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◆小泉政権下で初めての衆院選に、
有権者が審判を下した。自民、公明
の与党が、絶対安定多数を確保した。 
民主党も大幅に議席を伸ばした。日
本の政治構図は、二大政党化に向か
う様相を見せている。 �

　ところで、今回の低い投票率はいか
がなものだろうか。投票権は主権在民
の象徴であり、唯一行使できる権利で
ある。ここ10数年の政治スキャンダル
が政治への無関心層を増大してきたの
だろうか。しかし、政治から目を背け
ていては、世の中の変化と不安の時代
を乗り切るために我々が託す政治家と
住民との協働作業が成り立たないので

ある。◆また、今回の選挙は「政権選
択の選挙」「マニフェスト選挙（政権
公約）」などと位置づけられ、今回の
選挙の大きな特徴となった。「政権公約」
は、政策論争を活性化させ、名前の連
呼や「よろしくお願いします」と言う
だけの従来の選挙風景を大きく変えた。
◆ここで提案ですが、三原市において
もマニフェストを毎年度ごとに作成し

てみるのはどうだろうか。もちろん、
事業後の外部・内部評価を行うのは
当然のことである。事業の期限を決
め、数値目標を設定することで、目
標が明確となり、効率のよい行政運
営が行えるはずである。合併を控え、
自立したまちをつくりあげてゆかな
ければならない今がチャンスではな
いかと思うのである。�
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　（社）三原青年会議所人づくり支援実践委員会（亀田尚史委員長）は、10
月25日（土）、三原市議会議場にて「ジュニアサミット2003」を開催しま
した。この事業は、家庭や地域での教育力の低下が言われている現在、子
ども達が学校生活において何を考え、何を求めているのかを把握し、その
子ども達の悩みや問題に対して地域の大人たちがアドバイスをして、お互
いを理解し合おうという趣旨で行いました。地域の大人を代表して、市長
をはじめとする三原市内の有志の方々をお招きしました。すべての大人に
とって、子ども達は大切な未来なのです。思い出してください、あなたが
子どもの時、悩んだ時、困った時、誰に分かってもらいたかったのか？ど
の様に励ましてもらったのか？今の子ども達も同じように悩み、苦しんで
います。今こそ、子ども達の心を受け止めてあげ、お互いの心を開くこと
が必要なのです。�

広島大学附属三原中学校広島大学附属三原中学校  3  3年�
浅田浅田    香代子香代子�

広島大学附属三原中学校  3年�
浅田  香代子�

三原市立鷺浦中学校三原市立鷺浦中学校  3  3年�
平木平木    千絵千絵�

三原市立鷺浦中学校  3年�
平木  千絵�

三原市立宮浦中学校三原市立宮浦中学校  3  3年�
宮田宮田    啓央啓央�

三原市立宮浦中学校  3年�
宮田  啓央�
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吉本吉本    慎之介慎之介�

三原市立第三中学校  3年�
吉本  慎之介�
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岡田岡田    知華知華�

広島大学附属三原中学校  3年�
岡田  知華�

如水館中学校如水館中学校  3  3年�
池田池田    ゆかりゆかり�

三原市立第三中学校三原市立第三中学校  2  2年�
吉原吉原    杏菜杏菜�

三原市立第三中学校  2年�
吉原  杏菜�

如水館中学校  3年�
池田  ゆかり�

三原市立幸崎中学校三原市立幸崎中学校  3  3年�
中田中田    明日香明日香�

三原市立幸崎中学校  3年�
中田  明日香�

三原市立第一中学校三原市立第一中学校  3  3年�
箕西箕西    真衣真衣�

三原市立第一中学校  3年�
箕西  真衣�

三原浮城ライオンズクラブ　会長三原浮城ライオンズクラブ　会長�
松尾松尾    　仁　仁�

三原浮城ライオンズクラブ　会長�
松尾  　仁�

ＪＲ西日本　三原駅長ＪＲ西日本　三原駅長�
田中田中    敏博敏博�

ＪＲ西日本　三原駅長�
田中  敏博�

浮城窯　陶芸家浮城窯　陶芸家�
片山片山    雅昭雅昭�
浮城窯　陶芸家�
片山  雅昭�

田野浦小学校田野浦小学校PTAPTA会長会長�
橋濱橋濱    智美智美�

田野浦小学校PTA会長�
橋濱  智美�

尾道おやじくらぶ代表尾道おやじくらぶ代表�
宇根本宇根本    茂�

尾道おやじくらぶ代表�
宇根本  茂�

三原ライオンズクラブ　会長三原ライオンズクラブ　会長�
灰谷灰谷    雅司雅司�

三原ライオンズクラブ　会長�
灰谷  雅司�

三原警察署長三原警察署長�
豊田豊田    　貢　貢�
三原警察署長�
豊田  　貢�

三原テレビ放送株式会社　統括課長三原テレビ放送株式会社　統括課長�
中村中村    　勝　勝�

三原テレビ放送株式会社　統括課長�
中村  　勝�

三原市議会議員　総務文教委員会　委員長三原市議会議員　総務文教委員会　委員長�
岡本岡本    純祥純祥�

三原市議会議員　総務文教委員会　委員長�
岡本  純祥�

三原商工会議所　会頭三原商工会議所　会頭�
伏見伏見    　暁　暁�

三原商工会議所　会頭�
伏見  　暁�

三原パイロットクラブ　副会長三原パイロットクラブ　副会長�
亀井亀井    好子好子�

三原パイロットクラブ　副会長�
亀井  好子�

広島経済同友会三原支部　支部長広島経済同友会三原支部　支部長�
渡辺渡辺    康博康博�

広島経済同友会三原支部　支部長�
渡辺  康博�

三原市議会　議長三原市議会　議長�
三原市子ども会連合会　会長三原市子ども会連合会　会長�

仁ノ岡仁ノ岡    範之範之�

三原市議会　議長�
三原市子ども会連合会　会長�

仁ノ岡  範之�

三原中央ライオンズクラブ　会長三原中央ライオンズクラブ　会長�
松浦松浦    　弘　弘�

三原中央ライオンズクラブ　会長�
松浦  　弘�

三原市ＰＴＡ連合会　会長三原市ＰＴＡ連合会　会長�
高橋高橋    一昭一昭�

三原市ＰＴＡ連合会　会長�
高橋  一昭�

三原市教育委員会　教育長三原市教育委員会　教育長�
植木植木    章弘章弘�

三原市教育委員会　教育長�
植木  章弘�

�
三原市長　三原市長　五藤五藤    康之康之�

�
三原市長　五藤  康之�

三原市立第五中学校三原市立第五中学校  3  3年�
笹山笹山    涼湖涼湖�

三原市立第五中学校  3年�
笹山  涼湖�

三原市立第二中学校三原市立第二中学校  3  3年�
島津島津    泰彦泰彦�

三原市立第二中学校  3年�
島津  泰彦�

三原市立第四中学校三原市立第四中学校  2  2年�
岡西岡西    真希真希�

三原市立第四中学校  2年�
岡西  真希�

如水館中学校如水館中学校  3  3年�
垣内垣内    茉利茉利�

如水館中学校  3年�
垣内  茉利�

（社）三原青年会議所理事長三原青年会議所理事長�
佐藤佐藤    恵美子恵美子�

（社）三原青年会議所理事長�
佐藤  恵美子�
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