。

夕張市

岩国市

人 口

１万３０００人
弱

約１５万人 現在

市債残高

187億円

１０８８億円

標準財政規模

４５億円

約３３５億円

累積赤字

３６０億円？

約１４．５億円

決 算

２５７億円赤字

一般会計１９億円黒字

全国の仲間の議員さん達のところにも
「夕張市のようにならない？」とのおたずねが
多いと聞きます。
全国各市、不安でいっぱいのこの頃です。
この件について、考えてみましょう。
夕張市は1888（明治21）年に石炭が発見さ
れ、国内有数の石炭のまちとして発展し、人
口も約１１万人でしたが、炭坑の閉山などによ
り現在人口約１万３０００人弱になっています。
夕張メロンなどで有名ですが、人口が極端
に減って、産業構造の転換も進まない上、
少子高齢化や、産炭地支援の

特別会計３４億円赤字
※新聞やインターネットの資料で比較していますので
この限りではありません

「産炭地域振興臨時措置法」が平成１３年で失効す
るなど、厳しい状況が続きました。
それに変わって観光で人をまちに呼び込もうと過
剰な投資を続けた結果、気がつけば、１７年度決
算は約２５７億円の大赤字で、累積赤字は約３６０
億円とも言われています。
夕張市は、平成１６年度決算で、標準財政規模
約４５億円。対する岩国市は合併後約１５万人で、
財政規模３３５億円です。
岩国市の市債残高は約１０８８億円ですが、償還
計画もきちんと決まっており、いわば健康的な借金
ですが、夕張市は毎年黒字に見せかけるなど、禁
じ手を重ねて、返すあてのない借金になってしまい
ました。そのため極端な財政の見直しが必要です。
岩国では今後１０年間で約２００億円の削減を目
指しています。事業も優先順位を付けて見直し、起
債を抑え償還に努力しています。
岩国の昨年の決算は、一般会計約１９億円の黒
字ですが、特別会計（特に市場と下水道の特別会
計が大きい）の赤字は約３４億円となっています。

道路の整備や建設事業なども大事ですが、財政の
厳しい中、身の丈にあったまちづくりが大切な事を
夕張市は教えてくれている気がします。
官製談合や汚職、風評被害など無責任な対応か
ら早く卒業しないと、次々と問題が先送りされていく
ように感じています。
政治に関わる事件などを含め、あれもいいならこ
れも・・・と、ますます犯罪もエスカレートして、とんで
もない世の中になってきている気がします。
扇情的な情報で、不安に惑うことのない様、皆様
の賢い頭で判断をお願いしたいものです。
また合併後の広いまちづくりには、市民の皆さん
のご意見が大切です。
あお

大変だ大変だ！と、不安を煽ったり、「夕張市
になってはいけないから・・・」と、具体的なデー
ターも無く「艦載機の受入がなければ岩国はダ
メになる！」とか、「受け入れれば数千億の支援
がもらえる」、「税金や給食費がタダになる」など
といった、風評にも どうぞご注意を！

◎皆様からのご意見・ご提言をお待ちしています。
様々なご意見があると思います。この紙面でも出来るだけ取り上げていきたいと思います。
ご自分なりのご意見をお聞かせください。賛成！反対！だけでなく、市民の皆様の
それぞれの思いや素朴な意見がどこかで出せる環境が必要ではないでしょうか？
大きな声の意見でかき消されそうな、小さな声にも耳を傾けるスタンスも大事に考えていきたいと思います。

是非お気軽に、お知らせください。☆連絡先は４ページにあります。☆
（２）

岩国市庁舎建設補助金
０ （ ゼ ロ ） 問 題
芸予地震で大きな被害を受けた市庁舎。来庁者や市
職員の安全性からも必要として始まった建設事業。
防災の拠点や市民との多目的使用など、市民サービ
スなども配慮しての新庁舎計画でした。
建設の事業費は設計から本体建設工事７９億円、解
体工事まで含めると約９４億円。
財源内訳は、庁舎整備基金から約１９億円、地方債
が約２５億円、国庫補助金が約４９億円。
１６年２月には、約６億円の設計費（その内、約３億円
補助）として始まりました。
平成１７年～１８年度には、約１８億円の事業費（内、
約１１億円補助）で基礎工事。
新年度１９年は、本体最終工事として、６０億円の事
業費（内、国補助３５億円、市の基金約１０億円、合併
特例債１６億円）で進む予定でした。
ところが本体建設が始まるという矢先、国が補助金を
ゼロ０と決めたわけです。耳を疑いたくなる現実でした。
１月２６日には広島防衛施設局長、防衛施設庁から
担当職員による岩国市議会全員協議会が開催され、
防衛省の担当者は、厚木からの空母艦載機の受入が
なければ補助金の約３５億円も出さないと返答しました。
理由は、空中給油機は岩国に移駐するものの、その
訓練はグアムなど他の地域でも行われることになった
ので、SACO（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』の、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）関連の経
費から米軍再編の受入による予算に変わったため、出
さないというのですが、 SACO関連の経費の費目は今
も残っています。
地元との十分な協議もないまま閣議決定が行われ、
アメリカからの要望に応じて、次々と対応を決められ
「受け入れれば庁舎を始め３０００億（円）ぐらい国が金
が出してもらえるから良い」という、議員も居られますが、
１０年間で５５自治体で１０００億円しか出さないと、既
に報じられています。
本当に補助金が出ないような状況になれば、合併特
例債など合併後のまちづくりのために使える予算を
つぎ込まなくてはならず、結局岩国には借金が残る事
になります。
“ 早く艦載機移駐を受け入れるべき”
“損をするな！もっと地方に金を！”と、
受け入れに傾く議員が上京する中、
“基地で本当に経済が潤うの？
子ども達の安心して暮らせる岩国に
なるの？”といった事も、とても気になる
この頃です。

（３）

愛宕山開発事業
調査特別委員会より
１月２２日、１０時から愛宕山開発事業調査特別委員会
が開催されました。
まず現地視察などを決めてから市役所を出発。
土地開発公社の建設事務所にて説明を受け、現場を見
ました。（下の写真は事務所前から）
前回、現場を見た時よりも、進捗立９９％と土砂の搬出
がかなり進み、広大な開拓地が見渡せました。
平成９年度に着工し、愛宕山を削り、ベルトコンベアー
で南岩国駅近く、蓮田の沖へ。そこから基地沖の埋め立
て地まで大きな船で運ぶという、すごいプロジェクト。
当初、山を削って海を埋めて一挙両得としていた計画
でしたが、バブル崩壊後、土地単価の値下がりや開発
費に多額を要すなど、平成１３年の外部監査により計画
を見直すことになりました。翌年需要調査を行い、平成
１７年２月第一期整備方針が出されました。
その試算によると、高水高校裏手になる、開発の東側、
第１期施工区だけで工事をストップしても２５１億の赤字。
５年で完売しても２３６億の赤字という見込みで、年々遅
れればもっと赤字がかさんでいくという推測が発表され
ています。
この事業は、２／３は県、１／３は市の負担で、県では
中止を考えています。また、沖合移設のための土砂の
搬出が終わったら、宅地開発は中止し、米軍にでも使っ
てもらって・・・と簡単に言う人もいます。しかしあれだけ
広大な岩国の中心地、岩国のヒバリーヒルズ（ヒバリの
鳴く丘陵宅地）とも言いたい土地を土砂も宅地も米軍施
設に提供するという考え方はいかがなものでしょうか？
新住法という住宅地に困っている人のために始まった事
業なので、市民のまちづくりに期する、使い方であって
欲しいと考えるのが筋ではないでしょうか？
そんな中、米軍職員に最近聞いた話しでは、基地の消
防施設など多くの施設を愛宕山の用地に建設する計画
を既に聞いているという事でした。
一体、何のための開発だったのか？と考えてしまいま
すし、またどうせ売れないのなら、国病（現・岩国医療セ
ンター）を移転させたらという意見が出るなど、これまで
の問題が一気に噴出しています。
国病（現・岩国医療センター）との等価交換による立て
替え案も、今の黒磯町の場所が、今後塩漬け用地にな
る心配もある事から、財政の厳しい岩国では簡単には
答えられない難しい問題と市は考えている様です。
だからといって、艦載機を受け入れれば解決出来ると
いう問題でも無いはずですが・・・。

姫野敦子の 主な行動メモ
２００６年７月～１２月 （抄）

のご案内

７月 まちづくり政策アップセミナー
7 岩国駅前夏祭り七夕祭り
11 特別支援教育を推進するための地域ﾌｫｰﾗﾑ
22 国民文化祭の研修会
８月 5 錦川水の祭典
8 山村留学センターの２０周年
14 岩国駅前戦没者慰霊祭
22 立候補予定者説明会
26 桜の園・光葉苑の納涼会
９月 ９月定例会のスタート
3 自治会対抗ソフトバレー大会 高水高校体育祭
10 岩国中学校体育祭
15 一般質問
22 総務常任委員会
23 交通局バスまつり
24 岩国小学校柱野小学校運動会
27 ９月定例会の最終日
１０月 1 事務所開き
2 リフト付き観光バスのお披露目式
5 民間空港を考える討論会
9 市民スポーツの集い
15 市議会議員選挙告示日
22 開票日 岩日夜間歩行 こころみの会講演会
28 高水高校同窓会・総会
29 国病OB会
１１月 5 国民文化祭ボランティア
7 夢のみずうみ村見学（山口市）
9 ドゥルージバコンサート（五日市市）
10、11 国民文化祭民謡民舞の祭典 （萩市）
12 ルーラルフェスタ 薪能
16 臨時議会
18 家事家計講習会 玖珂会
19 北京JAC 逢坂誠二衆議院議員講演会
25 図書館祭ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 女と男のｴﾝﾊﾞﾜｰﾒﾝﾄ講座
26 STOP HIV／AIDS 命のかがやきコンサート
１２月 2 ＪＡＳクリスマス会
3 あすなろ会３０周年式典 市民活動講演会
4 １２月定例会スタート
10 桜の森カレッジ（山口市）
11、18 防災ボランティア講習会（美川町）
15 ホームページ編集委員会
16 N.Yハーレム･シンガーズコンサート出演
19 教育民生常任委員会
26 １２月定例会最終日

（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。
今年は毎月月末の土曜日午後３時から
自宅事務所で「いってみん会」を行ってみます。
お気軽にお越し下さい。
お茶を飲みながらご一緒に
お話しできますと幸いです。
また、ご希望によりどんどん
お声をかけて下さい。
次回は、２月２４日（土）１５時～です。

新「岩国市」合併記念
第１回錦帯橋ロードレース大会開催!!
開催日 ２００７．１８（日）開催 ※雨天決行
☆記念すべき第１回大会！
市内外からのたくさんの参加をお待ちしています。☆
会 場 岩国市 錦帯橋周辺
種 目 ・ハーフマラソン
・10ｋｍ
・5ｋｍ
・2ｋｍ
申し込み ２００６．１２．１１～２００７．２．１２
（郵便振替のみ２００７．２．１３消印有効）
お申し込みはインターネット・携帯サイトが便利です。
http://www.runnet.jp/

昨年秋、１０月市議選から早、３ヶ月が経ちました。
次々とおそってくる難問に、投げ出したくなる様な
気持ちも起こりそうですが、それだけ大事な局面。
自分の住む国や県のあり方も、ここに至って、
改めてどうなるのか考えざるを得ない、この頃です。
ご自分の住む岩国市、山口県、そして日本の
ことをもっと考え合いませんか？
市議選こそありませんが、今年は県議選や参議院
選挙など、選挙イヤーです。
宮崎でも無党派層の支持により新知事が生まれ
たように、今後の生活が変わる一歩ではないで
しょうか？ 本年も宜しくお願いいたします。

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 himeno@enjoy.ne.jp
~
Ｗｅｂ http://www.sky.icn-tv.ne.jp/ himeno/
発 行 ： こ ころネ ッ トワ ーク 事務 所
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