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今年の夏は、猛暑の日が続き、各地で熱中症で亡くなられる
方が出るなど大変でしたが、９月にはいり、ようやく朝晩に涼
しい秋風が吹き始め、ほっとしました。皆様方にも、この夏を
無事にやり過ごされ、今は、お元気にお過ごしのこととお慶び申し上げます。
さて、 ９月は、１９日の敬老の日を中心に各地で敬老の催しが開かれます。入江さんの地元、
大内氷上地区では、１１日に自治会の主催で敬老会が行われました。その際、入江さんは挨拶の
なかで、アメリカで活躍されているアンドルー・ワイル医学博士の｢健やかに老いるには｣を要約
した次の７項目を紹介され、なかなかの好評でした。
１．自然と交わりなさい。自然の環境の中を歩き、そこに座りなさい。町なかの公園
でもこれは出来るのです。日常活動のペースを落としなさい。
２．あなたの人生で一緒に居てあなたが最もいきいきと感ずることができ、幸せ感が
持て、そして楽観的になれる人の名前の一覧表を書きなさい。そういう人々と一
緒に過ごす時間をもっと作る努力をすることです。
３．自宅に花を持って帰り、その美を愛でなさい。
４．魂を揺さぶるような、精神を高揚する音楽にじっと耳を傾けなさい。
５．絵画、彫刻、あるいは建築などの芸術作品を鑑賞して感嘆することです。
６．疎遠になっている人と連絡を取り、つながりを取り戻して下さい。相手を許す訓
練をして下さい。
７．何らかの奉仕活動を行って下さい。自分の時間とエネルギーを他者を助けるため
に使って下さい。 出来ることは無限にあります。
以上、どれもそんなに難しいことではないので、早速心がけてみたいものです。 ただ、ここでは
気持ちの持ち方、ボソボソと愚痴ばかりこぼしている様な年寄りにならず、いつもさわやかな気
持ちで生きていこうという呼びかけであり、大賛成です。
しかし、年をとるに連れて体の色々な部分が衰えてきます。目は薄く、耳は遠く、足はヨチヨ
チ、いわゆる老衰です。８５才の私は、将にその最中にありますが、“どねーしたもんかのー”
と嘆いています。
さて、入江さんは６５才になりますが、最近、女性の活躍が目立ちます。アメリカの大統領選
挙を戦っているヒラリー・クリントンさんは６８才。厚化粧の年増女と心ない人から野次られた
小池百合子東京都知事は６４才、民進党代表の蓮舫さんは４８才、政治家の大先輩ドイツのメル
ケル首相は６２才。入江さんもこれから、一働きも、二働きもして頂かなければなりません。
どうか皆様方には、今後とも入江さんを宜しくご指導ご鞭撻下さるようお願い申し上げます。

議会報告
28 年度 5 月臨時議会に於いて議会の会
議会の会派構
成や所属委員会が変わりました。
私はこれから 2 年間、県央創造維新会のメ
、県央創造維新会のメ
ンバーとして、また生活環境委員会で活動いた
します。さらに議員選出の監査委員としての重
責をになうこととなりました。改めて議員とし
て皆様の付託に応えていけるよう精進いたし
ますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

6 月定例議会は 6 月 6 日から 24 日の 19 日
間の会期で開催されました。
私は一般質問で 2 点を質問いたしました。
まずは、①新山口駅北地区重点エリア拠点施設
①新山口駅北地区重点エリア拠点施設
整備に関することについてです。
平成 22 年の当初のプランでは、これまで山口
当初のプランでは、これまで山口
市で開催できなかった過去の大きな大会等をピッ
クアップして、潜在需要はあると結論づけ、３千人
規模で、多目的に使用できる可動席の平土間方
式が望ましいとしていました。その後、
その後、段階的に見
直され、この度示されたプランではその規模が
直され、この度示されたプランではその規模が約
１２００人収容にまで小さくなっており、その程度で
おり、その程度で
あれば山口市民会館と同規模で、次代の山口市
を担うホールとしては夢も、わくわく感も無い。担当
者とすれば稼働率という心配が付きまとい
者とすれば稼働率という心配が付きまとい、大会誘
致や集客などへの不安から無難な方向へと、
への不安から無難な方向へと、縮小、
修正されたと考えざるを得ません。山口県の玄関
山口県の玄関
に相応しいイメージを持ち続けていた私は、この整
備構想が、「夢から覚めました」で終わっては情け
ないのではないか。交通の結節点である新山口駅
交通の結節点である新山口駅
前という好条件に立地する優位性
前という好条件に立地する優位性を活かすべき
ではないかと思い、縮小することでどんな効果を発
どんな効果を発
揮するのかを問いました。
答弁：産業交流拠点として展示コンベ
ンションイベントの機能に加え、コンサート
や演劇などにも対応できるホールとして整備
するこことしている。小郡都市核の拠点性向
を促し高次都市機能の集積が進み、重点エリ
都市機能の集積が進み、重点エリア

全体の市街地形成につながるものと考えている。
というものでした。
この６月議会では、多くの議員からこの件に対し
いろんな角度からの質問がでました。その後、市と
しても見直すことになり９月議会
９月議会前の説明会で２千
人規模のホールへ変更する案が出されました。
②山口市子ども子育て支援事業の
取 り組 みについて
消費税 10％への引き上げが延期されること
％への引き上げが延期されること
による社
による社会保
会保障の充実
障の充実について、特に保
について、特に保 育 士 な
どの人材確保に影響はないのか問いました。
また 、待機児童が 発生
発生し
し ている地域
ている地域に
におい
て、公立幼稚園の定員割れを起こしており、まさ
て、公立幼稚園の定員割れを起こしており、まさし
く需要のミスマッチではないかと思い、幼稚園の
く需要のミスマッチではないかと思い、幼稚園の人
材やスペースを活用して、保育の定員拡大に取
材やスペースを活用して、保育の定員拡大に取り
組み考えはないのか伺いました。

答弁：本市独自の保育士等人材確保事業と
して、保育士 1 人当たり年間 5 万円の処遇改善
を行っている。65 名の待機児童が発生して
名の待機児童が発生してい
る。女性の就業率の上昇や核家族化の進展ひ
る。女性の就業率の上昇や核家族化の進展ひと
り親家庭の増加などによる「保育のニーズ
り親家庭の増加などによる「保育のニーズ」の
高まりがあると考えており、幼稚園
高まりがあると考えており、幼稚園等の公共ス
ペースを活用した取り組みを含め様々な手
ペースを活用した取り組みを含め様々な手法
を研究してまいりたいと考えている
を研究してまいりたいと考えている。
来年度の募集に向け早急な対応が必要だと
いうことを訴え続けます。

9 月議会は 8 月 29 日～9 月 20 日までの 23 日間の会期で開催されました。
私の一般質問は「市民が自分らしくすこやかに安心して生活ができている」の実現に向けて健
私の一般質問は「市民が自分らしくすこやか
して生活ができている」の実現に向けて健
康だと思う市民の割合を 80％以上にするために
％以上にするために何が必要か、何をすべきなのか、何をみんなで考
、何をすべきなのか、何をみんなで考
えるのか、ということで健康長寿社会の実現について問いました。
健康長寿社会の実現について問いました。
元になる考え方は、平成 26 年 6 月に成立した医療介護総合確保推進法の厚生労働省の基本的な方
針から、医療・介護の総合的な確保の推進によるものです。
医療・介護の総合的な確保の推進によるものです。地域包括ケアシステムの構築を急がな
地域包括ケアシステムの構築を急がな
ければなりません。山口市の重要な施策に地域づくりがあります。
山口市の重要な施策に地域づくりがあります。是非この中で取り組んでいけれ
是非この中で取り組
ば健康長寿社会の実現が可能と考えています。
考えています。具体的に市民に啓蒙する必要性を問いました。
具体的に市民に啓蒙する必要性を問いました。

（厚生労働省：地域包括ケアシステムより）
答弁：あらゆる機会を捉えて、地域包括ケアシステムの考え方を周知してまいります
あらゆる機会を捉えて、地域包括ケアシステムの考え方を周知してまいります
あらゆる機会を捉えて、地域包括ケアシステムの考え方を周知してまいりますとともに、新しい
地域包括支援体制につきましても、次期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定作業を通しまし
て、市民の皆様と考え方を共有してまいりたいと思っております。

人生 90 年代を目指してセカンドライフ
支援事業の必要性を柏市の取り組み事例を
紹介し提案質問いたしました。
答弁：本市の無料職業紹介機能を若者世代
中心から、アクティブシニア世代まで拡充
アクティブシニア世代まで拡充
することの検討や、ハローワーク山口に
よる再就職支援窓口の充実と
いった就労の相談窓口機能の
更なる強化を関係機関と連携し
ます。シルバー人材センターで
は高齢者の多様な就業ニーズへ
の対応や、子育て世代、
介護を必要とされておられる家庭と
いった現役世代を支える取り組みを進めていただいています。
みを進めていただいています。

（挿絵：

柏市

柏セカンドライフ応援サイトより）

9月議会において、田園風景の維持についても質問いたしました。
月議会において、田園風景の維持についても質問いたしました。
里山の景観を保全するために、
、美しい田園風景を守るた
めには農地法面の草刈り、水路の泥上げ農道の路面維持
の基礎的保全活動があるからこそ、美しい田園風景が守ら
れています。人口減少により、地域の共同活動によって支
えられている多面的機能に支障が生じてきています。中山
間地域等直接支払制度による集落活動を促進し集落営農
法人の育成など、持続可能な農業活動の仕組みづくりは
持続可能な農業活動の仕組みづくりは
ありますが、人口減少が続く中山間地
人口減少が続く中山間地域で忘れ去られて行く文化や風習をも含めて、この里山を次
で忘れ去られて行く文化や風習をも含めて、この里山を次
世代に継承していくための取り組みについて問いました。
取り組みについて問いました。
答弁：道の駅等の交流拠点施設を核とした都市農村交流の活性化を通じて、中山間地域の特
道の駅等の交流拠点施設を核とした都市農村交流の活性化を通じて、中山間地域の特
道の駅等の交流拠点施設を核とした都市農村交流の活性化を通じて、中山間地域の特色
を生かした農業の振興と地域経済の活性化に向けた複合的な取り組みを進めており、本年度か
を生かした農業の振興と地域経済の活性化に向けた複合的な取り組みを進めており、本年度から
は、協定期間中に農業生産活動が難しくなった場合における交付金の返還規定が一部変更され
たことにより、これまで以上に集落の活動に取り組みやすい制度となりました。 引き続き本制度の
活用推進を図り、農業や集落を将来にわたって維持するための取り組みや活動を支援し、持続
活用推進を図り、農業や集落を将来にわたって維持するための取り組みや活動を支援し、持続可
能な農業生産活動の仕組みづくりを構築していくことが中山間地域の農業や集落の維持、地域
能な農業生産活動の仕組みづくりを構築していくことが中山間地域の農業や集落の維持、地域の
活性化に結びつくものと考えております。

2016年9月22日（木）「山口市まちづくり講演会」
日（木）「山口市まちづくり講演会」

主催：山口市 地域生活部 協働推進課

”田園回帰の時代” ～長続きする地元を創り直す～
人口減少、高齢化問題が各地で叫ばれる中、「毎年人口の１％の人
を呼び込めば、まちの人口減少や高齢化は止められる」という藤山浩
まちの人口減少や高齢化は止められる」という藤山浩氏
の「田園回帰１％戦略」が反響を呼んでいることからこの度、協働推進課
が主催者となり「地域に人と仕事を取り戻し
「地域に人と仕事を取り戻し、希望をもって元気に暮らし
つづけられるまちづくりについて、是非一緒に考えてみませんか。」
と２１地域のまちづくり協議会や市民の方々に呼びかけられ多くの方々
が集まられました。
特に印象に残ったことは、とにかく分析をすること。例えば所得の１％を取り戻すとするならば、
とにかく分析をすること。例えば所得の１％を取り戻すとするならば、
年間の食費支出を種目別に（家計調査のように）書き出し どこで買ったか市内なのか市外なのか
年間の食費支出を種目別に（家計調査のように）書き出し、どこで買ったか市内なのか市外なのか
を含めて調査する。食料のみならず燃料も含め数字から見る地産地消可能額を割り出す。何を作
れば地元で買ってもらえるのかを考え生産する。また小さな素敵な「合わせ技」も
れば地元で買ってもらえるのかを考え生産する。また小さな素敵な「合わせ技」も見逃せません。
社会技術開発＝交通困難対策＋買い物支援＋生き甲斐 島根県益田市真砂地区（中山間地域）
の野菜生産グループが市内スーパーと連携し、買い物と野菜出荷を同時に「合わせ技（高齢者送
の野菜生産グループが市内スーパーと連携し、買い物と野菜出荷を同時に「合わせ技（
迎バスを利用する）」をスタートされ、生活支援とやりがいを両立させておられる紹介もありました。
」をスタートされ、生活支援とやりがいを両立させておられる紹介もありました。
元気で働くと介護費用や医療費が浮くことになる。
元気で働くと介護費用や医療費が浮くことになる。との解説もあり大変有意義な内容でした。
大変有意義な内容でした。

