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

２００８年も早くも三ヶ月。昨年末の議会最終日に、市長辞職となってから、市長選そして
そのまま３月定例会へと、ほんとうに慌ただしい日々でした。
私にとって辛い結果に終わりましたが、政治をもっと身近に感じていただきたいと願いをこめ
て、これからもしっかり皆様にお知らせしつつ、頑張って参りたいと思います。

最近、次々出てくる偽装問題。随分と前から
続いていた事件も多く残念なことです。
平
成十六年六月『公益通報者保護法』が制定され
ました。これは通報者を保護し、国民の生命、
身体、財産その他の利益の保護など国民生活の
安定及び社会経済の健全な発展を目指すもので
す。
「密告さえなければ、
うちの会社も左前に
ならずにすんだのに」
と言う管理者や社員
もおられますが、
本来消費者（お客様）
を騙すというのは
商売人にはあってはならない事のはずです。
賞味期限が厳しすぎるから、まだ食べられる
のに期限切れで処分するのはもったいない、少
しでも売り上げをよくしたい等と言っても、度
を過ぎた偽装で市民の不安は増すばかりです。
最近商品を裏返し表示を見ながら買い物され
る姿も増えました。技術革新により、長期保存
が利き、食べたいものがいつでも手に入る飽食
の時代ですが、口に入れるモノに無関心であっ
たり、買い控えたりだけの問題ではありません。
生産者・消費者が、安心して健康に暮らせるこ
と真に考えての社会であって欲しいですね。

景気も低迷し、岩国はずっと長いトンネ
ルの中で、先が見えない。このままでは岩
国は駄目になる。そんな暗い思いの市民の
皆さんが、救いを求めたのが福田 新市長
だったのでしょうか？
今日、全国各地で駅前商店街はどこも寂
れシャッター街が続いています。県内でも
岩国だけでなく他市でも駅前商店街の地盤
沈下は大きく、市財政も厳しさを増してい
ます。企業の多い周南市などでも新規事業
は行えない状況に陥っています。
１０００億以上の借金を有している市も
県内にも数市あり、山口県も１兆円以上の
借金と、どこも大変な状況です。
そんな中、今回の選挙では、まるで岩国
だけが県内でもっとも景気が悪く、すぐに
でも夕張になるほど財政破綻が近づいてい
る。平成の大合併の中、どこの地域も不満
の多い中、岩国だけが合併後のメリットも
なく、贅沢な庁舎を建てたせいで、旧町村
部の予算を吸い取られてしまった、空母艦
載機を受け入れないと立ち行かなくなる。
閣議決定された米軍再編、国に逆らうと大
変な目に遭う。また、このままでは財政破
綻し、病院もバスもなくなる。税金は何倍
にも増え市政がストップしてしまうと言っ
た連日根拠のないチラシやウワサも横行し
た選挙でした。
（次ページへ）
（１）

選挙が終わってから議会が開催され、多 市役所新庁舎について
く議員が、市長の公約を問いただす中、
「給食の無料化、医療費の無料化は公約で
はない」と発言されるなど、あの選挙は何
だったのだろうとびっくり。今日、多くの
メディアがこの市長選挙や米軍再編などを
検証しています。ウワサや目を引く奇抜な
内容のチラシ、「国が金をくれるので選挙
後には市民一人ずつに２万ずつ配られる」
などと言ったでたらめなウワサではなく、
市民主催の公開討論会などを受け入れられ
てきちんとした政策や公約を判断材料にし、
投票していただきたかったと感じています。

新市長の福田氏は私と同期に市議に当選、
市議の途中で県議、県議の途中で衆議院議
員に、そして国会議員の任期途中で市長へ。
県議時代より自由民主党会派へ入られた方。
国とのパイプもバッチリと、当選後数日内
で県や国へ、防衛・外務大臣などからも歓
待。さっそく「庁舎補助金なども出す」と
返答、県知事も以前は「岩国のことは関係
ない」が、「これからは一緒に」と新市長
と硬い握手。
新市長の「（国策として）協力し理解を
示す」の発言は、事実上の『容認』ととら
えられ、新聞も書き立て、現実に国の予算
も付きました。
今後、今回のような国の突然の予算カッ
トなどで自治体を混乱に陥れる手法を使っ
て欲しくありませんし、市長も「自分に投
票しなかった（約半分）の意見も聞く」と
言うことなので、市民に対してしっかり説
明し、意見に耳を傾けて欲しい。そもそも
予算がカットされた法的裏付けや選挙後急
に出すことになった理由についても述べて、
政治の矛盾を質し、信じられる国になって
欲しいものです。

結果はともかく、２０代３０代の若い方
の投票も多かった今回の選挙。一票を投じ
る事から始まる“政治への関心”が高まっ
て、これからを生きる若い人達が、自分の
選んだ人の公約をしっかりと検証していく
ことが、唯一の政治への希望です。

～これまでのお任せ民主主義か、
市民自治による民主主義かが問われる
大事な選挙が終わりました。～

選挙期間中、「贅沢な庁舎を建てたから夕張に
なる・・・」と、とおっしゃった方がありましたので
調べてみました。
平米あたりの単価は
岩国市庁舎の場合、単価が３２．６万円。
市役所前にある岩国警察署は３５．１万円。
周南市の総合庁舎は３６．９万円
廿日市市庁舎は４０．１万円程度の試算です。
基地対策建設交付金を使った庁舎建設には、
岩国より単価が１５万円も高いところもありまし
た。
芸予地震による旧庁舎の被害を教訓に、免震
工事に予算の３％を投入するなど、地震に強い
建物になっています。
一階の多目的ホールは、
災害対策本部になります。
また、全面ガラスによる
二重構造（ﾀﾞﾌﾞﾙｽｷﾝ）は、
自然光をたっぷり取り込
むことが出来、照明費や
冷暖房費も削減できます。
壁やしきりのないワンフロア設計で軽量化で、
中央部分がドーナツのようにガラスの吹き抜け
の縁側コートは、自然の換気も行えます。
これだけの施設が、岩国の場合３２．６万円で
出来ているわけですから、評価出来るかと思い
ます。
観光課を含め、各地に分散していた市役所の
各課も市役所にやっと集約されます。
４月１４日に竣工式が行われ、連休明けから新
庁舎にて執務が始まります。
米軍再編問題で予算の否決が続き、いわく付
きの新庁舎ですが、これからは市民のみなさま
にしっかり活用していただき、喜ばれる施設で
あって欲しいと願っています。
これまで暗かった議場も明るくなり、かまぼこ
型の座りにくい傍聴席も、６月からは傍聴しやす
くなるようです。多くの市民のみなさまに議会に
関心を持ってち、ぜひ傍聴に来ていただきたい
と思います。私も、新しい議場にふさわしい審議
を目指し、日々努力したいと思います。

（２）

市民生活を充実させるために、毎回身近な課題を取り上げ、質問をぶつけています。
時間が取れなかったため、１２月３月と、二議会まとめてお知らせします。

１ .市営バスダイヤ改正の市民の意見募
集について
（１）利用者の意見募集について

１ ．学校図書館の充実について
（１）司書の充実について

２.合併後の会議の開催について
（１）インターネットなどを利用した会議に
ついて

２． 福祉・健康管理について
（１）太陽の家の障害児の受け入れについて
（２）介護用ベット等、不用となった福祉用具について
（３）地域の健康管理を支える保健師の配置

３.福祉の課題と対策について
（１）障害者相談支援事業について
（２）障害者訪問入浴サービス事業につ
いて

３ 安心・安全について
（１）基地内外の緊急通報時の情報提供について
４ 環境問題と市営バスの利用拡大について
（１）バスの利用拡大と環境に優しい暮らしについて
（２）市民へのＣＯ₂削減情報について

１．市営バスダイヤ改正について
和木駅の開業などダイヤ改正が進んでいるが日々
の利用者や路線の地域民からの生の声を聞き利用
しやすいサービスにして欲しい。利用が増える運
行に、利用者の意見を大切にする姿勢や改善に取
り組んでほしい
２ 合併後の市役所の会議の開催について 合併後、
毎回市役所に行っては会議を行うのではなく、
ケーブル網を利用し、インターネット会議などを
もっと活用すべきではないか
３．岩国市における福祉の課題と対策
障害者自立支援法が施行後、１年を経過し、自立
支援のための相談支援事業や困難ケース等や緊急
時の対応を市がきちんと行い、連絡・調整等を緊
密に行い、岩国市民がたらい回しにならないよう
にするべきではないか？
障害者訪問入浴サービス事業
利用者が無いため事業が中止になったと聞くが市
民への周知が不足していたのではないか？福祉の
サービスついて市はどのように考えているのか？

次の ６月定例議会は、
６月初旬から始まる予定です。
☆新しい庁舎に移っての
初めての議会傍聴となります。
ぜひお越し下さい☆
（５）

１．学校図書館の充実について
岩国市は「岩国市子どもの読書推進計画」を
策定している。計画に基づき学校司書に配置
し図書環境を充実させて、人を育てるために
予算を使っては？
２福祉・健康管理について
未就学の障がい児通所施設『太陽の家』は自
立支援法でデイサービスとなり午前午後の２
０人定員となったが、利用状況、保護者から
の意見などはどうか？ 自宅で不要となった
介護用ベットなど、福祉用具の市民活用を啓
発しないのか？ 地域包括センターなど保健
師の活動の場が増えたが、市民への周知と保
健師の配置は今後どうなっていくのか？
３．安心・安全について
基地のフェンスをはさんで緊急警報やサイレ
ンなどは、お互い意味が分からず不安が強い。
連携や対策は？
４．環境問題と市営バス利用拡大について 乗る
動機付けを増やす努力をし、環境問題への関
心を高め、バスを使うことの意義や有効性の
PRをもっと行っては？
・・・このような質問しました。
スペースの都合により
答弁内容や詳しい
ことは姫野まで
おたずね下さい。

第６

姫野敦子の主な行動メモ
2007年11月～2008年２月 （抄）

のご案内

姫野敦子と
こころネットワーク事務所

（行ってみて、言ってみんかい？）

議会報告･意見交換 の会
を 開催します。

３月は２９日（土）１３時から
開催いたします。
土曜の午後、
～お茶でも飲みながら、
ご近所・お友達と・・・
ご一緒にお気軽に～

☆ご希望がありましたら
ぜひ、お声をかけて下さい☆
※４月は２６日、５月は３１日
の開催予定です。

美 川 大 水 車 まつり

雨

「春の陽気」が味わえる
。 すま
りあも
止中時
天

１１月 ３日 自治会対抗ソフトボール大会
４日 市民活動講座受講
１０日 ﾙｰﾗﾙﾌｪｽﾀ 岩国刑務所授産品セール
１１日 市場まつり 総合文化祭 福祉大会
１６日 臨時議会
１８日 民謡秋の祭典手伝い ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ支援行事
２０日 玖西環境事業組合議会
２３日 本郷ふるさとフェスタ2007 えびす祭
２５日 北京JAC山口10周年講演 円より子氏
２８日 川西交差点朝立ち がん患者の会
３０日 日本エイズ学会聴講
１２月 １日 一万人集会 虹と緑の会議員案内
２日 やまぐちネットワークエコー講演会
３日 １２月定例会スタート
７日 パソコン講座講師 １万人集会反省会
８日 岩商プラザ
１２日 一般質問
１６日 １２・１６ 岩国シンポジウム
１８日 教育民生常任委員会
２６日 議会最終日
１月 １日 初詣
２日 日田へ帰省
６日 消防出初め式 岩国分団新年互礼会
７日 書き初め大会 宅老所訪問
１１日 日本製紙工場見学
１３日 成人式 錦帯橋とんど
１５日～ 市長選・勝手連出発式
勝手連街宣活動、ミニ集会参加
１９日 草の根大集会
２４日 栗東市議会委員会視察対応
２７日 市民活動カフェ
３０日 甲状腺の手術のため４日間入院
２月 ３日～９日 市長選手伝い
１５日 友の会製作品セール
１６日 藤谷光信議員新春の集い
１７日 平岡衆議院議員事務所開き
１９日 玖西環境会議議会
２１日 艦載機反対･議員有志の会
２３日 人づくり･地域づくりフォーラムin山口
２４日 北京JAC山口講演（平生町）
２８日 ３月定例会スタート

〒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

３回

４月１３日（日）９時３０分～１４時３０分

美川大水車（観音水車でかまるくん周辺）
岩国市美川町根笠

イベントいろいろ 福引き・ウォークラリーなど
幸福餅まきは１１時～ １４時～予定
連絡先 美川総合支所 ７６－０３１４
＜編 集 後 記＞
どうも先進国とは言い難い程、毎年３万人も
の自殺者があり、大事な問題への政策なども
先送り、これまでの課題のつけが、国民にまわ
ってきています。
「後期高齢者医療制度」も始まり、皆様のご
不安も大きいかと思います。
どんな国で、どんな暮らしをしたいのか、政治
を決める大切な鍵を握っているのは国民です。
市長選に続き、近々行われる選挙も大事に
考えていただきたいと思います。
～花冷えの候、どうぞご自愛下さい。～
イラスト工房の素材を一部で使用しています。

（４）

情報紙は、できるだけ再生紙を使用しています

