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環境エネルギー政策研究所所長・
飯田哲也さんと

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

心配していた鳥インフルエンザではなく
思ってもみなかった豚・新インフルエンザの流行。
今後に向けての対策や問題点などを日々痛感しています。
３月議会の様子や岩国の諸問題、視察の報告などをお伝えします。

ゴールデンウィークもあっと言う間に過
ぎていきましたが、いかがお過ごしでした
でしょうか？
昨年来、今まで真面目に頑張って来た人
の仕事がなくなり、不安定で落ち着いて心
穏やかに暮らすことが出来なくなってきて
いると感じています。
私が議員を志した１１年前には、政治が
ここまでひどいとは思っても見ませんでし
た。本当に困ったとき国民は守られるもの
だと・・・。
しかし年々生活も、
政治も変わってしまい
身勝手な人も多く、
ストレスなどが増える
ばかりで生きていくことに希望を見いだせ
ない。１１年連続で３万人以上の方が自ら
の命を終えるなど、先進国でも最悪のデー
ターとなっています。
最近では、妊娠が分かると解雇される場
合もあります。次代を担う大切な子どもを
安心して生み育てることも出来ず、それ以
前に結婚や子どもを設けるだけのゆとりも
ないと諦める若い人も多いのです。
☆すべて国民は、健康で文化的な最低限
度の生活を営む権利を有する。☆国はすべ
ての生活部面について、社会福祉、社会保
障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ
ればならない。･･･そう憲法に謳われている
にも関わらず暮らしや医療、国民の 生存権
さえ、危うくなっていると感じます。

国民の信を問わないまま続く政治。経済
対策に高速料金の週末千円、国民全員への
定額給付というばらまき。一年のみの（選
挙対策？）子育て手当に、低公害車や省エ
ネ家電購入補助･･･。ＥＴＣによる週末補助
も、付けていない人や週末に休みの取れな
い人は、恩恵がないなど 可処分所得（使え
るお金）に余裕のない家庭などにとっては、
とても不平等な政策です。
また「天下り」組織への４兆円もの基金
積み増しや１１７億円ものアニメ･マンガ・
ゲーム博物館の建設といった政策が本当に
必要と考えているのでしょうか？
消費税上昇も含め、これから若い人たち
が少ない収入のままで暮らしていけるの
か？国民全体が安心して暮らせる社会作り
が、こんな政策でできるか心配です。
以前、勉強に出かけたデンマークやスウ
ェーデンは、手厚い就職支援がなされ失業
中の資格取得の手だてもしっかりしていま
した。ところが日本では職探しも資格取得
も本人の努力と運まかせで、数少ない選択
枝に無理を重ねて暮らすのが精一杯です。
このほかにも消された年金、社会保険の
調査のため今後１０年間で、年金機構など
に約２千億円、約３００人もの職員や７千
人ものアルバイトを要すという試算もあり
ます。年金の改ざんや着服も不明のまま、
だれも責任を取らず謝罪もない。こうした
ことに税金を投入し続ける日本でいいので
しょうか？
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３月定例会は、２月２６日から３月２４日までの
２７日間、開催されました
議会初日には、施政方針や新年度の予算など
について基本的な考えを市長が述べ、諸般の報
告２件、監査報告５件、報告６件、諮問１件、議
案５５件が上程されました。
一般質問は、４日間で２３名が行いました。
愛宕山地域開発事業や米軍再編、民間空港
などを多くの議員が取り上げ、岩国の直面する
課題について、質問が続きました。
私の所属する経済委員会では、平成２１年度
岩国市交通事業会計予算の交通局分営化の審
議で紛糾したため、閉会前日に再度開催と、二
日かけて審議を行いました。
委員会では議案が可決されたものの、２４日
の議会最終日には、修正案が提出されました。
修正案は賛成少数で否決、次に原案に戻って
賛否が問われました。その際、修正案賛成の議
員が議場を退場したため、結局、全会一致で交
通事業予算は可決となりました。
赤字の市営バスを継続するため懸案となって
いた議案です。経営健全化や雇用の安定化の
ため臨時職員の正職員化など、市民の足として
の交通網の存続に分営化が進みます。
☆交通事業存続のために、一回でも多く
みんなでバスを利用しましょう☆

所属する清風クラブ４名で、２月に滋賀県の彦
根市と長浜市に参りました。
彦根市は、彦根城世界遺
産登録のため市長部局に
担当を置くなど大変力を
入れておられました。
また長浜市は楽市楽座の
町衆文化で栄えた地域で
長浜までの電車の直流電化が遅れたことが
幸いし、独特の観光地となっています。
黒を基調とした観光地として注目され全国から
１年間で４00件以上の視察があるということです。
昭和63年に、外壁が黒漆喰の『黒壁銀行』が
売りに出され、市民有志８名が一千万円ずつ、
市が５千万円を支援し計１億３千万円で取得。
この建物を拠点として、周辺の空き店舗なども
次々復元・修復。現在では黒壁２８号館まで広
がっています。平成元年には、１０万人以下だっ
た観光客が年々増え続け、平成１０年頃からは
毎年２００万人前後となっています。
商店街のセンスや宣伝も有効的で、若者から
高齢者がまちに誇りを持って生き生きと働いて
おられました。
中心市街地の取り組み、お客様への上品な対
応、商品開発なども大変感心しました
視察を参考に一般質問し、世界遺産について
も前向きな答弁がありました。

私の 考 え
Ｍ さん ３０代 女性
日々、日本の働き手に対するストレス
の大きさを実感しています。また20・
30代の若い人の死因の一位は自殺と
か。
健全な社会ではありえないことだと思
います。

その後、
５月２０日まで新バス会社役員候補者
の募集も行われています。
（詳しくは市のホームページ・交通局の
ホームページなどをご覧下さい。
岩国市交通局・電話22-3225 ）

Ｋさん ３０代 男性
公務員ですが、景気需要の落ち込み
に少しでも協力したいと、小さな家を
新築しました。
しかしこのところ、思っていたベー
スアップが無いどころか、給料が減る
一方です。生活が苦しくて本当に完済
できるのか？何でこんな事になってし
まったのかと不安でたまりません。

大人は、私たちに
どんな社会を残し
てくれるの？

（２）

気になっている問題や 皆様からのご提言などを基に、多数取り上げました。
その一部掲載いたします。 これからも気になることなど 是非お知らせ下さい。

１.農業問題と田舎暮らし支援

（１）耕作放棄地対策など農地対策について
（２）後継者問題について
（３）ＵＪＩ
ターン支援の空き家情報の運用について
（４）山口県田舎暮らし支援事業について

２.教育委員会の点検及び評価について

（１）課題と対策について

３．生活バスについて

（１）利用者の立場に立った運行について

４．世界遺産登録について

（１）彦根市の取り組みを参考にしての対応について

５．観光都市岩国の観光行政について

（１）魅力を増して滞在時間を延ばす対応について
（２）現状と課題、今後の取り組みについて

農業問題と田舎暮らし支援について

教育委員会の点検・評価について

高齢者が農業からリタイヤされる中、農業・林業の
深刻な担い手不足が問題となっている。その一方で、
団塊の世代が都会での暮らしからふるさとや田舎へ
移動されるチャンスもある。田舎暮らし支援事業など
情報発信と諸改題の解決は？
答弁・山塚総合政策部長
昨年１０月に田舎暮らしの空き家情報を立ち上げ
た。定住促進にＩ
ＪＵ（
移住）応援団の活用や情報の
充実や周知、相談対応を進めていく。

法律の改正により、教育委員会は透明性を高
め、説明責任を果たし、毎年点検及び評価を行い、
結果に関する報告書を作成して議会に報告する
とともに公表しなければならない。今回、初めて
作成された報告書では、数値の取り上げ方など
評価に違和感を感じた。課題と今後の見直しを
たずねる。

世界遺産登録ついて
答弁・福田市長
文化庁から与えられた課題をクリアするため専門
家組織の委員会を設置する。市民への理解を進め
るため継続的にシンポジウム等も開催したい。

答弁・磯野教育長
市民会議などからも数値の精度や効率性の欠
如の指摘があった。内容を見直し、適切な評価に
改善していく。

次の議会は ６月定例会です
６月４日(木)１０時

から 開催の予定です。

皆様、お忙しい事とは思いますが、ぜひ傍聴にお越し下さい。
初日、最終日、一般質問は、市役所６階の本会議場で行われます。
議会ホームページには６月１日頃、日程等をアップする予定ですので、ご覧下さい。
http://www.iwakuni-shigikai.jp/ または『岩国市議会』で、検索をお願いします。
ホームページの 会議録検索システムでは、これまでの議員の発言や答弁など
詳しく調べることが出来ます。
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姫野敦子の主な行動メモ
のご案内

２００９年 １月〜３月 （抄）
１月 １日 初日の出登山（二鹿）
５日 新年互例会
１０日 消防出初め式
１１日 錦帯橋とんどまつり
１２日 成人式
１３日 川西交差点朝立ち
１６日 都市計画審議会傍聴
１７日 国会議員新春の集い
２０日 いわくにの会例会
２３日 人権学習会（御庄）
２４日 同窓会
２７日 署名活動
３０日 「ワーク・ライフ・バランス」講演会
３１日 18.92(いわくに)温度まつり♪ 政策ｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ
２月 １日 市民活動カフェ
６日 ＭＩＫＡＫＯ個展
８日 議員有志の会署名活動
１１日 政治塾１５周年行事（東京）
１２〜１３日 清風クラブ視察 （彦根市・長浜市）
１５日〜 県議補欠選挙手伝い（柳井）
１８日 北京ＪＡＣ山口世話人会
２６日 ３月定例会初日
２８日 エコフレンズ１０周年行事
３月 １日 高校卒業式 錦帯橋まるごと｢食」ﾌｪｽﾀ
７日 「錦帯橋」匠の技 特別公開展
８日 錦帯橋ロードレース参加・５㎞コース
１０日 一般質問
１２日 岩国中学校卒業式
１３日 経済常任委員会
１７日 いわくにの会 県道清掃ボランティア
１９日 岩国小学校卒業式
愛宕山地域開発事業調査特別委員会
２０日 平岡衆議院議員パーティー
２１日 いってみん会
２３日 経済常任委員会（再）
２４日 議会最終日 総会
２５日 二輪草の碑除幕式（天尾）
２６日 岩国南せせらぎセンター通水式（尾津）
２７日 北京ＪＡＣ山口政策アップセミナー
２９日 宇野千代生家
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（行ってみて、言ってみんかい？）

議会報告 ･ 意見交換 の会 を
毎月、月末の 土曜日 １５時 より
自宅事務所にて 開催しています。
次回は、５月３０日
６月は２７日の予定です。
☆ 日頃気になっている事なども
ぜひおたずね下さい。
☆ また各地で開催したいと思いますので
お気軽に お声を かけてください。

《情報コーナー》
地球温暖化対策推進事業
未来につなぐクールアースプロジェクト

『い〜環国

いわくに

２００９』

水と環境と私たちの暮らし ２００９
各種展示ブース、体験コーナー、講習会、無料配布など
☆容器とエコバック、ビニールなどをもって参加しよう！
【日時】６月６日（土）１０時〜１５時
【会場】岩国市役所 １階 多目的ホール
環境にかかわる各担当が集結して
様々なイベントを行います。
ご家族・お仲間ご一緒に、環境を考えるひとときを！

＜編集後記＞
気持ちの良い季節がやってきました。
しかし、年々今までにない気象も心配です。
これからを生きる子どもたちに少しでも良い
環境を残してあげたいのですが・・・。
無所属・市民派の姫野にとって、
皆様のご意見が頼りです。

〒 741‑0082 山口県岩国市川西 ３− ３−５ ４
Tel&Fax 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/

身近な情報や行事など、是非お寄せください。

政治を良くするように
ともに頑張りましょう！
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