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合併号
市民の皆様とともに暮らしやすい岩国になるように・・・。

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

暑中お見舞い申し上げます。
梅雨明けも早く
、連日の猛暑に熱中症注意報が報じられています。
引き金となる自然エネルギーの活用やムダのない暮らしぶりも考えたい近年です。
今年も半分以上がするりと過ぎていきました。日々の思いを少しずつお知らせします。

参議院選挙も終わり・・・
昨年来、４回の大きな選挙をお手伝いしま
したが、いずれも厳しい結果となりました。
民主党に期待していた分、裏切られたという
お気持ちの方も多いかと思いますが、それで
も政権が変わっていなかったら多くのことが不
明瞭なまま突き進んでいたでしょう。
この党のみならず政策の失敗、これまでの
経緯や歴史、つけをしっかり検証し、じっくり考
える時でしたが、今日心の余裕もなく・・・
本当に自分たちの暮らしや課題がこのまま
で良いか？他にも対策や方法はないのか？
流れてくる情報をそのまま信用して良いの
か？これからどんなことが予想されるのか？
国は国民に正しく説明しているだろうか？と。
そして次の世代を生きていく子どもたちへど
んな社会を残すのか？そのためには今なに
をすべき時か？と考えます。
衆参のねじれ 、ねじれ は良くないから真っ
直ぐにしたいという気持ちも働きますが、もし
事前に数で通すと決めては法案が次々決
まったら、本気で審議尽すでしょうか？
また違った観点で討論した野党の多くが崩
壊すると今後どれだけ国民の痛みや思いが
反映出来るのかとても心配です。
そんなことを色々考え今回の選挙には特に
大事な願いを込めて一票を投じてほしかった
のですが、とても残念です。
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議会改革について
約３年間、開かれた議会を願って審議を重ねて
きました。しかし、なかなか進んでいません。
防府市議会より講演に来ていただくなど岩国市
でも議会基本条例の採択などに向けて市民のた
めの議会改革が進むことを願っていますが・
・
・
。
現在一般質問は予備日を使っても４日間、一日
６人で最大２４名しか質問出来ません。全員が希
望すればチャンスをと質問時間の見直しの検討し
ましたが議会改革懇話会のメンバーが替わるとそ
んなの聞いていないなどとしてリセットに。
これまでお茶用のコップのルールが少し変わっ
た程度と、議会改革の何たるやと面はゆい気持ち
です。全国の議会が議会基本条例の採択など４
割を超す中、議会の本気度がうかがわれる議会
改革です。

情報紙の発行について
お伝えしたい事は沢山あるのですが、時々刻々
状況が変わったり、最近の流れに無力感を感じた
りと、なかなか辛い日々です。
それでも落ち込んだりせず、議会のことを
真剣に考えて、もっと知りたいと
思って下さっている市民の方も
いらっしゃることを信じ
初心に帰って少しずつでも
情報発信を続けたいと
思っています。
☆３面に関連 情報発信コーナー があります。

３月定例会の概要
２月２６日から３月２１日までの２４日間開催さ
れました。
まず議会初日には新年度に向け市長より５つ
の基本方針など施政方針演を発表されそれに
基づいた当初予算など議案７５件などの上程
が行われ審議しました。
一般質問は３月６日から週末を挟んで１０日
までの４日間で、２３名が登壇質問しました。

以下の質問を取り上げました。
１．環境施策について
１）リサイクル社 会 の構 築 ２）エネル
ギー施策について

宇部市の様に古着収集の常設ボックスを
設置出来ないか？
また錦川流域の間伐材・エネルギーの地
産地消にペレットストーブ
の購入補助は？
「議案第７４号 岩国市職員の退職手当に関
する条例の一部を改正する条例」 については、 割り箸も５センチ以下なら木片バイオマス
燃料となる。収集に取り組めないか？
１２月末での駆け込み退職が全国で問題に
なった議案で、人事院勧告による退職金の削
答弁：衣類の回収は現状月１回資源ゴミの
減。岩国市でも退職金が徐々に減額となる内
方法を続けたい 箸の回収は課題が多いの
容です。
で難しい。ペレットストーブ購入には本年よ
一部議員よりこの議案を記名投票によって決
める意見が出たため、記名投票をするかどうか
の投票、無記名投票にするかの投票、最後に
やっと議案を賛成か反対かの投票によりやっと
採決。その結果、賛成多数で可決されました。

り補助金制度があるので利用を。

これまで国の予算の使い方や運営のまずさ
には徹底した見直しなく、国の財政がまずくな
るとすぐに公務員の給与や退職金に手をつけ
るのもどうかと。

答弁：難しい。岩国駅や西岩国駅を利用し
て欲しい

最近では景気が上向いた、円高の影響など
を反映して満額の賞与やそれ以上の手当を出
す民間の会社もあり、景気浮揚策の投入には
大変な財源もするすると使われます。
また岩国基地を拠点にした「オスプレイ」の
低空飛行訓練に反対する意見書は、賛成少数
により否決されました。

２．駅のバリアフリー化について
（新岩国駅同様に）川西駅の急峻な階段
に医療センターなどにも近いのでエレベー
ター等対応出来ないものか？

３．障がい者雇用について
県庁のきらめきワークセンターを視察した
が支援学校卒業生などに市で働くチャンス
を与えられないか？
答弁：受託できる事務調査等検討してみる
が指導するものも必要なため難しい。

４．生涯学習の推進について

前期高齢者が大きく増えることから学びの
一部文言に乗れないなどの意見があったよう 機会を増やしたい。個人での講座開催は難
で、この状況下での不採択は残念なことでした。 しいので市が市役所内の施設を活用し講座
を開催してはどうか ？
午後残りの議案の採決を
答弁：講座の開催、
行い２時頃閉会しました。
情報の提供を
定例会のご案内
検討したい

９月定例会は ９月３日(火)より
開催の予定です。
議会傍聴にお越し下さい。
日程等詳しいことは
岩国市議会の
ホームページもしくは議会事務局へ
電 話 ２９−５１８３ FAX 21-1001
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６月定例会の概要
１ 世界環境デー・環境月間にちなんでの
環境施策について
１） ビニールごみの焼却と資源化につい
て 食品や液体が混在したままのビニール
類も多いので、きれいなプラスチック類だけ
を収集し、資源の質を上げてはどうか ？
答弁：容器包装リサイクル法上、今まで通
りがよいと考える。できるだけ洗って水を
切ってブラスチックゴミとして出して欲しい。

６月４日から６月２１日までの１８日間開催
されました。
人権擁護委員の２名推薦などは初日即決、
ここ数年とても多い公用車の事故の専決処分
の報告などがあり岩国市子ども・子育て会議条
例や愛宕山まちづくり区域内の多目的広場・地
域防災センターのなどの土地開発公社から約
６億の取得など１４議案を審議しました。
一般質問は６月１２日から週末を挟んで１７日
までの４日間で２６名が登壇質問しました。

２）焼却場建設について
新施設はブラ燃焼機能を強化したものに
できないか？

一日６名で４日間最大２４名の質問予定ですが、
それを上回ったため三日目と四日目は７名の
質問となりました。

答弁：今までと同機能のものがよいと判断し
ている。

最終日には付託され審議した各委員長報告
があり討論もなく可決され、中山間特別委員
会の最終報告後、議員提出議案の4号として
中山間の条例が出され採択し３０分以内で終
了し散会しました。
がたがたした３月議会とは対照的でした。

３）木質バイオマスエネルギーの活用に
ついて
「木質バイオマスエネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業」を官民連携で行うこ
とは、市の総合計画の理にかなっているの
で取組んでは？
答弁：原木をチップ化したものを燃料とする、
木質バイオマスを利用した熱供給、発電施
設、関連施設を整備し熱あるいは電気を公
共建築物等に供給する事業なので、今後十
分検討する。

情報発信について
日々の活動は、

２ 生活の変容について
お葬儀をせずに市斎場に直接来られる方
も増えていると聞く。斎場にて落ち着いたお
別れなどの配慮がもっとできないものか？

インターネットの 日記のようなブログや

答弁：今後も今まで同様に配慮対応する

画像を含め 折々アップしています。
皆様とのご意見やご感想など情報交換の
場として活用させていただきたいと思います

３ 災害時対策の女性の参画について
地域防災計画の防災体制への男女共同
参画の確立について
女性の視点を生かした災害時対策を平時に
もっと考えていく必要があるのでは？
答弁：岩国市防災会議の委員に２名任命。
災害時の女性へ配慮した取り組みの必要
性については十分理解をしている。男女の
ニーズの違いなど男女共同参画の視点か
ら岩国市地域防災計画に反映していく。
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折々の近況や情報発信の

Facebook

１４０文字以内のつぶやきTwitter など

のでどうぞよろしくお願いします。
楽天ブログ 「のんびりいこう」
Ｔwｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒＩ
Ｄ nishikigawa
議会報告会や情報交換会もちょいちょい
開催したいと思います。
〜お気軽に お声かけをお願いします〜

姫野敦子の主な行動メモ

＜＜情報コーナー＞＞

２０１３年３月〜６月 （抄）

政策アップセミナー

３月 １日 高校卒業式
３日 川下旭運動広場完成記念式典
８日 一般質問
１０日 ドキュメンタリー映画上映会主催
１２日 教育民生常任委員会
１６日 岩国医療センター附属看護学校竣工式
１９日 岩国小学校卒業式
２１日 ３月定例会最終日 慰労及び送別会
２２日 甲子園応援へ
２５日 現地視察 都市計画審議会
２６日 本郷山村留学センター修業式
２７日 天尾小学校休校式
４月 ３日 ワイズメンズクラブお花見例会
７日 行波の神舞
８日 岩国中学校入学式
９日 岩国小学校入学式
１１日〜 参議院補欠選挙手伝い
１６日 いわくにの会総会お花見
１９日 岩国パソコンの会総会と懇親会
２０日 岩国ユネスコ協会総会
２１日 第７回のみんな輝け ひかりコンサート
２７日 みらい山口ネットワーク総会 上映会
２８日 やまぐちネットワークエコー総会
２９日 錦帯橋まつり旧藩主感謝祭
５月 ３日 くすのき花火大会神事
４日 二鹿しゃくなげマラソンボランティア
１１日 エンパワーメントフェスタ２０１３山口
１２日 手話通訳者問題研究会総会講演会
１８日 よこやま工房竣工式
２０日 facebookの勉強会
２１日 個人視察 （武雄市嬉野市）
２５日 宝塚ワイズメンズクラブ２５周年記念式典
２６日 カナダからの高校生達交流会
２７日 岩国市婦人会ハイキング 世羅
２８日 いわくにの会例会 小バス旅行
６月 １日 ４日 定例議会初日
８日 沖縄と岩国をむすぶ平和コンサート司会
９日 男女共同参画会議の総会出席
１０日 徳山高専の講演会 二鹿ほたる見
１５日 田植えボランティア 府谷ほたるまつり
１６日 シンクロナイズドネット１０周年来賓出席
１７日 一般質問
１８日 教育民生常任委員会
２１日 議会最終日 宇部市長選応援
２２〜２３日 ワイズメンズクラブ西日本部大会
２４〜２６日 清風クラブ視察（内子町・ゆすはら町・
須崎市・高知市）
２８日 世界遺産講演会司会
３０日 北京ＪＡＣ山口総会講演会

スウェーデンの 国と文化を知ろう！！
〜これからの女性の生き方をもっと考えよう〜
大使館から書記官をお招きして学びあいます。
日時 ８月２４日(土）
１３:３０〜15：30
場所 山口県婦人教育文化会館 カリエンテ
山口市湯田温泉５丁目１−１
TEL 083-932-2792
資料代 ５００円 主催 北京ＪＡＣ山口
少子化が進む中、
男女がともに協力し合って
暮らしやすい
社会づくりについて
考え合いたいですね。

〜編集後記〜
暑い毎日が続いています。
体調はいかがでしょうか？
世界環境時計が「極めて不安｣な領
域にあるのを証明するかの様に記録的
豪雨が全国的に降って死者なども増え
ています。
限りある命と資源、その大切さを
今一度冷静に考えてみたいと思います。
選挙では反対と言いつつ次々となし
崩しに突き進んでいるような国のやり
方も注視したいと思います。
とにかく、心と身体の健康が一番。
どうかご自愛下さいますように。
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