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姫 野 敦 子 の活 動 報 告 ＋その他 色々 の 情 報 紙

連日の経済や政治問題など、社会の基盤の根幹が揺らいでいるこの頃です。
まじめに働いて、安心して穏やかに暮らせる日本でないことがとても残念です。
最近の議会の様子や日頃の思い、活動をお知らせしたいと思います。

９月定例会は、９月９日から１０月３日
までの２５日間開催されました。
今回議会の主な内容は、昨年度の岩国市一
般会計歳入歳出決算の認定と平成20年度岩
国市一般会計補正予算の審議でした。
一般会計補正予算には米軍再編の基地再
編交付金を財源にした「こども医療費助成
事業」に約６億５千万円を子育て支援基金
に新規として妊婦検診なども基金化とする
ものでした。
また、岩国市学校施設等耐震化基金条例
の議案も出され、地震の活動期と言われる
今日ですが、市立保育園、幼稚園、小学校
及び中学校などの耐震診断経費としても約
２億５千万円を学校施設等耐震化基金とし
て積立てるための条件整備です。
ご寄付でいただいた学校の以外にもＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器・じどうたいがい
しきじょさいどうき、Automated External
Defibrillator）を設置する予算なども盛り
込まれました。
最終日には、地域医療を守る意見書など
議員提出議案が
８件も提出されました。

議会閉会後には「安全安心の対策(案)」
について全員協議会が開かれました。
本会議場で行われても、また一生懸命に
質疑を行っても全く議事録に残らないのが
全員協議会です。
定例会最終日も長引き、その終了直後で
かなり疲れていましたが、治安や騒音対策
など「安全安心の対策(案)」 ４１項目につ
いてを一人二回までとして質疑が続きまし
た。
これまで各自治会に意見の集約が投げか
けられていましたが、自治会によってその
周知やまとめなど対応はバラバラのようで
した。
また地域から多くの意見や要望が出てい
ても市のまとめた「要望書」には盛り込ま
れていないものも多く残念でした。
姫野も母親の立場で、憲兵隊や警察によ
る見回りの強化、脱走兵への対応など、銃
を持つ人たちが市内を見回ることで子ども
たちに与える影響の心配などを
質問しました。

（１）

旧岩国市議会では議員定数は２８名でした。 ☆手話を使っての一般質問 について。
合併後は在任特例で１１０名のマンモス議会を これまで、一般質問は１０年あまり一度も欠かさず
７ヶ月を経て、２００６年１０月に初めての議員
続けてきました。また公約により自分の責任におい
選挙が行われました。１５万人都市（人口１０万 て毎回手話を付けて質問を続けて来ました。
以前から「議会のすべての質問や答弁に通訳がつ
〜２０万人）で最高となる３４名（数十票、数百
票で当選していた町村議員選挙にも配慮して） いて欲しい」と思いますが、通訳者の確保や予算な
の選挙でした。（次は２０１０年秋の予定です。） ど問題もあります。最近「答弁に通訳がないので、意
６月議会と今回の９月議会では、議会閉会直 味がないから止めたら？」と言ったご意見も耳にしま
した。
前になり、議員定数削減案が出されました。
姫野は定数削減案は閉会直前などではなく、 今日の「厳しい岩国の実情」。これから岩国で生き
ていく子どもたちを考えると、暮らしやすい岩国のた
２減案、４減案、いやもっと・・・と、議会閉会中 めには質問内容をもっと充実させたいとも思います。
も議会懇話会などの場や時間を取って話し合 今後も適宜、手を動かして質問しますが、質問の要
うべきと思います。
旨を主として手話で質問することに、ご理解頂けた
自分たち議員の保身やお手盛りではなく、市 らと思います。
民の皆さんに納得していただけるような議論か また市民の方の中には手話を使っての質問をうざ
必要と思います。
いとおっしゃる方もあります。しかし議会中に手話だ
また、定数を半分にという意見の市民の方も けで質問を行ったら、皆さん一体何を話しているだろ
おられましたが、大きな組織をバックにしない うと思われると思います。同様に、手話や字幕のな
市民派の議員や新人の方も諦めず立候補され い議会傍聴やテレビ中継を見られている聴覚障が
いの方達は、いつも何のことを話しているのだろう
るような適正な定数も検討すべきではないで
か？と感じておられると思います。
しょうか？
これからも市民の皆様だれもが

今回は結局、２減の定数条例は２０対１３ 議会に関心を持っていただける
で否決されました。
ようにしっかり努力します。

私の考 え

市民Ｈさん

☆朝立ち について。

これも初めての立候補前から、
ずっと川西交差点で朝立ちを
続けています。
目的は朝のあいさつ運動と、交通安全の呼びかけ
です。
会議場は新庁舎の６階にあり、傍聴席も広
市民の皆様が無事に職場や学校へ通勤通学され
く当日は初日とあって大勢の傍聴者でした。
るよう、また通過中の貨物トラックなどの安全な岩国
一般質問には２３人の議員が登壇され、初
通過を祈っています。
日の質問では重岡議員の愛宕山問題につ
朝立ちしているとまだまだ携帯を持っての運転も
いて山口県と市の関係者に対する厳しい質
多く、チャイルドシートを使用していない車、たばこの
問がありましたが、市長、副市長の答弁も市
ポイ捨てなども気になります。
民に対する誠実な答えはなく、市長の政治
最近この朝立ちについて、「
警察に何度も申し入れ
姿勢に落胆しました。
ているのに姫野が止めない」
といった内容のご意見
を伝え聞きました。
また、議場には初日から居眠り議員が何人
当初より回数もかなり減らし、１のつく交通安全の
もいて本当に呆れてしまいます。
日に、３０〜４０分くらい、月に１〜２回行っている程
度です。 昨年は坂道を止まれずに突進してきたト
私は市民ひとり一人が我が町をどの方向
ラック事故を目撃。第一発見者で通報したこともあり
に進めるかじっくり考え､一人でも多くの市民
ます。同様に、通行に支障のないところで、細々で
が市議会を傍聴し、品格に乏しい議員は次
の選挙には選ばないようにする事も大事だと すが続けさせていただくことをご理解ください。
なお、現在選挙応援でスタッフの方とほぼ毎週朝
思います。
（２）立ちしています。

９月の市議会定例会一般質問は、９月１８
日〜２４日まで行われ、初日の９月１８日に
傍聴にまいりました。

市民生活を充実させたいと言う思いから、身近な課題を取り上げ、一般質問を続けて
います。どうか、みなさまのお気づき、ご提言やご意見などもぜひお願いします。
１.里帰り分娩について

（１）子育て日本一の岩国を目指すためについて

２.給食センターについて

（１）運営方式と市民周知について
（２）給食費の滞納対策について

３．男女共同参画について

（１）入札審査に男女共同参画評価の視点を取り
入れることについて

４．携帯電話の不感地域について

（１）その後の改善策について

共同調理場の建設計画等は今後市のホームページ
医師不足などから妊婦の里帰り分娩が岩国では に建設計画等を掲載し、周知を図りたい。
出来なくなっている。初めての妊娠出産は特に不安 ３．男女共同参画施策の推進について
も大きく、親元で安心して里帰り出産を希望する人も 両性の意見や視点を生かして働きやすい社会の
多い。子育て日本一を目指すという市長の今後の対目指すためには、入札条件に女性の雇用状況など
応策は？
を評価する取り組みを行政が率先しては？
市長答弁 安心して生み育てやすい環境づくりを推 答弁 今後の検討課題とする。
進していくために、県健康福祉センターが主管とした
岩国圏域医療保健対策協議会などにおいて、関係 ４．携帯電話の不感地域について
機関と医療体制の課題等について共通認識を図り 携帯電話は災害時や緊急時の通信手段として、
ながら、医師の確保・
充実に努める。
携帯電話不感地域」
の解消が強く望まれている。
２. 給食センターについて
その後の改善策や、進捗状況については？
来年度から着工予定の給食センターは、再編交付
答 弁 地域イントラネット等の光ファイバの空き
金を使い約三千食を一括して作るセンター方式。 芯線を活用した携帯電話事業者と不感地域の解消
民間業者への調理委託や配送では経費が節減できに向けた協議を行っているので、、関係機関と連携
ても、従来の衛生管理が果されるのか？
して、サービスエリアの拡大に取り組みたい。
教育長答弁 給食共同調理場においては、調理業
務は民間業者に委託する計画。配送業務も民間業
者に委託しできるだけ短時間で効率的に給食の配
送が行えるよう、中学校と調整中。

１．里帰り分娩について

牛野谷地区の方を中心にした

１２月定例議会は、
１２月１日頃から開催される予定です。
☆ぜひ聴にお越し下さい☆

新庁舎の６階に
議場や 議員控え室
図書室や議事録もあります、
是非お立ち寄りください。

愛宕山を守る市民連絡協議会が
「愛宕山に米軍住宅はいらない！」
ステッカーを
作られました。

一枚１００円
（3）

姫野も沢山持っておりますので
支援にご協力ください。

姫野敦子の主な行動メモ

のご案内

２００８年８月〜１０月 （抄）

（行ってみて、言ってみんかい？）

８月 ２日 錦帯橋花火大会ボランティア
４〜６日 清風クラブ視察（新潟県長岡市・三条市）
１０日 筆子・その愛の上映会
１１日 岩国ユネスコ協会異文化交流会
１３〜１５日 盆踊り
１７日 施設見学（大島町）
２１日 県内市議会議員研修会（下松市）
２３〜２４日 全国手話通訳者研究集会参加
２７日 気持ち伝わる筆ペン講座
２８日 地域医療支援病院審議委員会
３０日 ワイズメンズクラブ西中国部会
９月４日 ピースウォーク差し入れ
６日 高水学園・岩国工業高校体育祭
７日 岩国中学校体育祭
９日 ９月定例会スタート
１０日 一般質問通告
１１日 工業高校面接指導
１３日 お城山の観月茶会
１６日 県道清掃ボランティア
２１日 グリーンコープ２０周年行事
２２日 一般質問
２３日 周東学習講座
２６日 教育民政常任委員会
２７日 川西敬老会
２８日 岩国・柱野小学校運動会
10月 ３日 定例会最終日 全員協議会
５日 平岡秀夫衆議院議員事務所開き
草の根ネットひらめきわーく
９日 議員有志の会チラシ配り
１０〜１１日 尾瀬山歩き
１２〜１３日 宇都宮市
１４日 愛宕山特別委員会
１７日 都市計画審議会傍聴
１８日 岩国祭り前夜祭 アートふれあいフェスタ
１９日 岩国ばやしの総踊り参加
２１日 いわくにの会例会
２２日 椎尾神社神事 ワイズメンズクラブ 例会
２５日 田中康雄講演会 いってみん会
高水高校同窓会総会
２６日 森林づくりﾌｪｽﾀ 周東町生涯学習ﾌｪｽﾀ
３０日 ワーク・ライフ・バランス講座
３１日 工業高校にてＰＴＡ交流授業

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 ０８２７− ４１− １３２０
Ｅメ ー ル h i m e n o @ e n j o y .~n e . j p
Ｗｅｂ http://www.sky.icn-tv.ne.jp/ himeno/
発 行 ：こ こ ろ ネ ッ ト ワ ー ク
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議会報告 ･ 意見交換 の会
を開催します。

１１月２９日（土）１５時〜
こころネットワーク事務所にて
開催いたします。
７３回目は１２月２０日の予定です。
今年の最後なのでケーキと

お茶でも飲みながら、
一年を振り返りましょう〜
☆日頃気になっている事なども
ぜひおたずね下さい。
☆ 各地で開催したいと思います。
気軽にお声をかけてください。
＜＜情報コーナー＞＞

１８.９２温度キャンペ〜ン♪
ｲ ﾜ

ｸ ﾆ

暖房設定温度を約１９度に！

環境省では２０度を目標にしていますが
岩国では、室内でもﾁｮｯﾄ厚着をして実行して
みませんか？
また、キャンペーングランプリ 募集中。
１２月１日から来年２月１３日まで、アイディアや
感想、意識の変化など、工夫やエコ話を募集中
対象 岩国市民
応募規格 A4サイズに１〜２枚
詳しくは エコフレンズいわくに へ ３２−５３７１
＜編集後記＞
議会報告と気軽に市議会や暮らしについ
て色々お話しする『いってみん会』
も７０回を
超えました。
小さな積み重ねですが、これからも議会を
身近に感じていただけるように努力してい
きたいと思います。
アメリカではオバマ新大統領が誕生しまし
た。変革の時ですﾈ。
冬に向かって、お風邪なとを召されません
ように。
この情報紙は、再生紙を使用しています。

