討議資料

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

新しい年を迎えました。インフルエンザなど心配しておりましたが、体調はいかがでしょうか？
１２月定例会では社会的にも経済的にも不安で大変な市民生活などにふれ一般質問しました。
報告や本年の抱負など、最近感じていることをお知らせいたします。

２０年前から市の委員を色々とさせていただきま
した。その時感じたのは、「良い意見をありがとうござ
いました。」で、終わってしまうこと。
せっかく市の税金を使って色々学ばせていただい
たのだから、少しでも市民の皆様のお役に立ちたい
と思い議員に立候補、１１年の月日が流れました。
同様に税金を使って育てていただき議員になって
も市民感覚で一般質問を一度も休まず続けました

自分の国やまちで起こっていることを
積極的に知っていただきたいのです。
・議会報告やこころネットワークだより、
ホームページやブログを通じて、議会を身近
に感じていただけるように努力します。

福祉や医療、教育、環境問題、まちづくりなど市民
生活全般、広範に毎回４〜５問、大項目で１６６題を
取り上げました。（これはトップクラスになります）

・市民の皆様のご意見を活かします。

質問は皆様からのお訊ねやご提言いただいたもの、
今日的な課題などをできるだけ盛り込んで、独自の
視点での議会発言に心がけました。

（１）

新しい年を迎えました︒
本年もどうぞ宜しく
お願いいたします︒

ほぼ満額予算で続いてきた基地沖合移設や、米軍
再編をめぐるアメと鞭の政策とまだまだ大変な時代。

・健康に気をつけて、体当たりで頑張ります。

近年︑特に多くの課題を抱えてい
る岩国です︒女性の視点を活かして︑
ねばり強く努力を重ねたいと考えて
います︒

そんな中、一般質問で取り上げた『選挙公報』が
今年１０月の市議選から作成され、候補者全員を
見渡し、公約や何を訴えるのかを見比らべて投票
できることとなりました。
今までより、中身の濃い選挙が行われることを
心から祈っています。

・行事や会などに出来るだけ参加して気づき
を議会で訴えます。

三期目も残り九ヶ月となりました︒
出来るだけのことをしようと考えて
おります︒
もし議会で質問して欲しい内容な
どございましたら︑あと３回の質問
のチャンスが残っておりますので︑
ぜひご意見をお願いいたします︒

これまでに、子ども館や市内循環バス、環境施策
など、実現出来た一方、財政難の折、まだまだ進ん
でいないものも多くあります。

これから生きていく子どもたちに
ツケばかりを担わせないように
日本の将来のため
しっかりとした政策の大切さを
実感しています。

国が何かをしてくれるのを
待つ時代ではなく、自治体自ら何が
出来るのかしっかりとしたビジョン
を打ち出して、切磋琢磨が
求められている時代です。

あると便利！ でも赤字はゴメン！
最近、民間空港の問題をよく聞かれます。
「ＪＡＬが破綻しても岩国はＡＮＡが来るから大丈夫？」
「（乗り手が少なくても）貨物で儲けるらしい」
果たしてどうなのでしょうか？
我が町から世界に羽ばたくことができれば、便利だろ
うなぁ・・・と思われる方も多いかも知れません。
これまで国はダム同様に建設計画を進め、
全国には９８空港と、各都道府県に
約2つ以上ある計算になります。
全国の空港で採算ラインの６割を下回り、山形〜
名古屋間は３２．６％。JALのみの運行の三沢、花巻の
２空港は、全路線での採算割れ状態。
以前、民間空港再開特別委員会として、三沢空港
を視察しました。米軍三沢基地を利用した軍民共用空
港で、離陸時には軍施設との境界にある電動ゲートが
スルスルと開いて飛行機は滑走路に出て行きました。
岩国同様に市役所、三沢駅から直線約３キロ程度で
も東京行３往復、大阪行１往復いずれも採算割れ。
同様に、島根の石見（萩・石見）空港も利用率が低く、
貨物取扱量も昨年度わずか７トン。(平成16年167トン)
この３月に開港の茨城空港は百里基地の共用空港。
１９９９年には年約８１万人の利用予測で着工したのに、
ソウル便が１日１往復のみ。利用見込も約７万７千人
と当初予測の１０分の１以下。ターミナルには売店もレ
ストランも入らず220億円も投じ「陸の孤島になぜ空港
を作ったのか？」との批判も多いようです。
岩国の航空需要予測は、2020 年の年間旅客数は44
万5 千人。低予算で建設し雇用創出と言いますが、現
状を考えれば、かなり厳しい予想では？
それよりも新岩国駅の新幹線ですら利用客が一日平
均千人程度。広島や関西、九州方面などへ移動され
る方も多く、新岩国駅や岩国駅にはエレベーターもな
い現状改善を望む声の方がはるかに多いのです。ＪＲ
の利用者が減ると、整備の遅れも心配です。
「国がみてくれるから今が作りどき！」「赤字も国
に・・・」と。しかし、結局血税ではないでしょうか？
基地の平和利用として民間空港再開運動があり
「あれば便利」でも、特に米軍再編との取引のような開
港には問題もあるかと思いますが、

皆様はどのようにお考えでしょうか？
ご参考まで： 森功著 「血税空港」 幻冬舎

〜利用しやすいバスのワークショップ〜
減便やルートの変更などにより利用が
減っている市営バス。大変、危機感を持っ
ています。 無くなっては困る市民の足。
バス事業を存続していくために、
ご一緒に考えて参りましょう。
☆ワークショップは、考えたキーワードを書き出
して、みんなでまとめていきます。☆

素朴なご意見も大歓迎です。
お気軽にご参加ください。
とき ２月１８日（木）１８時〜２１時
場所 川西供用会館 １階学習室
（丸久川西店・山口内科裏手）

１１月の臨時議会で
姫野は経済常任委員会の副委員長と、
議会ホームページの委員長 になりました。

私の考え
議会の傍聴にしっかり行って欲しいので
すが、行ってみようと思う人がなかなか
なくて残念です。自分たちのまちを良く
するためには、まずは議会傍聴をと思っ
ています。
平田 Kさん

「議員のレベルは市民のレベルと思う。」
私たち市民がもっと議会をチェックし、古い
体質から抜け出さない限り、市民生活も変
わらないどころか悪化すると思う。
次の選挙に向けてしっかり検証して臨みた
いと思っている。
玖珂 A さん
姫野さんは削減に賛成していたが、
議員定数削減を決めない議会はおかしい
と思う。議会へ不信感を覚えるのだが。
川西 Ｕさん

１２月の一般質問では、岩国ならではの環境施策や、各庁舎をつなぐテレビ電話の市民活用
日本社会の問題が個人を追いつめる自死・自殺について取り上げました。
１ . 岩国独自の環境施策について

（１）木質燃料の利用について

２. 地域住民の利便性向上について

（１）支所と本庁を結ぶテレビ電話の市民利用

３．自殺防止について

（１）岩国市の現状と課題について

石炭・石油などの化石燃料をはじめとする資源の枯渇
や地球温暖化が危惧される中で、再生・持続可能な資
源による循環型社会の構築が重要な課題。山口県では、
豊かな森林資源がエネルギーとして有効に利用され、
再生可能な森林バイオマスエネルギーに着目し、全国
に先駆けてその活用の可能性について調査を進め、平
成１４年に「やまぐち森林バイオマスエネルギー・プラ
ン」を策定。岩国市では、木質ペレットの製造施設、バイ
オマスガス化発電施設が設置され、これらの取り組み
が認められ、このたび経済産業省から「岩国市木質バ
イオマスエネルギー利活用システム」が新エネ百選とし
て選定された。既に、公共施設に木質ペレットボイラー
を設置しているが、今後、ペレットストーブ購入補助制
度が導入できるものかどうかについて検討したい。

木質燃料の利用について
錦川流域には豊かな森林資源があり、美和の生
見ダム近くでは間伐材などを利用した木質ペレッ
ト（燃料）工場もある。
遠く中東などから届く石油を使い続けるより
燃料も地産地消に取り組むことが環境対策になる。
全国でも取り組まれている家庭用ペレットストーブ
の補助など岩国での環境施策推進は？

支所と本庁を結ぶテレビ電話の利用
について
市役所や総合支所間にはテレビ電話があり、合
併で広くなっている市民が本庁に出向かずとも、
テレビ電話での職員との対応が出来ないか？

テレビ会議システムの有効な利用方法を検討し、市民
の方が総合支所に行かれて、総合支所の担当職員が
不在の場合や、本庁の職員が対応した方がいいような
事務についても、積極的に活用したい。

自死・自殺防止について
景気の悪化や労働条件の深刻化、就職難、人間
関係の希薄化・孤立化、ストレスや不眠など、多く
の問題を抱えている。
自死・自殺も増加する中、残された家族なども救
えなかった思いや、先の見えない暮らし、残され
た借金などの問題と突然向き合わなくてはならな
い。
自死自殺の予防やワンストップ（一カ所で対応し
てもらえる）相談体制づくりは？

市の自殺による死亡状況は、平成１０年から１９年まで
の１０年間では、４１６人。人口１０万人対の平均自殺死
亡率は、岩国市は２７．４と、県の平均自殺死亡率２６．０
より上回っている。
学校、職場などの関係団体や県精神保健福祉センター
及び岩国健康福祉センター、医療機関など関係機関と
連携した取り組みが必要。今後、関係機関との情報交換
や連携を図るなど、自殺対策に取り組みたい。

３月定例会のご案内

２月２６日(金) 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。
午前１０時から始まり、各委員会も委員会室で傍聴出来ます。
詳しいことは、岩国市議会ホームページ 又は、議会事務局２９−５１９０ へ

岩国市議会 で 検索を！
（３）

会議録検索システムで
発言の検索もできます

姫野敦子の主な行動メモ
のご案内

２００９年１０月〜１２月 （抄）
10月 １日 ＮＰＯさぽ〜と講座（山口市）
３日 城山・洞泉寺観月会
４日 岩国小学校運動会
８〜９日 水のウォーク 錦町〜
１１日 川西保育園運動会 柱野五所神社お祭
１２日 ジャンプアップフェスタ2009
１７日 岩国まつり前夜祭ステージ出演
２５日 川西まつり
２６日〜 清風クラブ視察 (小樽市・江別市など)
３０日 工業高校交流授業
３１日 いってみん会
11月 ２日 米軍再編を考える市民大集会
３日 自治会対抗ソフトボール大会
４日 新エネルギー百選記念セミナーin岩国
６日 岩国市連合婦人会文化祭
７日 総合支援学校祭 岩中文化祭
８日 ルーラルフェスタ 錦川清流駅伝
１１日 ユネスコ世界寺子屋運動20周年報告会
１２日 北京ＪＡＣ山口東部交流会
１４日 中国ブロック活動研究大会(岡山市)
１７日 臨時議会
２０〜２１日 学校祭お手伝い
２２日 本郷ふるさとフェスタ２００９
２３日 えびす祭り
２４日 玖西環境組合議会
２８日 いってみん会
２９日 周東町食肉フェスタ
３０日 １２月定例会スタート
12月 ４日手話通訳者研修会
６日 山口県ユネスコ大会(周南市)
７日 英会話クリスマス会
９日 一般質問
１１日 沖縄等米軍基地問題議員懇談会（東京）
１２日 岩国商業高校プラザ岩商
１４日 経済常任委員会
１６日 ワイズメンズクラブ例会
１９日 いってみん会
２１日 朝立ち
２２日 １２月定例会最終日
２６日 広島県の事業仕分け傍聴
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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２月２７日に
開催いたします。
☆ご自宅など市内各地で開催してまいりたいと
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>>
友愛・製作品セール
岩国友の会会員による「知恵・工夫・真心」がこもった
手作り品セールです。エプロン、鍋帽子、手作りおもちゃ、
小物、ケーキ、カステラ、クッキー、パン 等
とき 2月12日（金） 10時〜12時 岩国市福祉会館3階
2月13日（土） 11時〜14時 岩国友の家
（岩国市今津町5丁目10-21）
駐車場がないのでご了承ください
問い合わせ先 おおとも 24-5391 はらだ53-3950
チャイルドライン岩国

バレンタインコンサートVol.3

２月１１日（木・祝）１４時開演
ビジネスホテル＆スパ９階
チケット ケーキ･ドリンク付き１５００円
問い合わせ チャイルドライン岩国事務局 080-1636-1135

＜編 集 後 記＞
新しい年ももう一ヶ月。早いですね。
誰もが幸せで、平和に暮らしたいと願う新年です
が、厳しい現実です。
新卒者も仕事が決まらない人生のスタート､
勤めている人にとっても不安定さなど、生きにく
い現実が国民を苦しめます。
社会を良くするためには、無関心や情報を鵜呑
みにしない賢明な判断や、すぐに諦めない知恵と
力が必要です。耳を澄ませ、堅実で暮らしやすい
社会を作るために、頑張りましょう。
どうぞ、お体大切にお過ごしください。

（４）
印刷には大豆インクと再生紙を使っています。

