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政治がみんなのものになるように・・・
。
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

日々秋も深まってまいりました。本当に一年が早いこと、早いこと。
夏の衆議院選挙後新政権発足などを受けて、９月定例会では、議員や会派の思惑を
吐露した発言も多い議会となりました。気づきや視察の報告などをお知らせいたします。

平成２１年９月定例会は、９月３日から２９日までの２７
日間の日程で開催されました。議会開催中に諸般の報
告１０件、報告４件、諮問３件、認定２０件、市長提出議
案２３件、議員提出議案５件のうち、以下の１件が否決
された以外は、可決され閉会しました。

※保育料の滞納についての補足 ：
教育民政常任委員会審議の委員長報告よ
り

議員提出議案のうち 岩国市ふるさと産業振興条例や
核兵器の廃絶を求める意見書などは 可決されましたが、
審議中、「未納者に対しては、これまでも年
「米軍再編の見直しに向けて地元との誠意ある話し合い
間を通して納付相談を実施しており、新年度
を要望する決議」は、否決されました。
の、園児受け付け時に滞納がある場合は、
政権も代わって「出来るだけ早く、大臣に岩国の実情
納付の確約とその履行に努
を見に来て欲しい」と願っての議員提出議案でしたが、
めていただくよう説明を行っ
議会では（政府の方針も決まっていない今）時期尚早な
ている。また、各保育園と
どを理由に反対多数で否決されてしまいました。新政権
が答えを決めてからでは遅く、その前に国に対して要望 連携して督促に努め、
決議の採択が必要と思うのですが 、会派で賛否が分か 平成２０年度からは
新たに徴収嘱託員による納付相談も実施して
れ、賛成少数（賛成12・反対21）否決と残念でした。
いる。
今回の平成２０年度決算で驚いたのは、保育料の滞
滞納は、家庭の事情による場合もあると思
納です。なんと、７７９１万円以上が未入になっており、
うが、個々に納付相談等を実施し、できるだ
不能欠損（
今後も徴収の見込みがたたないため、地方
自治体がその徴収を諦めること）が、１３０６万円余り。 け実情を把握した上で、支払い能力があるの
に支払わないなどの悪質な滞納者には、差し
景気の悪化も影響していると思いますが、多くの人が
払わなくなってしまうと事業運営が難しくなってしまいま 押さえ等の法的措置も検討してまいりたい」と、
市側の答弁がありました。
す。
委員からは、「
法的措置についてはこれま
同様に、給食費や市営住宅の家賃なども督促に応じ
ない、無視するなど以前からの風潮もあり、市の滞納整 でも議論を重ねてきており、
悪質な滞納者については、
理室でも納付してもらうのに苦慮していると聞きます。
支払い期限を定めるなど
きちんと納めた歳入が正しく効率的に使われるという
して法的措置をとる時期
ルールあってのことで、無駄なく堅実な市政運営が求め に来ているのではないか」
られていますが、国も県も財源不足、国民生活も不安定、
と質疑があり、市当局からは、
経済の悪化・・・と、どこの自治体の台所事情も厳しく
「平成１９年度に岩国市保育料滞納対策実施
なっています。
要綱を定め、徴収に努力しているが、十分な
終身雇用も崩壊、少子高齢化が進む中、生活がここま
成果が出ていない点もあり、今年度中に法的
でひどくなってしまった経緯や原因に、国民一人一人が
措置の具体的な手順となるものを定めてまい
もっと関心を持ち、政治家もしっかりと検証しないと改善
りたいと考えている」との答弁がありました。
はないと感じています。

（１）

もっと元気な観光のまちに
河川防災センターの必要性
・・・最近の活動より・・・

１０月２６日から清風クラブの４名で、小樽市、江別
市など北海道に視察に参りました。

１１月２日 米軍再編を考える市民大集会
基地のある全国各県から国会議員も駆けつけ
てくださり、考えあいました。

２６日は、新千歳空港からレンタカーで約２時間。
まず小樽市役所を訪問。小樽の歴史や観光施策、
策定計画などを詳しく伺いました。その後、まちの魅
力をセンス良くまとめたＤＶＤを視聴し、実際に、みん
なで現場を歩いてまわりました。
小樽は全国有数の観光都市。人口は１３．５万人。
毎年２千名の自然減で、高齢化率が３０％。観光客
は平成１１年の９７３万人をピークに最近は例年７００
万人台をキープ。また、宿泊客は、２０年度６４万人
となっており、通過型観光や宿泊客の増加や観光振
興の推進が課題となっていました。
市庁舎自体も市の遺産であり、小樽の有力者土
肥太吉氏が建設費の１／３の10万円の寄付を機に
新築。外壁はタイル張りの近代建築。正面上部に彫
刻てあり、内部中央階段の正面はステンドグラスで
彩られるなど、重厚な市庁舎となっていました。こうし
た、古い建物や倉庫群を市の遺産として登録。大切
にしつつ、観光客の多い魅力ある観光地に、資源を
しっかり活用しておられました。
小樽市
２７日は、江別市へ。
これまで何度も水害にあったため、
江別河川防災ステーションが
川土手近くに建設してあり、
市の担当の方より詳しく説明して
江別市
いただきました。
道の駅のような施設で、駐車場も広く、地場産物の
買い物ついでに、防災意識を身近に考える施設に
なっていました。式材も充実しており、錦川と比較し、
こうした施設の必要性も考えさせられました。
しかし、建物内部の中央には、昔、はしけとして利
用していた船が原寸大でつり下げて展示してあり、こ
れだけで７千万円もかかったそうです。

１１月４日 「新エネルギー百選記念セミナー
in岩国」 人間も地球の環境の一部。大変な勢
いで温暖化が進んで大変ということは人類につい
ても危機的状況。山口県近辺でも２度近く上がっ
ていることが報告されました。ＣＯ２削減２５％なん
て、できっこないと先送りするのではなく、何が出
来るか必死に取り組むことの方が先ではないで
しょうか？
１１月１１日 神奈川県知事を初めとする「厚
木基地騒音対策協議会」が「空母艦載機部隊を
早期に山口県の岩国基地に移転させることなどを
求めた要請書を国に提出」事に対して、抗議する
よう議員有志の会として市長に求めました。

私 の考 え
生まれて初めて、市議会の傍聴に行ってきま
した。ちょっと緊張〜しましたが、落ち着いて、
よく見てみるとしっかり寝ている
人もいましたし、また休憩がある
にも関わらず（議場を）出たっき
りなかなか帰ってこない人や、
何度も出入りする人もいました。
選挙に行くだけでなく、機会を
作って、傍聴にも足を運びたい
と思いました。
北河内

雄大な北海道での暮らしや自然、政策など
沢山学ばせていただきました。
岩国ももっと工夫して元気に！
毎日ブログにて、活動を報告中。
視察中も毎日、更新 しています。
携帯でも、ご覧ください。
右のQR コードをアプリでかざして、アクセスを！

Ｍさん

私の地域は行事の協力もばっちりで、
子どもたちの見守りも良くできている
と思う。
四季折々のいろいろな行事が行える
のも、そうした人間関係の結びつきが
強いお陰と思っている。
とても便利に日々暮らすことも出来、
喜んでいる。
が、ただ一点、基地の騒音の欠点
を除けば・・・
。
東地区 Ｔさん

また、最近は時々刻々、状況が変化が早いため、年四回では、お伝えし切れないことも増えてきました。
メルマガの発行や、月ごとのお知らせも、現在検討中です。

（２）

９月の一般質問では、他自治体の取り組みを参考にして、市の対応を質問してみました。
市民生活でいつも気になっていることなど、 皆様からのご意見を是非お寄せ下さい。
１. 地域公共交通の活性化について

（１）地域公共交通総合連携計画について
（２）住民ニーズの把握について

２.慢性腎臓病（
CKD）対策について

（１）ハイリスク対策について

３．災害対策について

（１）災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成について

４．選挙について

（１）公職選挙法上の問題点について

地域公共交通の活性化について
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
が施行され、地域公共交通総合連携計画に市民
ニーズの把握にどれたけ本気で取り組んでいるの
か？計画策定への幅広く市民意見の把握やワーク
ショップなどを取り入れることや、他の交通事業との
連携など、法の趣旨に乗っ取った良いものになって
いるのか？
答弁・山塚総合政策部長
連携計画は２１年から２５年までの５年間で生活
バスの見直しや実証運行、情報提供の充実などを
計画。 アンケートやヒアリング調査なども行い利用
者のニーズを把握に努めたが、今後はワークショッ
プも検討し、住民ニーズの把握に努める。

慢性腎臓病（CKD）対策について
腎機能の低下の治療を先延ばししているうちに、慢
性腎臓病に移行する人が多い。慢性の透析患者も
全国で２５万人を越え、毎年１万人以上増え続け、
５００人に一人が透析を受ける状況にある。
早期に治療を受けられるように、またハイリスク対
策も専門医との連携を緊密に出来ないものか？
答弁・福田市長
山口県では糖尿病を中心にした医療連携

１２月定例会のご案内

体制の構築を中心に進めている。関係機関と
協議しながら重病化防止へ生活習慣病対策と
して取り組む。

災害対策について
岩国市でも平成17年9月6日の台風１４号の
影響は未だに忘れられない。金沢市では、昨
年の浅野川の氾濫による水害後、災害時のボ
ランティア活動がスムーズに行われるように 、
災害ボランティアセンター設立と被災者の連携
を行う「災害ボランティアコーディネーター養成
講座」などを、災害後二度にわたって行ってお
られ、市民１００人以上がこの講座を受講して
いる。地域を熟知した構成員の中からコーディ
ネートスキルを持った人材育成が重要ではな
いか？
答弁・藤本健康福祉部長
各種研修会を活用し
養成に努めたい。

選挙について は
投票に行きたくなるような、きれいな選挙を
望んで提言しました。

１１月３０日(月) から開催の予定です。

初日、最終日と、一般質問は 市役所６階の本会議場で行われます。
時間は午前１０時から始まります。 また、
議会が４年目に入るため １１月１７日（火）には臨時議会も開催されます。
詳しいことは、市議会ホームページ 又は、議会事務局２９−５１９０ まで

（３）

姫野敦子の主な行動メモ
のご案内

２００９年８月〜９月 （抄）
８月 １日 錦川水の祭典
２日 平田盆踊り
３〜５日 経済常任委員会視察
（あわら市・東京都港区・築地市場）
６日 広島原爆記念日 こころみの会勉強会
８〜９日 女性議員夏合宿（松江市）
１０日 市民活動さぽーと講座（美川町）
１２日 マニフェスト勉強会
１４日 麻里布大空襲慰霊祭
１５日 二鹿盆踊り
１８日 山口県市議会議員研修会（美祢市）
１８日〜 ２９日 衆議院選挙お手伝い
１９日 「介護現場が元気になるﾅｲﾄｾﾐﾅｰin岩国」
２６日 総決起集会
２８日 衆議院選挙応援（下関市）
３０日 投開票
９月 ３日〜 ９月定例会スタート
４日
５日
６日
８日
１０日
１２日

一般質問通告
男女共同参画宣言都市講演（安芸高田市）
岩国市空手道連盟創立４０周年式典
愛宕山特別委員会
工業高校面接指導
草の根ネットワーク岩国運営会議
岩国市民の会総会＆３周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
がん患者さんの会「えがお」例会
１３日 岩国中学校運動会
１４日 一般質問
１６日 ワイズメンズクラブ例会
１７日 経済委員会
１９日〜２０日 運動会 御庄小中 本郷小中学校
天尾小学校、杭名小学校、河内小学校
２３日 リレーフォーライフ in 広島2009
２６日 子ども館・ＣＨＵＣＨＵお手伝い
いってみん会
２７日 川西敬老会 岩国・柱野小学校運動会
２９日 議会最終日 反省会
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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
毎月 月末の土曜日の１５時より

こころネットワーク事務所 にて
開催しています。
次回は１１月２８日
に開催します。
☆市内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。

＜議員報酬の使い途＞ （Ｈ21．１月〜１０月）
収入 月額議員報酬 ４４万円×１０ヶ月分 = ４、４００、０００円
６月賞与７６５，６００円

支出 所得税 ２２２，７８７円、共済会掛金 ７６１，３７５円
住民税 ２７８，２００円 国民保険 ５０４、９３５円
国民年金 １７２、８００円 議員団体補償 ３６，０００円
議員互助会費 １５，０００円清風クラブ ５０，０００円
計２、０４１、０９７円
☆報酬の３０万円を別口座とし、議員活動とし
☆残りの月約１万余と賞与を生活費とさせていただきました
支出の主なものとして
研修費旅費･通信費・
書籍代・資料代・
会費・
配布料・
香典・
積み立てなど
計２、８８７、４５０円
３、０００、０００− ２、８８７、４５０＝１１２、５５０円
沖縄や各地研修会、資料の購入、課題解決協力などが、大き
な支出でした。

＜編 集 後 記＞
本当に毎日いろいろなことが起こり、この１０
年間余り、ずいぶんめまぐるしく移り変わった年
月だったと、痛感させられます。
市議会は現在定数３４名中、女性議員はまだ
５名の約１／７です。改選まで１年を切り、議会
を変えて行くには若い人や女性の参画も欠かせま
せん。ぜひ一緒に勉強しチャレンジしましょう。
時節、インフルエンザなどにも気をつけて
お過ごし下さいますように。

（４）

印刷には大豆インクと再生紙を使っています。

