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
３月議会は、今までで一番の暴挙！と言いたくなるほどひどい議会でした。
各常任委員会では議案を否決、最終日には新年度予算も否決と、次々とやりたい放題の現実。
「米軍再編に係る決議」とともに「国防協力都市宣言の決議」まで採択されてしまいました。
市はぎりぎり暫定予算を組み、専決処分での新年度４月のスタートとなりました。
異例続きの悩ましい現実をぜひ、市民の皆様に知っていただきたいと願っています。

岩 国 市 議 会 の 問 題

暫 定 予 算 に つ い て

三月定例会では、新年度予算が否決されてしまい、
市民の皆様にも不安を与えている今日の岩国。
暫定予算を組まなくてはならなくなりました。
国の方針で極東最大規模の基地（米軍再編の要）と
暫定予算では、新規の予算、新年度の投資的予算（市
なってしまった岩国に、様々な問題が幾重にも降りか
民サービスの目玉）を計上できません。
かっています。
具体的には、情報通信ネットワークの基盤整備、ＵＪＩ
特に庁舎建設については、前号でもお知らせしました
ターン関連、民間空港事業に対する負担金、ハワイへの
ように、空母艦載機を受け入れなければ、予算はつけ
チャーターフライトの補助金、洪水のハザードマップの作
ない！と、国は方向転換したまま。
成、周辺部のバス体系の見直しのための調査研究費用、
本当なら、国はつけるべきですし、岩国市議会全議
給食センター、道路建設事業などなどストップしました。
員が一致団結して国に抗議し、予算をつけるよう交渉
心配されていた療育センターは、以前に請願が採択され
するのが筋ではないでしょうか？ところが逆に議員の
一部は市長に対して事実上の不信任をつきつけ、同様 ており、かろうじて暫定に入りました。
ところで先日、合併後の町を回わりましたが、どこの総
に三月定例会では３常任委員会で議案を否決するとい
合支所でも「（道路などの）計画を執行したいが、新年度
う暴挙が行われ、最終日には、新年度一般会計当初
予算が否決され、できない。県に留保してもらっているが
予算の約660億1200万円までも否決されました。
大変困っており早く予算を通して欲しい」と悲鳴にも似た
また、公明党議員団が代表で「在日米軍再編に係る
決議」を提出し、賛成２１対反対１２で採択になりました。 声を何人も伺いました。
また市内各中学校でも、
本来ならこのような決議文は全会一致が原則であり、
お母さん方からも「いつになったら
最近の何でもありの状況をとても心配に思います。
三月定例会最終日前、ある議員がにやにや笑いなが 給食センターができるの？」と聞か
ら、「最終日の予算を否決したって、暫定予算がほぼで れますが、どんどん遅れてしまう
ことをお詫びする他ありません。
きている課もあるくらいだ。大した事ではない・・・」と、
新庁舎建設も、国の方向転換で防衛省より実際に艦載
市民に話され、その無責任な態度を見ていると、とても
機を受け入れないと予算をつけないことから、継続事業
情けなく感じました。
その上、「暫定予算を組まなくてはいけないのは市長 なので一番有利な借金である合併特例債を使う暫定予
算で、なんとか工事が続いています。
が頑固で市民に迷惑をかけるからだ」と言い、自分の
予算の否決を棚に上げ、「こんなんでは予算は（まだ）
もし建設中止になれば、重機などを撤収や建設資材の
可決できん！」など、市民生活をなんと考えられている
停滞、建設会社などへ違約金他、合併特例債がなけれ
のでしょうか？
ば大幅な持ち出しが必要となります。
議会後には、受け入れ容認の議員各会派より、早く
「庁舎設計（自体）も見直せ」と言う議員もおられますが、
意見集約をと、全員協議会開催を促し、全協には議事
新たに設計しなおせば新たに設計費が必要で、工期が
録もないし集約もできないことがわかると、こんどは急
一年以上遅れ、来庁される皆様への支障が続きます。
な取り下げ。新聞では「これから国に予算を要望する」
元町長の議員が二人も居られ、本予算の大切さは
との事。それなら最初から国に抗議し、予算をつけるよ
一番よく分かっておられるはずなのですが・・・
う交渉するべきだったのではないでしょうか？
（１）

最近、次々と岩国医療センター（旧・国病）についての署名が回っています。
「国病がよそにいってしまう」、 「市長の今の市政では夕張市になる」、 「だから是非署名に協
力を！」と頼まれ、「そりゃあ国病が無くなったら困るなぁ！」と、署名しそうになる方も多いので
はないでしょうか？
実はこの署名、現実的対応（米軍再編の空母艦載機の受入）を
前提にした内容になっています。この事について考えてみましょう。
姫野も勤務していた旧国病・（現）独立行政法人岩国
医療センターは、前号でもお知らせしましたように愛宕
山への移転を希望しておられます。
今の黒磯の場所と愛宕山の用地との等価交換による
移転計画ですが、市が愛宕山の土地を３０億円程度で
先に買い取る必要があります。元々の計画では愛宕山
開発の北西、総合運動公園寄りの区画ですが、高圧
電線などもあることから、先日の話し合いでは、セン
ター長より、岩国短大裏の区画を希望されました。
ところが今、岩国で流されているウワサは、国病が県
外などよそにいってしまうと言うモノです。
岩国医療センターは、山口県東部の拠点病院であり、
県の保健医療計画による、６００床近い高機能病院で
す。第三次救急医療施設としても東部の要であり、全
国的にも非常に高い件数に対応しています。
最近では、「国病は広島（西風新都）に用地を取得し
た」とか、「他地区に逃げたらどうするのか」といった市
民の不安をかき立てる内容で署名がまわっています。
でももし、岩国市から移転することが起これば医療ス
タッフ全員が解雇または他地区への通勤が必要になり
ますし、大竹医療センターとの合併なども、そう簡単に
できるものではありません。
また通院中の患者さんを放って、他の医療圏域に移
転するようなことが起こったら県知事をはじめ大変な責
任問題です。県外への移転となれば、県の計画にも大
きな影響が起こる大問題ですし、センターが国の許認
可無く勝手に用地を先に購入するのも、おかしな話し
ではないでしょうか？
ぜひ頭を冷やし、軽はずみに署名をしないでください。
「岩国の未来を拓く会」の署名では、「現実的対応を」
と書いてあり、実質的な対応とは空母艦載機の受け入
れを前提としての署名になっているのです。
「来るものは来るから、もらいが多い内に」とか、「岩国
が夕張のようになる。」、「厚木移駐を認めたら、数千億
円貰える。」、「住民税や固定資産税が安くなる。」「駅
舎が新しくなる。」など相変わらずの根拠のないウワサ
が次々と流れてきます。
こうした署名数が一人歩きし、結果的に未来の子ども
達へ「どうして当時の 岩国市民はそんな判断をした
の？」といった後悔が起こら事がないように、署名の趣
旨をよく読まれ、行動してほしいと願っています。

（２）

平岡衆議院議員のホームページによると
３月２９日の衆議院の安全保障委員会で「駐留軍等
の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」（米軍
再編特措法案）の審議で質問されています。
「再編交付金」とは、防衛大臣が、岩国飛行場、キャン
プ・シュワブなどの「再編関連特定防衛施設」が所在
する市町村のほか、例えば、航空機の新たな配備が
行われ騒音が生じることとなる場合には隣接市町村
等も含まれる市町村の中から、「再編関連特定周辺
市町村」を指定し、その「再編関連特定周辺市町村」
に対して、再編の実施の進捗状況などに応じて、「再
編関連特別事業」に係る経費に充てるために交付す
るものです。 「再編関連特定周辺市町村」は、その
再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の
生活の安定に及ぼす影響などを考慮し、「再編関連
特別事業」（公共の施設整備、ソフト事業など住民の
生活の利便性の向上や産業の振興に寄与する事業
を言います。）を行うことが米軍再編の円滑な実施に
資するために必要であると認めるときに指定されるこ
とになっています。
しかし、特例措置が認められる事業は、政令で、「再
編に伴い大規模な部隊が移駐することにより関係防
衛施設や周辺地域の人員数が増加し、人及び物の移
動・流通量が増加した場合に対応するために速やか
に実施することが必要なもの」に限定されることになる
ようです。何のことはない。再編によって市町村に影
響が生じたものに対応するのに市町村が新たに負担
するものの一部を国が負担しようとするに過ぎないと
いうのです。
しかも、市町村の新たな負担について国が特例措
置を認めても、通常であれば国の「５０％負担」である
ものを、高々、国の「５５％負担」にするというものでし
かありません。換言すれば、再編がなければ新たな
負担が市町村には何ら生じることもなかったはずなの
に、再編によって、市町村は、新たな負担の４５％は
自分自身が負わなければならないのです。
☆国から「愛宕山用地も正当な地価でしか買わない」
し、「民間空港関連施設も（本来）自前で！」と言われ

署名やウワサとはずいぶん話が違いますね。

５％に泡を食っての対応は賢明ではないかと。

三月定例会の 一般質問より

国防協力都市宣言の決議 !?

今回は、以下の質問をしました。
１ 施政方針について
（１）行政運営の課題について
（２）財政健全化計画と行革計画について
２ 合併後の諸課題について
（１）嘱託職員の雇用期間について
（２）市民の意見を反映させることについて

議会最終日３月２３日には、「米軍再編に係る決議」と
ともに「国防協力都市宣言の決議」が賛成多数で採択
されました。
１ページ目にもお伝えしているように、何でもありの今
の議会では、信じられないことが次々と起こっていま
す。

ア 市民の声や意見を共有することができるシステムづくり
イ 「市民の力を頼りにしています」という情報発信について
ウ ワークショップの開催について

３ 障害者自立支援法について
（１）福祉タクシー券について
（２）福祉バスについて
（３）福祉サービスの変更、中止等の周知について
（４）第三者チェックや利用者の声を聞くことについて
質問数が多く、答弁をうまく書き切れませんが、
◎市政運営には課題も多く、財政健全化計画と行政改
革大綱、集中改革プランを策定していく。
◎市民の立場に立った行政運営や市民のご意見を施
策に反映するよう、必要に応じてワークショップの手法
を取り入れ、岩国市のまちづくりに生かしたい。
◎タクシー券は身体障害者手帳１級から３級を所持者、
療育手帳を所持者、精神障害者保健福祉手帳１級か
ら３級を所持者、精神障害を支給事由とする障害年金
１級の受給資格者に月４枚年間４８枚。人工透析者の
週２回未満人工透析に年間７２枚。週２回以上人工透
析に年間１０８枚を交付。利用枚数は、１乗車につき
１枚で、複数枚一度の使用は考えない。
◎新しい運行形態のデマンド型交通システム（予約に
よる乗り合いタクシー）などの導入も視野に入れ、新市
としての交通システムを検討している。
◎利用者の声を聞くことについて中立、公平性の確保
を目的とした障害者自立支援協議会を設置し、構成委
員に障害者関係団体の代表、及びサービス提供事業
所等と、利用者の声を踏まえた活発な議論を行い体制
を整備したい。と言うことでした。
気になったのは、中立公平という言葉を逆手にとって、
広くなった市で、財政的にも無理だからと、一刀両断で
岩国のルールを押しつけになっていないだろうかと言う
こと。 今まで町村では、ひとり一人との見える関係で
向き合って来てこられました。
これまでの信頼関係やルールを
なし崩しには、できないはずです。
合併後の岩国の課題についても
現地視察などしっかり把握した上で、
行政・議員・市民が理解し、
一層の努力が必要だなと感じました。

「（前略）国の安全なくしては平和はなく、平和なくして
は国民の安寧な生活も繁栄もあり得ない。国を守ると
いうことは、私たちの自由で平和な生活を守ることで
ある。
岩国市は長年に渡り、国防に理解を示し、協力してき
たところであるが、我が国を取り巻く国際情勢の不透
明化に伴う安全保障体制の変化に対応して、新たな
理解と協力の必要性を痛感している。
よって、岩国市議会は岩国市に対して、

「国防協力都市」を宣言することを求める。
以上決議する。・・・というものです。
もし、市がこんな宣言を掲げれば、それこそ、国防と
あらば、愛宕山だって何だって差し出すのも当然です
よ・・・とも取れる決議です。
「米軍再編に係る決議」も「国防協力都市宣言の決
議」も、議会が採択すれば、国からそれ相当の補助金
がもらえるだろうと思っての手段なのかも知れません
が、・・・市民の皆さんはどのようにお感じでしょうか？
とにかく、こんな大変な決議文が、
数の力ですすいと採択される
今の市議会。
国会の強行採決と同様に、
かなり問題ではないかと
感じています。

◎皆様からのご意見・
ご提言をお待ちしています。
皆様におかれましては、様々なご意見
があるかと思います。
この紙面でも、出来るだけ取り上げて
まいりたいと思っておりますので、
ご自分なりのご意見をぜひ
お聞かせください！
＜連絡先＞

（３）

４面下にあります

第５５

姫野敦子の 主な行動メモ
２００７年１月～３月 （抄）

回

のご案内

１月 １日 仕事始め
８日 成人式
１０日 長寿会の新年会
１５日 マンモグラフィー検査
１６日 いわくにの会例会
１９日 認知症サポーター講座
２０日 県議選事務所開き
２１日 市民活動カフェ
２２日 愛宕山地域開発事業調査特別委員会
２３日 陽だまりの家運営推進会議
２６日 岩国市議会全員協議会
３０日 山口県市議会議員研修会（柳井市）
２月 ２～６日 中国訪問（上海・杭州・蘇州）
９日 政治団体収支報告書提出
１０～１１日 男女共同参画フォーラムIN福岡
１２～１４日 清風クラブ視察(宜野湾市沖縄市)
１８日～ 米軍再編説明会
１９日 愛宕山地域開発事業調査特別委員会
玖西環境事業組合議会
２１日 地域リハビリの会
２７日 ３月定例会のスタート
２８日 一般質問通告
３月
１日 高水高校卒業式
４日 山口県立大学公開講座修了式
７日 一般質問
９日 愛宕山地域開発事業調査特別委員会
１８日 錦帯橋ロードレースのお手伝い
２０日 岩国小学校卒業式
２１日 新市誕生記念式
２３日 ３月定例会最終日
２４～２５日 佐世保市訪問
２７日 森田実氏講演 （周南市）
３１日 清流線新車両お披露目式 （錦町）

（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。
毎月月末の土曜日、午後３時から
自宅事務所にて 開いています。
～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、ご希望の場所での開催にも
努力しますので、お声をかけて下さい。
次回は５月２６日（土）１５時～です。

平成１９年 ６月３日（日）１０時～１５時
岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校
（麻里布町2625）
内容 エコフレンズとリサイクル工作をしてみよう
貝がらのマスコット（ストラップ）工作
水と環境を考える展示 など
＜問い合わせ先＞
岩国市 環境保全課 295100
環境事業課 317710
水道局
浄水課
410434

昨年１０月の市議選、１２月、３月の定例会直後に
始まった４月の県議選と、何かと慌ただしく過ごして
いるうちに、桜の季節が終わってしまいました。

お詫びと訂正
前号の２ページの「岩国の昨年の決算は、特別会計
（特に市場と水道の特別会計が大きい）となってし
まいましたが、

最近読んだ本や、ホームページなどの資料から、
日本の置かれている状況や諸課題を痛感し、
岩国市がどうしてこんな目に遭うのか、少しずつ
分かってきたような気がしています。
政治や国際情勢にももっと関心を持ち、
正しい情報をしっかり集めて

『水道』は誤りで、正しくは『下水道』です。
また、夕張市との比較は複式簿記で、一部不向きな
表となっています。お詫びして訂正致します。
紙面の都合で、会計報告も次回お知らせ致します。

姫野敦子と
こころネットワーク事務所

あきらめず、放り出さず、日々頑張りましょう。
今ほど判断が重要な時はないと痛感しています。

〒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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