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挑戦～これからの議会をどう描くのか

　明日への風も会派結成 3年目を迎えました。昨年度は
議会に関する研修会に積極的に参加して見識を深める1
年になりました。議会に関する研修といっても内容は多
岐にわたっていますが、共通して言えるのは議員の資質
向上があったと思います。そして「議会とは、議員とは何
か」について深く考えるきっかけになりました。その中で
印象に残っている内容を紹介します。議員は選挙で選ば
れただけでは住民の代表とは言えないということです。
具体的な政策や議案に関して、広く住民の意見を聞いて
住民と議論をしたうえで、最終的には議会で議決するこ

とが重要で、議決までの過程において住民の意見が反
映されることが必要だということでした。そのための法
制度として公聴会や参考人制度があるのですが、それだ
けでは十分ではないので、議会報告会や市民との意見
交換会を重要視すべきとの内容でした。つまり議会は議
員のものではなくて、あくまでも主権者である住民の皆
さんのものだということです。
　このような経験を踏まえて新年度を迎えました。誰から
ともなく実践的な活動が必要ではないかということにな
り、会派の活動として市民を対象とした意見交換会を行
いました。歩みとしては少しずつですが、課題意識をもち
ながら行っています。� （掛田勝彦）

議会に新しい風を吹かせ、議会を変える

サロンや小グループなどの集まりにお
声がけください。４人のメンバーが議
会、市政の報告や、皆さんの声を伺い
に参ります。お気軽にご相談ください。

あすカフェ
承ります1 より多くの方に市政や議会に関心を持っていただけるよう、

活動をオープンにし、市民参加型の会派を目指します。

2 次の世代が市政にチャレンジできるよう、未来を見据えて
活動をしていきます。

3 思想信条を超えて、自由闊
かったつ

達な意見交換と議論を大切にします。

「明
あ す

日への風
か ぜ

」は、若手議員４人で
 構成されている会派です。

会派の理念 出張報告会



各常任委員会の活動

　市立三次中央病院は 24 診療科 350 床を有す
る地域の中核病院として、三次市や県北圏、さら
には島根県南部にわたって、住民の安心安全な暮
らしに寄与しています。しかしながら現在地へ移転
し 28 年が経過して、施設の老朽化や狭隘化への
指摘がなされており、新興感染症への対応につい
ても困難な状況です。
　市では新病院建設に向けての基本構想の策定
を進められています。市議会としても、この基本構
想策定から建替に至るまで、市の意思決定や事

務執行に対する監視・評価するため、6 月定例会
にて特別委員会を設置しました。
　特別委員会は 8 人の議員で構成され、調査研
究項目は「新病院建設基本構想について」「新
病院建設について」「その他新病院建替に関する
諸問題等について」です。
　市立三次中央病院建替基本構想検討委員会に
て議論された「新病院の役割・規模・機能」「建
設場所・配置計画 」について審査しました。

（増田誠宏）

市立三次中央病院建替等調査研究特別委員会

　9 月定例会では、1 件の請願審査
と 4 件の議案審査採決が行われま
した。特定非営利活動法人伊賀和
志江の川鉄道から提出された「旧
JR 三江線伊賀和志区間の鉄道資産
を活用したトロッコ運行実証実験の
実現協力について」という請願につ
いて、採決までには事前に現場への
視察も行い、実際に運行しているト
ロッコ電車を見ながら、NPO の皆さ

んの三江線への熱い思いと JR の協
力体制について伺いました。
　委員会では、請願者と所管部署
である経営企画部よりヒヤリングを
行い、課題もあるが、県境を越えた
観光商品づくり三次市の活性化にも
つながる事業の可能性があり、地域
住民との相互理解のうえに取り組ま
れたいと、全員一致で採択となりま
した。 （徳岡真紀）

常任委員会とは、議会に常に置かれている委員会で、条例な
どの議案、請願、陳情の審査などを行います。三次市議会に
は 5つの常任委員会が置かれ、任期は 2年です。

総 務
常 任 委 員 会

総務、財政、税務、企画やほかの委
員会に属さないものの調査・審査を
行います。

　9 月定例会では 3 議案について審
査・可決しました。「広島県水道広
域連合企業団の設立について」は
三次市を含めて 14 市町と県が経営
する水道事業等を令和 5 年 4 月 1
日に経営統合して、広島県水道広域
連合企業団を設立することに伴い、
同企業団規約を制定することについ

て協議するために必要な議案です。
　委員長報告では「なぜ三次市が
企業団に参画するのか市民に対して
しっかりと行政から情報発信をし、
誰もが安心できる形で水道事業が
運営されるよう、今後一層努められ
たい」と意見を付しています。

（増田誠宏）

産 業 建 設
常 任 委 員 会

産業振興部、建設部、水道局及び農
業委員会に属する事項に携わります。

　9 月定例会の委員会の議案審査
では、「三次市国民健康保険みよし
こども診療所の開設等に伴い、関係
条例を改正する議案」を含めて合計
7 件の議案審査を行いました。また、
田幸保育所での「3 歳未満児保育」
のさらなる充実を求めることについ
ての陳情審査も行いました。
　5 月より委員会の構成メンバーも変

わりました。新体制の中で議会が閉
会中でも委員会活動をより活発に行
うことになりました。8 月も開催されま
したが、直近の 10 月 3 日の委員会で
は「高校生地域活動支援事業」につ
いて継続審査を行いました。新しく委
員になり、より審査レベルを高めてい
くことが委員会の中身の充実につな
がると思っています。 （掛田勝彦）

教 育 民 生
常 任 委 員 会

市民部、福祉保健部、子育て支援部、
市民病院部および、教育委員会に属
する事項に携わります。



　6 月定例会と9 月定例会で 4 つのテーマについて
一般質問をしました。一般質問についても、常に調
査と研究が大事だと思ってやっています。6 月定例会
で質問した行財政改革については、特に時間をかけ
て調査した内容でした。これから地方自治体も人も
お金も少なくなる中で、どれだけ効果的に住民福祉
の向上を図るかが大きなテーマになってきます。別
な言い方をすれば、限られた予算の中で住民の皆さ
んの幸福感をどのようにして高めることができるのか
を考えていく必要性を感じています。国も統計やデー
タを活用して根拠に基づく政策決定などを効果的、
効率的に行うことを推進しています。そこで、行財政
改革の一つに、地域経済分析システム等のデータを
活用することは有効だと考え質問をしました。

掛 田 勝 彦 藤 岡 一 弘

【1】�三次で行うマスプロダクツ型排水ポンプ設備
実証事業について

　全国の排水機場を含む、河川ポンプ設備の老朽
化にともなう施設の更新に対応するためマスプロダ
クツ型排水ポンプが開発され、現場実証が行われ
ます。この度、候補地として三次市が選定され、実
証事業の概要や今後の計画について質問しました。
【2】�三次への学生の就職をより推進させる取組に

ついて
　学生の方々などの若者に市内企業への就労して
もらうことは、人口減少対策としても有効です。より
本市への就職の関心を高めるために、行政による
これまでの取組みやこれから取組む予定の事業が
あるかを質問し、提案を行いました。

　3 月、6 月、9 月定例会とそれぞれ、子育て・環
境・農林業に関して重点的に質問を行いました。
その主なものとして、「学校図書館の運用の充実
について」学校図書館リニューアル事業を継続し
て全校に進めるとともに、学校司書の拡充を訴え
ました。また、「空中防除の安全への配慮に関する
取組について」、農家と非農家が共生できるよう、
安全性に配慮し、しっかりとした周知を訴えると同
時に、環境配慮型農業についても提案しました。そ
のほかも「自伐型林業の推進」「子どもの声が届
く仕組みの構築」について等質問しました。これ
からも次世代の子どもたちが三次で安心して暮らし
ていくための質問を続けていきます。

徳 岡 真 紀増 田 誠 宏

　6 月定例会では 3 つのテーマで質問しました。芸備
線・福塩線については、現状認識とJR 西日本との協
議の状況、上下分離方式の研究など、路線存続に向
けて市の考えを問いました。定住対策を兼ねて通勤・
通学定期への補助など、利用促進策を提案しました。
また、三江線代替交通の今後について問いました。
　英語教育と語学検定については、第 2 次三次市
教育ビジョンにおける英語教育の位置付けと今後
の取り組みについて問いました。また、英語検定
への補助事業は昨年度で終了してますが、再度語
学検定等への補助を提案しました。
　特定都市河川指定と流域治水については、災害対策
としての効果と市民生活への影響について問いました。

三次市議会の様子をインターネット配信でご覧いただけます。
http://www.miyoshi-city.hiroshima.stream.jfit.co.jp/

議会活動報告 �6月定例会、9月定例会での一般質問の内容や、常任委員会での
取り組みなど、各自が取り組んでいることをお伝えします。



政務活動費の詳細については、市議会ホームページをご覧ください
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/gikaijimu_m/gikai_seimukatudou/gikai_seimukatudou.html

会派の活動 ～会派研修会～ 4月▶ 9月

（藤岡一弘）

農林水産省
「みどりの食料システム戦略
  について」
　農林水産省を訪問し、担当職員の
方 に々、みどりの食料システム戦略につ
いて、日本の食料をとり巻く環境の目指
す姿と取組方向について説明いただき
ました。日本の農林水産業は、生産者
の減少・高齢化や温暖化、大規模自
然災害など課題が多くあります。今後
の持続可能な食糧生産に向けて、地
方での取組むべきことや地方の農林水
産業の発展をどのように推進するか意
見交換を行いました。

林野庁
「日本の森林・林業について」
　林野庁を訪問し、日本の森林・林
業について、令和 3年 6月に閣議決
定された森林・林業基本計画の方針
や目標、そして森林整備事業におけ
る国の森林整備の取組みや今後の展
開について説明いただきました。地
方における森林を適正に管理をし
て、林業・木材産業の持続性を高め
ながらどのように成長発展させるか
意見交換を行いました。

国土交通省
　鉄道局鉄道事業課、総合政策局モ
ビリティサービス推進課を訪問し
ました。
　7月に出された「ローカル鉄道の
あり方に関する提言」、MaaS を活
用した移動手段・利便性の向上に
ついて説明いただき、意見交換をし
ました。

NPO法人
ふるさと回帰支援センター
　東京都有楽町にある「NPO法人
ふるさと回帰支援センター」を訪
問し、担当職員の方々に同センター
と広島県ブースのUターンやIター
ンなどの移住について相談や支援
を行う活動についてご説明いただ
きました。地方移住希望者が感じて
いる不安や条件など現場の声を聞
かせていただき、地方移住希望者に
移住先として三次を選んでいただ
く方法について職員の方々と意見
交換を行いました。

会派勉強会
「総合学習支援塾宍戸勉強会」
　秋町の総合学習支援塾　宍戸勉
強会を訪問し、塾長の宍戸隆尚氏に
宍戸勉強会が行っているフリースクー
ルについてご説明いただきました。不
登校の児童生徒への学習支援の課題
は、多くの地域であります。当日は安芸
高田市・庄原市の議員の方 に々もご参
加いただき、フリースクールの現状や不
登校の児童支援の方法について学ば
せていただきました。

研修会参加
「中山間地域の諸課題解決
  セミナー」
　庄原市で開催された「中山間地域
の諸課題解決セミナー」に参加しまし
た。2日間の日程で行われ、前半では法
政大学法学部教授　土山希美枝氏を
講師に「自治体議会の政策提案」に
ついて講演を聞き、後半では「政策議
会の一般質問」として、機能する一般
質問のやり方や考え方について学びま
した。その他にもグループワークを行い、
他市他県の議員の方 と々意見交換を行
い、今後の議員活動に活かしました。


