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大竹市玖波8丁目5－23 

Tel／Fax 0827－57－3781 

携帯 090－5377－4983 

ﾒｰﾙ fole@blue.plala.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www14.plala.or.jp/heart-net  

H27年 

夏号 

「障がいのある方やその家族が『笑

顔・元気 かがやく大竹』になるた

めに」をテーマに一般質問しました。 

障害者基本法では「すべての人が人権を

持っているという考え方に基づいて、障が

いがあっても無くても分けられず、一人一

人を大切にする社会をつくる」ことを目指

しています。大竹市では、レオーネ大竹が

できたことは一歩前進ですが、グループホ

ームの設置にまで至っていません。「住み

慣れたまちで学びたい・働きたい・暮らし

たい」誰もが望む願いがかなえられない

方々が沢山おられます。特にグループホー

ムの設置は待ったなし。市が具体的な目標

を持って前進させるべきです。 

市長から「一歩一歩進めたい」との答弁で市長から「一歩一歩進めたい」との答弁で市長から「一歩一歩進めたい」との答弁で市長から「一歩一歩進めたい」との答弁で

した。した。した。した。今後も障がい者福祉を議会から後押

ししたいと思います。 

６月定例議会より 

報告 4 件、認定事案 3 件、議案 5 件が提

出され、すべて認定および可決しました。 

○訴えの提起について○訴えの提起について○訴えの提起について○訴えの提起について    

 小方沖の甲島に、平成26年 4月1日以降、

不当占拠している土地の明け渡しを求めて

民事訴訟をするものです。 

数回に及ぶ明渡要求に応じていただけな

い、和解も成立しないとのことで、議会とし

てもやむなく可決いたしました。残念です。 

○廿日市市に一般廃棄物処理を委託○廿日市市に一般廃棄物処理を委託○廿日市市に一般廃棄物処理を委託○廿日市市に一般廃棄物処理を委託    

一般廃棄物の処理（焼却するもの）を廿日

市市に委託することが決まりました。平成

31 年度からの委託で、現在の「もやすごみ」

と「トレー・プラスチック」などが対象とな

ります。ごみの出し方など詳細はこれから決

めていくことになります。 

6 月 1日からの議会直前の 5月 30日 

31 日、「地方創生戦略のあり方」をテーマ

とした1泊2日のセミナーに参加してまい

りました。講師は「成功するまちづくり、

できないをできるに変える！」で全国の本

気で勇気あるまちづくりの牽引者から絶

大な支持を得ておられる木村俊昭さん。 

参加者 20 名と少数でしたが、広島県内

の市議、公務員、まちづくりの実践をされ

ている方々などが参加し、中身の濃いセミ

ナーでした。 

8 9

「できない」「できない」「できない」「できない」をををを「できる」「できる」「できる」「できる」にににに変えるまちづくり変えるまちづくり変えるまちづくり変えるまちづくり 

一番の学びは「超プラス思考」な姿勢で、

私も日頃より心がけているのですが、先生

には負けました。すべてのことをプラスに

変えてしまう受け止めは、今の大竹に必要

なことだと思います。他にもまちづくりに

は「全体最適」「価値の共創」などいくつ

か考え方をお話しいただきました。最後に

鹿児島県の「やねだん」の地域再生の実践

紹介があり、まちづくりの手法は「感動」

と「感謝」とのこと。私たちのまちでも是

非！！！ 
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3 期目のふりかえり 

平成 23 年 3 期目を当選させて頂いて、あ

っという間の 4年間でした。 

迷った時には 4 年前に皆様にお約束した

ことを思い出しながら活動しました。 

 
3 期目の議員活動の重点 

議会改革進めています 

まちづくりの実践 

①①①① 結婚世代をターゲットにした施策結婚世代をターゲットにした施策結婚世代をターゲットにした施策結婚世代をターゲットにした施策 

    結婚世代の住宅費補助制度は調査不足で提案

を断念。女性の雇用の場は商業施設の進出により

増えています。 

②②②② 子育て世代への経済的・精神的支援子育て世代への経済的・精神的支援子育て世代への経済的・精神的支援子育て世代への経済的・精神的支援 

病児保育がはじまりました。 

スクールソーシャルワーカーの必要性など訴

えていますが実現していません。 

③③③③ 障障障障がいがいがいがい者が地域で暮らせるまち者が地域で暮らせるまち者が地域で暮らせるまち者が地域で暮らせるまち 

レオーネ大竹の誘致が出来ましたがグループ

ホームはいまだ実現していません。 

④④④④ 在宅高齢者を支える体制づくり在宅高齢者を支える体制づくり在宅高齢者を支える体制づくり在宅高齢者を支える体制づくり 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、議会で

調査活動など続けています。 

⑤⑤⑤⑤ 市民の生命財産を守ります市民の生命財産を守ります市民の生命財産を守ります市民の生命財産を守ります    

 安心・安全対策特別委員会の設置をして、引き

続き監視をしています。また自然災害にも活動を

広げています。 

3 期目に約束した事とできたこと 

「提案力を高める」ための実践をすること

が議会改革には必要と考え、議会報告会の開

催が実現しました。 

玖波地区では、地区在住の議員と協力して

報告会をほぼ毎年開催しています。地域の課

題を共有することで議会での提案に繋がっ

ています。（写真はＨ27 年度 5月開催） 
「歳を重ねても暮らせる地域づくり」に

は、地域の賑わいをなくさないこと。歩ける

距離に店やお医者、金融機関、集いの場所が

ほしいものです。地域のみなさんが頑張って

まちを元気にする玖波の活動を応援してい

ます。すでに他地区でも始まっている自ら進

めるまちづくりです。引き続き応援します。 

①①①① 生活者の視点、女性の視点を活かした提

案をします。 

②②②② 自ら実行して動きをつくります。 

③③③③ 市民に信頼される議会づくりに取り組み

ます。 

上の 3つに重点を置いて活動しました。 

前半の 2年間は総務文教委員長として、委

員会運営について多くの学びがありました。

また、後半 2年は議会選任の監査委員を拝命

し、市のお金の動きをつぶさに見る機会をい

ただきました。議会選任の監査委員の必要

性、監査と議会の役割の違いなども自分に問

いかけながらの 2年でした。 

日曜くばマルシェ日曜くばマルシェ日曜くばマルシェ日曜くばマルシェ    
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「ずっと住みたいまち」は 1期目から目指

してるまちの姿です。今住んでいるまちが好

きだから、高齢になっても住んでいたい。 

子ども達にも幸せな子ども時代を過ごし

てほしい、まちを好きになってほしい。そう

したら大人になって一時離れても、また戻っ

て来てくれる。多くの方が望んでおられると

思います。 

でも、まちから商店が減っていきます。

若い人が少ないので自治会活動も難しく

なってきています。車の免許証をお返しし

たので医者に行くのも不便です。「市がな

んとかしてくれないと、こんなまちにもう

住めない」、そのような気持ちになること

もあるでしょう。私たちの気持ちは揺らい

でいます。 

子育て世代をターゲットとした定住促進

を重点施策とすることを引き続き提案しま

す。大竹だからできる学校教育、子育て支

援をしましょう。住まいの確保も大事です。 

まちの文化、産業、自然環境に誇りを持

ちましょう。大竹の好きなところをいくつ

言えますか？良いところは？前向きに考

える文化を根付かせましょう。 

子育てしながら働ける職場の整備など目

配りします。女性が生き生きと働ける大竹

市は輝いています。また、しんどい時のサ

ポート体制も必要です。 

想いがつながるまちづくりを！ 

「できない」から「できる」お手伝いを

するのが市役所の仕事。市民と役所が一緒

にまちづくりができる体制を提案します。 

まだ数年間厳しい財政運営は続きます。

玖波小学校耐震化事業に加えて、大竹駅整

備事業、燃やすごみ処理施設整備事業など

大型事業が控えています。公共施設の再編

にあたっては、市民の民様との合意形成と、

将来に過度な負担を残さないことが大事で

す。 

豊かな財政を根拠になんでも市にお願い

できる時代はとっくに終わりました。「昔は

良かった」では現在がつまらなくなるばか

りです。今あるものをどのように上手に使

うかは知恵の働かせどころです。「お金がな

いからできない」のではありません。どこ

にどれだけお金を使うかが問われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位:億円 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

市税収入（自己収入） 55 54 51 50 52 49 

地方債現在高（借金残高） 209 211 218 217 228 239 

積立金現在高 21 23 22 18 13 8 

まちの「元気」を応援して「ずっと住みたいまち」に 

「良いまちなら自然に定住が進む」とは思いません 

持続可能な財政運営を促します———＞知恵と工夫と少しの「がまん」 

まちづくりの主役は市民です 

「ターゲットは誰か？」を定めて「どのように感動を伝えるか」戦略が必要です 

良好な職場環境と女性の活躍 

財政推計（平成27年度予算特別委員会資料より、25年度は決算、それ以外は見込み） 

次次次次のののの目標目標目標目標    
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引き続き議会改革に取り組みます 

議会の役割である、 

「「「「チェック機能と提案機能チェック機能と提案機能チェック機能と提案機能チェック機能と提案機能」」」」を向上させる

推進力となります。 

○議会報告会の開催を定期的に行います。

一方的な決まったことの報告ではなく、

意見交換ができるように取り組みます。 

○自由討議の実現に努力します。 

現在の委員会制度では、議案について議

員同士が議論を重ねる機会がありませ

ん。 

○議会からの政策提案に取り組みます。 

 市長提案の議案修正はもちろん、議会か

らの条例提案も視野に入れた 

活動をします。 

  

細川の議員活動としては・・・ 

① 情報の提供 

ハートネット通信の発行、ホームペー

ジやFacebookでの情報発信 

② 意見交換 

個人の議会報告会や、他の議員と共同

での議会報告会で、地域の皆様のご意

見やご要望など頂く機会を続けます。 

③ 広い視野を持つ努力 

国・県の政策を学ぶセミナーに積極的

に参加する。他市の市議との情報交換

や政策勉強会を続けます。 

④ 提案につなげる調査研究をテーマを

決めて行う 

○障がい者のグループホーム 

○在宅医療、在宅介護について 

などなど 

最後まで読んでいただいてありがとうご

ざいます。現在私は、市議会議員として 4

期目を目指して活動を始めました。 

3 期 12 年、「生活者の視点」を大事にして、

市長に様々な提案をしてまいりました。子育

て施策や障がい者施策では、いくつか実現し

てきたこともあります。とは言え、まだまだ

課題は沢山あります。高齢化が進んだ地域の

まちづくりは待ったなしです。今後も皆様の

お力を頂きながら、市民の暮らしがよくなる

提案をしてまいります。 

今回の通信のお届けに合わせて、後援会入

会のお願いもしております。ご家族の構成も

変わられたお宅もあると思います。ご面倒で

もご記入の上、ポストにご投函頂ければ幸い

です。 

  

最後にお願いです 

7 月5 日（日）～ 

10:00～16:00  

5 日から毎日、JR玖波駅前の事務所をオー

プンします。特にオープン行事はいたしま

せんが、お時間にご無理がなければお越し

いただき、細川にお声をかけて励ましてい

ただければ嬉しいです。 

 

大竹市玖波 2丁目 2番 3 号（JR玖波駅前） 

☎57‐7555 

駐車場は駅前月極駐車場の 

7 番 8番をお借りしています。 

後援会の事務所を開きます 


