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
新しい年が始まりました。大変な時代ですが、本年も心を込めて頑張って参りたいと
存じます。１２月定例会などのご報告をいたします。

昨年１０月末の市議会議員選挙では、
大変お世話になりました。
ふたたび１２月定例会にて質問をさせて
いただくことができました。
「何のために議員をしているのか」、
「本気で仕事をしているか？」・・・
そんな緊張感を持って
本年も日々努力を重ねたいと思います。
＜＜マニフェスト＞＞

「住みよいまちはみんなでつくる。」
議会を身近に、もっとわかりやすく
お伝えするように努力します。
１．尐子・高齢化が進む中、発想の転換を
２．市民協働のまちづくりの充実
３．温暖化が続く中､持続可能な環境対策
４．学校司書・生涯学習施設インターネット環境改善
５．観光都市岩国にふさわしい政策実現
６．しょうがい児･者に暮らしやすいまち
７．わかりにくい市政情報を改善し情報公開
８．自転車や歩行者に移動しやすいまちづくり

こうした 目当てが絵に描いた餅とならぬ様に
この実現へ向けて

議員力（よく学び、しっかり活動する力）を
日々高めるよう 今年も頑張ります。

１１月２９日から１２月２１日まで１２月定例会が
開催され、議案を審議し全て可決して閉会しまし
た。最終日には引き続き、市民憲章についての全
員協議会が開かれました。
１２月定例会の諸般の報告として
１． 愛宕山用地における運動施設等及び岩国基
地関連の政府要望について
議会に相談なく市長が政府要望を行ったことに
ついて、初日厳しい追及がありました。
２． 山口県東部圏域広域的水道整備計画（光ブ
ロック）の廃止の要請について
整備計画は、水道用水を安定供給することを目
的に昭和57年に1市4町（光市、熊毛町、周東町、
大和町、玖珂町）で水道企業団を設立。中山川ダ
ム建設事業に着手し、平成8年131 億2 千800 万
円でダム完成。社会情勢の変化や、需要水量の
伸びなやみから今回、計画を廃止するものです。
今年秋には国体のカヌー競技場として利用されま
すが、１３１億円のダム事業、整備計画について
考えさせられます。
初日、即決の『岩国市非常勤の特別職の職員
の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改
正する条例』を審議・可決しました。
国の流れよるものですが、景気低迷のおりに、
次々と報酬削減が続くことで、地域に流れるべき
お金がますます減っていくことも心配です。

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
－１－

情 報 コーナー

一緒にぼちぼち学び合おうや！
ご参加下さい。
選挙を通じて、もっと学び合う機会を
増やしたいと思い 『まなぼ～やぁ』
を企画しました。

かぎ針などがあれ
ばお持ち下さい

私の考え

『まなぼ～やぁ』 は、「やぁ元気？」と、

暮らしに閉塞感を感じる大変な時代。

二ヶ月に１回程度、気軽に参加し学び合う
ためのサロンです。

テレビなどでは連日キャスターたちが持論
を述べ、見るのもイヤになっています。

海外では、女性が集い
編み物など手を動かして、リラックス
しながら話し合う取り組みが広がっています。

自分の求める社会にするために、何が
大事なのかと、自分なりの考えが必要な
時代なのではないでしょうか？
（御庄 Mさん）

政治についても、あまり堅く考えず
女性の政治参加など学び合いましょう。

ぼちぼち 、しなやかに！ がテーマです。
３月３日（木）の本格スタートを前に
皆様のご意見を伺いたく
☆準備の会を２月２日（水）１４時から
行いますので、ぜひご参加下さい。
☆会場は姫野事務所です。

日 時
場 所

2011年 1月30日（日） １０：００～１５：００
岩国市民会館
岩国の各市民団体の様々な活動を
知ることができます。
是非ご参加下さい。

団体紹介、体験コーナー バザー、抽選会など

こ れ か ら の 山 口 を 変 え て い く た め に
姫野が応援したい方です！

井原 すがこ

さん

県民の半数以上は女性。
女性をもっと議会へ！
きめ細やかな気配りと
情熱を秘めた方です。

野口 すすむ

市民派の議員として
ともに活動してきました。
これからの山口を担う
若い力です。

新たな視点で、議会をしっかり動かして欲しいと願っています。
どうぞ、宜しくお願いします。
－２－

さん

改選後初めての一般質問。ご相談を受けた課題などについて取り上げました。
１．学校体育施設開放事業について

(1)現状と課題について

２．子育て日本一について

(1)みなし寡婦控除について

３．小中学校の統廃合について

(1)学校配置計画について

４．市民生活の安心・安全、防犯
対策について

(1)市民間トラブルの相談体制の充実と
防犯対策について
(２)雇用にかかわる越年支援について

１．学校体育施設開放事業について
Q： 国の計画や財源不足から、市内各学校
施設などにいきなり有料化するなど新しい
ルールを持ち込むことは、市民に混乱を与
える。生涯スポーツの観点からもいかがな
ものか？

A：効率的な運用、利用率の向上のため地域
スポーツの振興を自主運営による新しい公共
の改革、市民の健康増進のため、より良い地
域コミュニティーづくりに説明とご意見をお願い
している。金額等は今後検討する。

２．子育て日本一、みなし寡婦控除につ
いて
Q：寡婦控除はもともと戦争未亡人の支援のた
めに始まった制度で適用を受けられるのは
「死別」「離婚」の母だけで「非婚」の母
は対象外と､税金も高い。婚姻歴だけで税
制上区別するのは実態に合っていない。
子育て日本一の岩国であるなら、他市に
倣ってみなし寡婦控除の対応は出来ないも
のか？

A： 現時点の所得税法では、未婚の母の寡
婦控除を認めていない。導入はプライバシー
の問題もあり難しい。

次回の定例会は３月定例会です。
２月末頃に始まりますので、是非傍聴に
お越し下さい。
詳しくは、ホームページ または
議会事務局 電話 ２９－５１９３ にて
ご確認下さい。

３．小中学校の統廃合について

Q：学校配置計画について住民意見交換
会が行われている。少子化が進む中、平
成23年からの計画案をもとに統廃合の
実施が進む様に思うが市民の対応や意見
交換会の反応は？

A：小学校は今後の推計を勘案し５学級
以下、中学校は３学級の学級
規模、地域の実情、学校施設の
耐震化や老朽化対策等から、
適正化を検討する。合意形成
が得られた学校から、適正化を
推進したい。保護者や地域の方々
の十分な理解や了解で、計画を進めたい。

４．市民生活の安心・安全、防犯対
策について
Q：長引く景気低迷など、全国的に市民生
活のトラブルが増えているのではないか？
市民からの相談件数などの推移や相談体
制の課題、雇用に関わる越年支援は？

A：児童相談室の相談も毎年1500件前後
と各種相談も多い。適切に相談窓口や相
談機会をしていく。『離職者緊急対策資
金貸付』など市報やホームページ、各方
面での周知に努めるので活用して欲しい。

－３－

姫野敦子の主な行動メモ
２０１０年１０月～１２月 （抄）
１０月 ２日 新成長戦略セミナー
３日 立候補予定者の意見を聴く会
８日 選挙管理委員会書類提出
１０日 川西保育園運動会
１１日 スポーツフェスタ
１６日 白蛇会総会 高水高校同窓会
１７～２4日 市議会議員選挙
１９日 岩国中央公民館個人演説会
２０日 東供用会館個人演説会
２１日 バイク作戦
２２日 北河内公民館個人演説会
２３日 川西供用会館個人演説会
２４日 投開票
２６日 当選証書授与式
２７日 ワイズメンズクラブ定例会
２９日 岩国工業高校交流授業
３０日 男女共同参画ﾌｫｰﾗﾑ ふれあいフェスタ
１１月 ２日 由宇あけぼの園施設見学

（

のご案内
（行ってみて、言ってみんかい？）
議会報告 ･ 意見交換 の 会

是
非
ご
こころネットワーク事務所 にて 参
加
開催しています。
下
次回は１月２９日に
さ
い
開催いたします。
月末 の土曜日 １５時 より

<<議員報酬の使い途>>
平成２２年７月～１２月
＜収入＞月額議員報酬 ４４万円×６ヶ月分 =
２、６４０、０００円
１２月賞与
７９２、０００円

３日 自治会対抗ソフトボール大会 ＹＯＵ・ゆうﾌｪｽﾀ
６日 県ユネスコ大会（光市）
７日 みんよう秋の祭典出演
９日 岩国市連合婦人会文化祭 ボラの集い(宇部市)
１２日 婦人会ふれあい交流大会 いのちの山河鑑賞
１３日 子ども館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 総合支援学校文化祭
１４日 子育て文化創造フェスタﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
１７日 臨時議会
２０日 Ｉ－フェスタ2010 紅葉狩り
２１日 にしきふるさとまつり
２２日 周陽環境整備組合議会
２３日 工業高校学校祭ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ＰＴＡコーラス出演
２５日 沖縄からの視察対応
２６日 チップリサイクル事業所竣工式
２８日 食肉フェスタ 献血 エアロビクス記念行事
２９日 １２月定例会スタート
３０日 一般質問通告ヒアリング
１２月 １日 交差点朝立ち 1892（岩国）温度イベント
３日 ロビーコンサート 民生委員委嘱状伝達式
５日 祖生まつり 中田健康まつり
８日 森章二さんを偲ぶ会
９日 一般質問 シンフォニア演奏会
１１日 川西自治会忘年会
１２日 手作りコンサートボランティア
１３日 英会話クリスマス会
１６日 総務常任委員会
１８日 子ども館ボランティア
１９日 供用会館大掃除 北京JACﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ(山口市)
２１日 議会最終日 いわくにの会忘年会 他

－４－

＜支出＞ 所得税
－１６、２８２円(年末調整)
共済会掛金 ４８１、８００円
住民税
２５６、８００円
国民健康保険 ４３１、８８０円
議員団体補償 ４３、２００円
議員互助会費 １５、０００円
清風クラブ
２０、０００円
計１、２３２、３９８円
２、６４０、０００－１、２３２、３９８＝
１、４０７、６０２円
書籍代・資料代・会費・配布料・香典・機材購入費など
計１、２０５、５７２円
１、４０７、６０２円－１、２０５、５７２円
＝２０２、０３０円
月３０万円を議員活動用の口座に振り込んで
その中から支払いました。
☆賞与 と残り月約３万円弱を生活費とさせていただき
ました。

～編集後記～
近くの宇野千代生家の蝋梅が咲き始め、
沈丁花の花芽も寒さに耐えつつ育っています。
嫌なこともありますが、花から教えられる事も
沢山あります。
世界的な厳しい自然環境の昨今ですが、
どうぞご自愛下さいますように・・・。
素敵な一年であります様お祈りいたします。
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