昨年 月 日に開会
し た平 成 年 月 定例
県議会 は、衆議院選挙
が あ った た め に 日 間
休 会と なり 、 月 日
までの 約１カ月という
長～い 会期となりまし
た。
選挙のため議会を休ん
だ自治 体は全国でもま
11

24
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28

26
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早朝の雪の錦帯橋

れで、山口県内の市町は
月 議 会を 予 定 通 り 開 き
ました。選挙は確かに大
切ですが、議員の仕事は、
一番に議会で議案を審議
することだと私は思いま
す。クリスマスを過ぎて
も、議場にいるとは思っ
てもいませんでしたので、
変な体験をしました。

答 日米合意では、米軍施設・区域の上空及び周辺について、できる限り
学校や病 院を含む 人口密集 地上空を 避けるこ とになっ て
いますが 、大島や 下関上空 はその対 象範囲に は入らな い
ので日米合意に違反するものではないとされています。
岩国へ は、平均 して１カ 月に２、 ３日間、 ２機から ６
機のオスプレイ が展開し、１度 の展開で 約 回、年間
約５００回の離発着が行われる予定です。

「オスプレイの運用に関する防衛省からの回答」を読んで驚きました。９
月の準備飛行において、周防大島町や下関の市街地の上空を飛行したこと
が目撃されていますが、これが日米合意に反していないというのです。こ
の回答をどのように考えられるのですか。
今後、岩国を拠点に全国で低空飛行訓練が行われますが、岩国での運用
はどのように行われるのですか。

問３ ．オスプレイについて

答 都市計画法上、米軍基地が市街化調整区域でなければならないという
規定はありません。愛宕山では、土地利用を適切に誘導する必要があり、
用途地域の指定により計画的な市街化を図る市街化区域とすることが適
当と考えています。

岩国の一等地を基地にすれば将来に大きな禍根を残します。私は、あく
まで米軍住宅化には反対であり、少しでもいい地域になるよう今後も努力
していきます。
治外法権の米軍基地は市街化区域に該当しないことは明らかで、岩国
や全国のほとんどの基地は、市街化調整区域です。従って、愛宕山を米
軍基地にするのであれば、元の市街化調整区域に戻すべきです。

問２． 愛宕山の都市計画法上の位置づけについて

答 私は、自民党籍を離れ県民党という立場で知事選に臨みましたが、そ
の立場は、現在も変わっていません。
総選挙においては、これまで政治活動を共にしてきた候補の方々に対
し、政務として激励のメッセージを届けています。

知事は、「無所属」で当選されましたが、その立場に変わりはないので
すか。また、今回の総選挙で、特定の候補者の応援をされたのですか。

問１． 知事の政治的中立性について

12

12

42

2013年 1月 号
の

No．６
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あけまして
おめでとう
ございます

井原すがこの想い

〒740-0017 岩国市今津町２-１７-２０
TEL ０８２７-２１-９８０８

☆ミニ集会を随時
開いております。

お知らせ
11月定例県議会における「井原すが
こ」の質問全文は左記のブログの「議会
質問」の写真をクリックして下さい

48

47
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問５． 学校図書館担当職員

http://blog.goo.ne.jp/sugako31 ☆気軽にご意見を
ブログ
お聞かせください。

問４． 虐待防止について

本会議が終わると、総務、農林など６つ
の常任委員会で議案の審査が行われます。
私は、土木建築委員会に所属しており、愛
宕山が市街化区域のまま米軍に提供される
ことがどうしても納得できないので再度の
説明を求めたところ、次のような答弁が
返ってきました。

県議会議員になって約２年が経ちました。
議員の仕事について、あらためて考えてみ
ると、式典や大会で来賓席に座り、挨拶を
する事だと思っている議員も多いと感じま
す。そして、知事や国会議員の選挙を、何
はさておいても必死で頑張る、という構図
も目の当たりにしました。 私は、式典に
出ることだけが議員の仕事ではないと思う
のですが・・・。
皆さんはどう思われますか？

（学校司書）について
児童虐待の推移と山口県の特徴を教えて下さい。
また、児童相談所の体制と職員の負担軽減につい
学校に立 派な図書 館があっ ても、鍵 がかかって
て、現状と対策はどのようになっているのですか。 いてほとんど利用できないのが実情です。学校司
書を充実し読書の習慣を身につけさせ、学習にも
役立つようにすべきだと思いますが、山口県の現
状を教えて下さい。

☆愛宕山の米軍住宅は
「市街地」である

答 虐待は、ここ 年間、小学生で 件から１３
０件に、中学生で 件から 件にと約３倍になっ
ています。山口県ではネグレクトが一番多い虐
待です。現時点で、児童相談所の業務体制は適
切です。職員の負担軽減のために、経験豊富な
職員などと複数で対応するなどしています。

市民政党
「草の根」

☆ 議員の仕事とは？？？
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答 県立高校には、図書館専任の学校司書はおい
ていません。事務職員と兼務で、そのうち司書
資格を持つものは、 ％です。これまでの体制
で努力していきます。

安易な使途で納税者へ説明でき は毎月 万円（年間４２０万円） 大は慎むべき」です。
ない 「政務調査 費」が「 政務活 が支給 されてい ます。し かし、
何百 枚もの領 収証を計 算した
動費 」の呼称と なります 。そし これま でその使 途につい て疑問 ら丁度 支給額の ４２０万 円、マ
て「調査研究費」だった使い・・・・・・・・・・・ ジックのようです。
途に「その他の活動」が加わ政務活動費に注目しよう
「井原すが こ」は一切受
ります。陳情の旅費、会派で
け取っておりませんがきち
が指摘 され、そ れによっ て返済
の会 議、住民相 談などに も使え
んと活動をしています。
もあり ました。 「安易な 使途拡
るよ うになりま す。山口 県議に
（編 集子）
35

「自由に入れない町の中にある工場
と同様に、フェンスで囲まれた米軍住宅も
市街化区域である。」治外法権で自由に出
11月の議会中、Ｆ入りできない基地と工場を一緒にするなん
35 と いう 最 新鋭 の ス
て、専門家とも思えない乱暴な議論にあき
テルス戦闘機がアメ
れてしまいました。
リカ本土以外の海外
で初めて岩国に配備
☆ 学校の図書館は
Ｆ-３５ さ れ る 、 と の ニ ュ ー
スが流れてきました。 司書がいなくて活用されていません
早速、本会議で質問しましたら、「ニュー
山口県では、学校の図書館に司書が配置
スで聞いたのが初めて
されていなくて、
で、他には何も聞いて
図書館はお昼休み
いない」とのことでし
の１０分しか開い
た。こんな大切なこと
ていないのが現状
を「何も知らない」で
です。
済ませてしまう県の姿
勢にガッカリしました。

☆ オスプレイも新しい戦闘機も
まず岩国で引き受ける

