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後援会だより
後援会 会長 粟屋 三郎

寒中お見舞い申し上げます。

年も変わり、これから本番の厳しい冬を迎えますがどうぞ

お元気にお過ごしくださいますよう願っております。

さて、早いもので、入江さんはこの３月で３期の４年を全 u

し、４月には４期目に挑戦することにしております。初当選

した時の気持ちを忘れず、いつも爽やかで謙虚に活動してい

る入江幸江さんを今後とも宜しくご支援下さいますようお願

い申し上げます。

最近の新聞で、周南市にある「鹿野ファーム」がハンバーガーなどを売る直売店を開くことが、

かなり大きく取り上げられていました。鹿野ファームといえば、大きいスーパーなどの店頭にハ

ムやソーセージを出しており中々の人気です。今回、新たに総菜工場を建設し、そこで作ったハ

ンバーガーやカツサンドなども道の駅の直売店で食べれるようにするそうです。社長の話では、

「消費者と直接交流することで、どのような商品が望まれているかわかり、更に多くの方々に喜

ばれる製品を届けたい」と言っておられます。今年２月に、国の６次産業化法の認定を受けられ

たことが契機になっているようです。早速、インターネットで６次産業化法を覗くと「農山村や

漁村の雇用と所得を確保し、若者や子供も集落に定住できる社会を構築するため、農林漁業生産

と加工・販売の一体化や地域資源を活用した新たな産業の創出を促進するなど、農山漁村の６次

産業化を推進しています」とあります。農山漁村の生産が１次産業、加工が２次産業、販売が３

次産業、これらを加えると６になり、一体的に行うので６次産業と呼び、国としても資金面で援

助することにしております。

現在、県内では、１４の６次産業の認定を受けた事業所があります。山口市からは「有限会社

名田島農産」が、地元産米を使用した米粉商品の加工と販売、「中尾典弘氏」の自家栽培の林檎

を活用した新商品の開発とレストラン開設による地産地消の推進があります。 そのほか周南市

の「やまいもまつり有限会社」が、地域特産のじねんじょ山芋を活用した加工品の商品化と販売、

岩国市の「企業組合がんね栗の里」が、地域の特産品であるがんね栗を活用した栗加工品の開発

製造と販売、周防大島町の「株式会社中道」は、自分が一本釣りで釣り上げた魚を自分で経営し

ている民宿で活用し、好評の焼き魚や煮魚を真空パックに加工して販売しています。また、全国

的にも各地にユニークな６次産業、看板は直売店としてなかなかの盛況です。

今まで農業だけをしてきた人達にとって、新しく加工し、販売するということは難しいようで

すが、加工や商売の経験者と一緒になって事業を進めて順調に展開し、併せて地域の連帯感も盛

り上がっている事例も多々あります。やはり、これからの農林漁業は知恵を出し、力を出し合っ

て取り組めば道が開けてくると確信しています。そのためには行政の協力も必要であり、市議会

議員に活躍して貰わなければなりません。農家育ちの入江さんにご期待頂き、ご指導ご鞭撻頂く

ようお願い申し上げます。
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２０１３年１２月議会での一般質問

ア やまぐち式協働のまちづくりについて

① やまぐち式地域自治区

② 山口市地域交流センター運営協議会

イ 市民との情報共有について

① 職員の職務専念義務と情報発信

② 防災と情報

ウ 子供の教育環境の充実について

① ＩＣＴ教育の導入

② 教師へのパソコン貸与の状況

③ 家庭教育支援条例

平成 2５年第５回山口市議会定例会議 １２月２日～１９日

一般質問１２月９日（月）～１２月１１日（水）

質問：ア．やまぐち式協働によるまちづくりについて

平成２１年度に始まった協働のまちづくりの充実に向けたスケジュ

ールはホップ（準備期）ステップ（成長期）ジャンプ（成熟期）で着実

に進んでいます。しかしながら、２１地域の方々にはそれぞれの協働の

まちづくりのイメージがどうも見えていない。平成２６年度に向けて人

員と予算と権限が地域交流センターに委譲され、住民に身近なサービス

の提供の充実に向けた取り組みが進もうとしております。

やまぐち式協働のまちづくりが向かう成熟期がやまぐち式地域自治

区であるならば具体的にいつまでにどのように進めて行こうとされて

いるのか更に、地域づくり協議会とセンター運営協議会の職務について

も質問しました。

答弁 渡辺純忠市長

①やまぐち式地域自治区について

地域交流センターで実施する事が望ましい事務や権限について移譲

を進めていきます。各種行政サービスについて市民ニーズの適切な対

応、住民自治の強化など様々な視点での事務や権限の洗い出しを実施

し、現行体制で委譲可能なものから将来的な課題となるものまでの整理

を行ってきています。可能なものについて、早期の委譲を目指し現在調

整をしています。その一方で、地域の皆様が主体的に行う地域づくりに

つきましては、地域づくり交付金の活用並びに地域の人材育成や組織体

制作りを推進し地域づくり協議会の機能強化に努めているところです。

地域内分権の取り組みを重ねながら成熟期における本市にふさわしい

地域の事は地域で決定できる新たな自治組織すなわち、やまぐち式地域

自治区制度の導入につきましては現在内部で検討を進めているところ

でございます。

地域づくり協議会が住民の合意形成機能の強化を図ることにより、地

域の中における市の事業等に対して、地域の取りまとめ役として地域住

民の総意としての意見や提言をいただける本市独自の仕組みも有効で

はないかと考えているところです。

行政事務につきましては地域交流センターを中心にその地域内の行

政事務を推進し、一方支え合いの協働のまちづくり、また、行政と市民

が協働していくまちづくり、こうしたまちづくり施策については、まち

づくり協議会が意思決定し実行して行く機能を持つようになります。

こうした自治区について推進していきたいと考えています。

質問：ウ 子供の教育環境の充実について

学校におけるＩＴ環境の一層の整備を進めるとともに、ＩＴを活用

した学力向上のための効果的な事業や学ぶ

意欲を持った子供たちがＩＴを活用して

効果的に学習できる環境の実現等の為に、

全ての教員のＩＣＴ活用能力を向上させ

ることが目標とされ、そうした能力の基

準の具体化・明確化が求められています。

次年度タブレットＰＣを導入されますが、どのようになるのか、また

どのような活用を考えておられるのかと、更に家庭教育支援条例につ

いて質問をしました。

答弁：岩城精二教育長

① ＩＣＴ教育の導入

市内の小・中学校をモデル校として指定し実証研究や公開授業の開

催によりその効果や課題を検証していく考えです。具体的には、モデ

ル校として指定する学校にタブレットパソコンを配置して教材提示、

調べ学習、共同学習、個別学習などさまざまな活用を図るとともに、

公開事業の開催によってその効果や課題を検証してまいりたいと考

えております。また、タブレットの機能を生かすためには、無線 LAN

環境が欠かせないことから、モデル校において試験導入し、セキュリ

テイーや接続状況についても検証してまいりたいと考えております。

②教師へのパソコン貸与の貸与について

現在、市内の小中学校に対し公務用にパソコンを貸与しており、成

績管理や教材開発などに広く活用されております。また、教育委員会

と市内小・中学校とをネット回線で結ぶ教育情報ネットワークを整備

し、情報の送受信や情報共有を行っております。

公務の情報化を積極的に進めるため、現在、教員用パソコンの整備

を進めており、来年度中には教職員１人一台の整備を完了する予定で

す。

③家庭教育支援条例について

本市におきましても、家庭教育が子育ての基盤であり、家庭教育の

支援が重要であるとの認識から、さまざまな取り組みを行っていると

ころです。本市で現在進めております学校、家庭、地域が協働して子

供たちの生きる力を育む地域教育ネットの仕組みをつくる中で、地域

におけるきめ細やかな家庭教育支援が行われるよう、まずはその体制

整備に務めてまいりたいと考えております。

答弁：東洋光地域振興部長

②．山口市地域交流センター運営協議会について

本市では市内２１地域におきまして地域づくり協議会と地域交流センターを

中心に地域の個性を生かした地域づくりが進められております。これらの団体

が連結し、難しい面もありますが、両組織の統一というか、合理化といいます

か、一本化につきましても教育委員会と今後またいろいろと研究してまいりた

いと考えております。

質問：イ．市民との情報共有について

自治体の情報発信は災害、観光、イベントなどタイムリーな情報発信が必要

になります。がしかし職員には職務専念義務という地方公務員法第３５条があ

ります。自治体職員がＳＮＳでの職務以外の情報発信、移動中、情報の勤務時

間中の発信に関し制限を受けておりますので、市民と情報を共有する為にも職

員の情報発信に関するガイドラインを作成すべきではないかと考えます。

また、災害における市民との情報共有と災害対策本部と現地対策本部との情報

共有の在り方についても質問しました。

答弁：吉田豊総務部長

① 職員の職務専念義務と情報発信

ＳＮＳ使用のガイドラインにつきましては、公務員のモラル、職務を重視す

る事を念頭に早急に取りまとめたいと考えております。

ＳＮＳを通じ、熱意をもって山口市のＰＲや社会貢献を行いたいと言う職員に

対しましては、研修などスキルを高めていく場を提供し、その活動を支援した

いと考えております。

（SNS とは人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の Web サイト）

答弁：山根由彦市民安全部長

② 防災と情報

迅速な対応や適切な判断を行うためには、情報の伝達・共有は重要な課題で

すので、モバイル端末機等の活用等も研究するとともに、情報の扱う職員の体

制なども含め、効果的な情報共有について、

今後とも検討し取り組んでまいります。



入江さちえの

２００２年（Ｈ１５）～２００４年（Ｈ１７

＊露山堂（築１２０年の歴史的建物）

＊児童図書館の廃止に伴う後利用については

＊２市４町の合併が揺れ動く中、大きくなればなるほど

＊地域コミュニティを大事にしたまちづくりを

＊通学区域の見直し「通学区域制度への

＊ノーバディズ・パーフェクト・プログラムの

＊明治維新史跡「枕流亭」の内部改装

＊ブックスタート事業提案。

２００５年（Ｈ１８）～２００９年（Ｈ２

＊教育民生副委員長 国保委員会委員長

＊学校給食残さ堆肥化推進。

＊山口未来クラブ会派で大久保邦子氏

＊入江さちえと語る「まちづくり基本条例

＊議員を代表

＊防犯灯ＬＥ

もの」より

←＊山口未来

＊シンクロナイズ

＊家庭教育

「家族の

＊高田公園の名称変更提案＊地域防災

＊入江さちえを囲む懇談会出席（女性団体

２００９年（Ｈ２２）～２０１３年（Ｈ２５

＊教育民生委員長（Ｈ２２～Ｈ２３）

＊学校図書館ＩＴ化の推進（市立図書館

＊住宅リフォーム助成による地域経済

＊山口情報芸術センター事業内容の

＊電子自治体の取り組み（統合型ＧＩＳ

＊街道維新（萩往還の統一サイン）。

＊待機児童解消と保育園の民営化計画

２０１４年（Ｈ２６）

山口市は平成２１年度からやまぐち式協働

域自治区の実現の為、特に行政と市民の位置関係

くりの応援、人材育成の支援等、女性の視点

りを持ち、幸せが実感できるまちづくりの基盤

更なるご支援ご指導ご鞭撻をどうぞ宜しく

の活動 ～いままで、これから～

１７）

）改修。

については子育て支援センターに（現在ちゃ・ちゃ・ちゃ

きくなればなるほど小さい単位の重要性が問われ

にしたまちづくりを進めなければならないと提案。

への転換」。

ノーバディズ・パーフェクト・プログラムの導入。

内部改装。

２1）

国保委員会委員長 ＊まちづくり基本条例の制定に向けての活動。

＊国民文化祭（街住デニム中心商店街の活性化

大久保邦子氏を招いてのフォーラムを開催「私が動けばまちが動

基本条例」を開催。

代表して２名で海外視察（豪州・ニュージーランド）。

ＬＥD への交換提案。 ＊完全米飯給食（徳地地域週

より、「子供に食べさせたいもの」ではないかと強調。

未来クラブ市政報告会の開催。

シンクロナイズドネット結成５周年記念大会パネラー。

家庭教育について 入江さちえ後援会開催

の絆～私はだぁーれ～」 講師 邑田早苗氏 →

地域防災（７月の豪雨対策）自主防災組織推進。

女性団体主催）。

２５）

）

市立図書館とのネットワーク化）。

地域経済の活性化。

の見直し。 ＊高田公園が井上公園へと名称が変更（

ＧＩＳ構築）。 ＊家庭教育の重要性を広める子育て四訓

。 ＊観光スポットのＷi-Ｆi 環境の充実。

計画。 ＊阿東復興対策本部現地視察。→

式協働のまちづくりへとホップ・ステップ・ジャンプで進

位置関係を整理する必要性や更なる市民ニーズの充実や権限委譲

視点を十二分に発揮する為にこれまで以上頑張りたいと思

基盤は家庭教育である事を確信し積極的に取り組んでまいりたいと

しくお願い申し上げます。

ちゃ・ちゃ・ちゃ）。

。 大久保邦子さんと

活性化）。

動く」～市民の社会参加～。

。

徳地地域週４日米飯）「子供の食べたい

。

（皆さんの思いが叶いました）。

訓の会を設立（県内に普及活動）。

進んでおり、目指すやまぐち式地

権限委譲、地域の皆さんの地域づ

思います。山口の文化と歴史に誇

んでまいりたいと考えております。

山口市議会議員 入江幸江


