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｢公｣を育てる｢民｣の力

６

月議会での大きな議案の一つ
は、広島市が筆頭株主である
「南口開発株式会社」への貸付問題
でした。「南口開発株式会社」とは、
広島駅南口周辺地区の整備のため
に第3セクターとして広島市が３１０
億円の建設費をかけて設立した会
社で、「エールエールA 館」（福屋）
などの大型店舗が入っています。こ
れまで、「エールエールA館」のテナ
ント料、駐車料金収入などを建設費
の借金返済に当てていたのです
が、「エールエールA館」の管理運
営が行き詰まり、資金繰りの目途が
立たなくなりました。そこで、広島市
は、昨年９月に4億5千万円のつなぎ
融資をして、管理運営の支援をした
のです。にもかかわらず、結局、資
金ショートすることがわかりました。

6

今

回、広島市が出してきた議案
は、「エールエールA館」に対
し、さらに14億5千万円の現物出資
（底地）と37億円の貸付金をだすと
いうものです。私はこの件に関して、
本会議で質疑・討論に立ち、次のよ
うな理由から反対致しました。

ま

ずそもそもの計画がずさんで
あること。専門店の不振という
時代の流れを読み取れず、店舗か
らの収益のみを当てにして借金返
済計画を立ててきたことは広島市の
大きな失策といえます。また、出資
比率が広島市５１％、民間金融機関
など４９％であるにもかかわらず、民
間の負担はなく、広島市のみが貸
付金を負担するのはおかしいこと、
民間への売却などの他の案がきち
んと検証されたとは思えないことなど
です。 これでは、サラ金から無謀な
借金をして厳しい取立てにあってい
る子どもの「こんどはがんばる」という
言葉を信じて肩代わりしている親の
ようなものだと思います。借金するた
びに、肩代わりすることが子どものた

月議会最終日となる予定
だった７月４日、不信任動
市議会
議が出され議長は辞任、その
こぼれ話
後議長の所属する最大会派が分
裂。あらたな議長がきまるまで2日間、議会
の定例会の会期延長という異常事態が続きました。
議長選出のための「大会派の調整」で待たされ続けて
いた私は議会のうすピンクの絨毯の敷かれた廊下をう
ろうろしながらその成り行きをみていました。
今回の騒動の背景には、元議長が２年で交代する約
束を破り、引き続き議長に留まろうとしたことやその
議会運営のまずさ等があげられています。けれど、続

めになるとはいえません。親と子ども
が一緒に、「借金を返すためにはど
うすればいいか」を自分で考え成長
させていくことのほうがずっと大事だ
と思います。

広

島市は、民間主導の街づくり
をめざしているのだとおもって
いましたが、財政難の折に、商業地
域に２度も資金を投入する意味が私
には見出せません。会社の経営陣
が交替するわけでもなく、また、今後
の借金返済計画の明確な提示もな
く、ただ「再投資はしない」というだけ
では、とうてい納得できなかったの
で反対したのですが、結局、賛成多
数で可決されました。広島駅前の再
開発を官民共同事業で行う場合、ど
の程 度の 税 金の 投 入が 妥当 なの
か、民の果たす役割は何なのか、こ
れまでのきちんとした総括と今後の
検証が必要です。

投を許さない最大の理由は、議会主流派と市長との確
執があるのだろうと推測しています。このように、相
も変わらず、議会では魑魅魍魎（ちみもうりょう）が
跋扈（ばっこ）しています。
今回の自民党最大会派の分裂で、一気に議会の流れ
を変えることはないと思いますが、ギアチェンジした
ことはまちがいありません。議会運営にリーダーシッ
プを発揮し、議会の諸課題（政務調
査費・定数削減・費用弁償など）
に取り組むという新議長の表明
に、ささやかな希望を託すこの
頃です。

２００５年６月

議会報告

指定管理者制度って？

指定管理者制度のメリットとデメリット
今議会で議論となったのは、この指定管理者制
度です。これは地方自治法改正にともなって、公の
施設の管理運営に株式会社を含む民間が参入でき
るようにするという制度です。これまで、公民館、幼稚
園、区民文化センター、スポーツセンター、公園、福
祉センター、図書館など１４９９の施設の運営は、広
島市、あるいは広島市が出資して作った法人に限定
されてきました。けれど、これからは民間会社を含む
団体に管理運営をゆだねるというものです。「多様化
する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するた
めには民間のノウハウを活用することが大切」という
のが、大義名分なのですが、１番大きな狙いは、行
政コストの縮減といえるでしょう。

6月議会では指定管理者制度導入に向けて63に
わたる条例の「改正案」が出されました。私は行政コ
ストの縮減自体は大賛成です。ただし、それは、税金
の無駄づかいを止め、本当に市民のためになるよう
な使い方をさせるという意味においてです。今回の
指定者管理制度について、十分吟味が必要と思うの
は、管理運営の権限が一定の枠内とはいえ、民間に
移行することによって生じるメリットとデメリットについ
てです。これまでの公共団体の管理運営は、市民の
税金を投入しているということで、住民福祉の増進と
サービスの均等化が行政の公的責任のもとに行われ
てきました。しかし、この制度では、施設管理だけで
なく、運営についても、利用料金などを指定業者が

新球場をめぐって

設定できるなどの自由裁量が認められることになりま
すし、さらに、指定業者が「利益」をあげることも可と
するシステムになっています。経費削減になるからい
いという声が大半ですが、これで本当に、住民本位
の運営がなされるのかどうか監視する必要がありま
す。確かにこの制度で住民サービスの向上になった
という事例もあります。

さまざまな問題を積み残したままの指定者管理
制度ですが、市は8月中に公募をはじめ10月にかけ
て管理者を選定、12月議会に指定議案を提出すると
いうように、来年4月からの実施に向けて動いていま
す。今できることは、応募してきた民間の事業者、ＮＰ
Ｏ法人、ボランティア団体などが、住民のニーズを大
切にし、公共福祉に貢献する意思と意欲を持った団
体であるか、また、公平な選定基準のもとに選出され
るかなどに目を光らせることだと思っています。
＜指定管理者選定評価項目配点＞
市民の事業利用を確保すること････････････････５点
施設の効用が最大限に発揮されること････････３５点
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力・
人的能力を有していると認められること･･････３０点
管理経費の縮減････････････････････････････３０点

計
＜加点・減点項目＞
・障害者雇用率の達成
・男女共同参画の推進

１００点

・環境問題への配慮
・地域貢献度

現在地かヤード跡地かを巡っての「ケンケンガクガク」

広島の新球場建設をめぐっては、昨年、官民14団体 現在、市は、現在の球場跡地を「年間１５０万人以上
がつくる「新球場建設促進会議」が発足し、樽募金もス
タートしました。そして、本年は、「現在の市民球場跡
地でのオープン球場」が中間発表され、運営について
も、特定目的会社（SPC）から「公設民営」に移行させる
方針が固まりました。ところが、市が「現在地建設は困
難」との調査結果を発表したため、反発の
声が相次ぎました。結局、市民球場跡
地は見送りとなり、経済界も広島駅貨物
ヤード跡地での球場建設に着地したよ
うです。

の集客をうむ施設」を目指すと明言しています。そこ
で、担当者に「どんな集客施設を考えているのか」と問
うと「これからです。皆さんの意見を聞いてから…」「１５
０万人の根拠は？」「そういう意気込みでやるということ
です」。サッカー場にしたらなどの案まで浮上している
と聞いたので、「意気込みより綿密で実行可能な事業
計画ですよね」と言うと「…」。市民球場建設は一応一
件落着したようにみえますが、議会でさらに議論白熱
するでしょう。球場跡地の有効利用が、こんな状況で、
本当に地についたプランができるのか、心配です。

平成１８年度から
介護保険法が一部改正になります。

介護保険法
一部改正

ちょっと早めに、みなさんが気になる事にお答えします。

Q新予防給付とは

Q&A

Q施設にいる人、

どんなものですか？

入りたい人へのサービスがかわりますか？

今まで軽度者（要支援・要介護１）が大幅に増
えていることと、その人たちへのサービスが状態改
善につながっていないという背景があって軽度者の
悪化防止に効果的とみなされる介護予防事業(転
倒予防など筋力リハビリ等）で、その人たちに要
支援1、2と新たに認定を行うことです。

介護保険３施設の住居費、食費が自己負担に
なります。これは今年10月からです。概ね３万
円の増となります。これから入りたい人は、低
所得者の施設利用が困らないように補足的給付
が始まります。
＊介護保険３施設
･･･特養、老健、介護療養型医療施設

Q地域包括支援センターは
Q地域密着型サービスは

何をするところですか？

どんなものですか？

このセンターは、改正の大目玉なんです。
予防重視で地域の療弱高齢者と新予防給付(要支
援１、２)の人たちの相談や助言をするセンターで
す。センターには、保健師、社会福祉士、主任ケア
マネージャー(仮称)の３人が必要で、チームで事業
をします。まだまだ具体的に決定されていない事も
あり、全体像が見えていません。しかし、４月か
らスタートしなくてはなりません。私もこの事
業がどうなるのか？と担当者から進行状
況を確認しています。

広島市の介護保険制度の実施状況について
今広島市の第１号被保険者(つまり65歳以上)
は、6月現在、189,111人です。うち、要介護(要
支援)認定数は36,756人です。平成17年4月、介
護給付費は44億円、5月は43億4千万円、6月は44
億７千万円となっています。これは16年に比較す
ると3〜4億円増えています。湯来町が合併して
約400人の方が増えているのですが高齢者数
の増加と同時に重症度が上がってきている
ということも考えられます。

■■■

１人暮らしや認知症の高齢者が増加して
いること、在宅で暮らしたいという人のた
めの支援を強化すること。虐待への対応、特
に医療と介護の連携が必要ということで、身
近な地域で地域特性に応じた多様なサービ
スを展開しようとしています。。
(例) 夜間対応型訪問介護
認知症高齢者専用デイサービス

介護給付の適正化はどこまですすんだのか？
●ケアプランの点検嘱託員は6月から6人体制へ
●レセプト(介護報酬明細票)のチェックで、

約400万円の過誤調整
●居宅介護支援事業所(対象事業所を選定中)、

通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所
(6.9％過誤調整)、訪問介護事業所(21.4％過誤調整)
住 宅 改 修 工 事 の チ ェ ッ ク で は、45 件 中 8 件
（17.78％)に改修工事計画と施工状況の不一致

●

高齢社会のことをもっと知りたいみなさんへ

●高齢社会をよくする女性の会全国大会開催！！
記念講演
（ 9/10 ）
「いつかひとり」

市原悦子さん
(女優）

■■■

ごあんない

■■■

馬庭恭子、実行委員長ではりきってマス！

世界一の超高齢社会日本。女性の平均寿命は85.58才となりました。
これから、夫を看取り元気な「おばあちゃん」の時代です。
どうしたら、よりよい老後を豊かに過ごすことができるのかを考える全国大会が広島市で開かれます。
ぜひ、9月10日(土)、11日(日) 広島国際会議場にいらっしゃってください。（同封のちらしをごらんください）

Run! Kyoko!!
まにわ恭子の走行記録
5／7 県立緩和ケア支援センターナース役
員会 出席
朝一勉強会
各派代表者会議
10
高齢社会をよくする女性の会事務局
会議 出席
11 市政相談
12 次世代育成支援対策特別委員会
13 国際未来サロン
14 高齢社会をよくする女性の会映画会
15 中区スポーツ大会
16 議会
議会運営委員会
17
行政懇談会
18 大都市制度等対策特別委員会
19 新田議長在職30周年記念パーティー
常任委員会
20 議会運営委員会
文教委員会
21 緩和ケアを考える会総会
24 会派勉強会
25 本会議
28 聖路加看護大学交流シンポ(東京)
高齢社会をよくする女性の会実行委
29
員会 出席
常任委員会審査
30
タカノ橋青空市政相談
31 本会議
岐阜訪問看護ステーション協議会
6／4
講演
6 大手町2丁目女性会 講演
県立緩和ケア支援センター
8
教育検討会 出席
11 婦人科がん患者会電話相談
12 もみじの会 講演
13 小児医療ヒアリング
市議会葬
14
日本女性会議準備会

2005.5
〜2005.7

15 議会運営委員会
会派勉強会
16
夾竹桃の会
日本ホスピス在宅ケア研究会全国大
18
会
20 会派勉強会
22 本会議(市長説明）
25
婦人科がん患者会
26
27
28 本会議(一般質問）
29
30
常任委員会
7／1
2 看護セミナー（鹿児島）
4
5 本議会
6
7 全国事業協会東京10周年記念
8 広島総合病院 講演
9 婦人科がん患者会電話相談
10 太田川清掃 参加
11 経済環境委員会 傍聴
12 慶応大学(東京） 講義
13 広島県女性議員クラブ会合 出席
県立緩和ケア支援センター看護研修
14
講義
16 竹原ホスピスケアをすすめる会 講演
中区バトミントン大会 開会式
17
青少年育成中区大会
19 厚生委員会 出席
段原地区いきいきサロン 講演
20
岩国Ｙʼｓメンズクラブ 講演
23 高齢社会をよくする女性の会見学会
25 総務委員会
27 原爆病院等慰問
29 ＮＨＫがんサポート打ち合わせ（京都）

市原悦子 主演

９月３日(土)〜１６日(金)
＜連日10時〜 1回上映＞800円

シネツイン１
（広島市中区本通）
TEL：082-241-7711

知っ得情報！

「棄老」をテーマに
人生の美しさを描く映画

Kyoko

「ち

ょっと待って
Watching
ね、ひ と つ ず つ ち ゃ ん と
片付けるから…。ほんとに
体が二つも三つも欲しいわねぇ。」
これが、馬庭さんの口癖になっていること
をご存知でしょうか？議員控え室には毎日
いろいろな用件が舞い込んできます。市民
の皆さんからの相談事や陳情への対応を始
め、行政担当者とのやりとり、講演会の依頼
な ど、時 に は 看 護 師 と し て 患 者 さ ん の サ
ポートまで。これらに加えて自分の勉強の時
間 を 持 っ た り、各 種 会 議 の 傍 聴 に 行 っ た
り…。馬庭さんのスケジュール表はいつも予
定の文字で真っ黒です。それをひとつずつ
落とさないようにと確認していると必ず冒頭
の一言が出てきます。
仕事は確かに多いけれど確実に片付け
ているのだから、少しは余裕ができてもいい
のにな、と側でお手伝いをしている私はの
んきに思うのですが、仕事が増え続けるの
にはちゃ〜んと理由がありました。馬庭さん
は予定にない仕事を、いつのまにかどんど
ん時間の合間に入れてしまうのです。依頼
された仕事はもちろんのこと、“気になること
を思いついたらすぐ動く”身の軽さゆえに、
ひとつの仕事を2倍にも３倍にもしてしまうこ
ともあります。
今日も「もうすぐ戻るから」の電話から、予
定時刻はとうに過ぎてしまいました。きっとま
た、途中であれこれ仕事を片付けてニコニ
コしながら戻ってこられるのでしょう。私はと
言えば、次の予定に遅れないかとドキドキし
ながら待っているところです。
(金子)

がん生還者として“がん情報”には目も耳も大きくなっています。
日本で唯一National Cancer Institute（米国国立がん研究所）と
License（ライセンス）契約している“がん”に関する最新かつ包括
的な情報配信サイトとして注目されています。
(財)先端医療振興財団 がん情報サイトＵＲＬ

http://cancerinfo.tri-kobe.org
最新の治療情報、薬剤情報、治療成績、国内臨床
試験情報など、知りたい情報がたくさんあります。

事務所からのお知らせ

そごう

県民文化

★ニュースレターをＥメールでもお送りします。
元安川

メールでの送付をご希望の方は
まにわ恭子のHPから直接メールでお申込みください。
できるだけ送料を節約したいと思いますので
ご協力をお願いします。

デオデオ

センター

本通り

ココ！
ホテル高田屋
ＮＨＫ
サンルート
ホテル

★カンパのお願い
後援会にカンパしていただけると助かります。
一口千円で、何口でも下記の郵便局の口座へお願いします。
◎口座番号 ０１３１０−１−７４３２０ まにわ恭子後援会

馬庭恭子事務所・まにわ恭子後援会
〒730-0051広島市中区大手町2-5-11-204
TEL＆FAX 082-541-3151
ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp

