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恭子の
球場跡地問題

今

年度セ・リーグは阪神の優勝
で 幕 を 閉 じ ま し た。カ ー プ
ファンとしてはうらやましいかぎ
り！優 勝 直 前 の 阪 神 と の 試 合 が
あったときには、黄色と黒の応援
用のユニフォームを着、カラフル
なグッズをもった阪神ファンで、
広島市民球場周辺は大混雑でし
た。車のナンバープレートをみると
県外。ついでにお好み焼きでも食べ
て帰ろうということになって、きっと広
島にもお金がたくさん落ちたに違い
ありません。もし、カープが優勝した
ら、本通はもっともっと大変な賑わい
だったろうなあとも思いました。

い

ま、広島でイベントをすれば、
国際会議場で3000人、グリー
ンアリーナで8000人という規模です
が、市民球場だと32000人となり、そ
の経済効果は大変大きいといえま
す。そこで、こうした集客力のある球

市議会
こぼれ話

場をより快適で、より楽しく、よりたく
さん人の集まる場所にすべく、南区
のヤード跡地に新球場を建設するこ
とを決め、そのための調査予算が今
議会で可決されました。 南区は新
球場建設で人の流れが変わり、経
済的な波及効果も期待できます。け
れど、現球場の跡地はどうなるので
しょうか？今議会で、球場跡地には
年間１５０万人以上の集客目標とし
た新たな都市機能の導入を考えると
いう答弁がありましたが、全く白紙状
態との印象をうけました。

現

在、球 場 の 周 り に あ る フ ァ ミ
リープール(年間１０万人）、広
島県立総合体育館(年間１８５万
人）、中央図書館(年間４０万人）こど
も文化科学館（年間３０万人）、ひろ
しま美術館（年間１２万人）などの利
用者数をみると、年間９０万人の入
場者のあった球場の跡地に、１５０万
人もの人を集める魅力的な施設を
作ることは大変難しい事業だといわ
ざるをえません。しかも、用途変更を
行わない限り、市民球場跡地は都
市計画上の用途は「公園」なので、

衆議院選挙は、莫大なお金を

使って終了しました。広島分の
費用だけでも3億円あまりです。女
性刺客という呼び名で出馬した多くの候補が
当選し、たくさんの女性国会議員が誕生しました。
一方、地方では市町村合併で県内83人いた女性議員は
53名余りとなり一気に減少しました。また広島県議会は女
性議員が現在3名という少なさです。11月6日には県議会
の安佐南区で補選選挙があり、女性候補が対抗馬として
二人でましたが、結果は落選･･･。すごく残念です。世の中
の半分以上が女性なのに政策決定の場に女性がいない

建築物は都市公園法に即した、休
養施設（ピクニック・キャンプ場）、遊
戯施設（ブランコ・シーソー）、運動
施設（ラグビー、バスケットなど）、教
養施設（博物館など）、便益施設（商
店など）、管理施設（倉庫、車庫）な
どに限定されます。周辺の基町クレ
ド、バスセンター、そごうなどとの回
遊性を考えると、魅力ある商業地域
とリンクした利便性の高い公共施設
がのぞまれると思います。

私

は、平和都市を学習する修学
旅行生（お およそ年間 ３０万
人）がゆっくりお昼ごはんを食べ、休
憩でき、お土産も買えるような低層
の施設もいいと考えています。跡地
利用に関しては、８月から球場跡地
利用構想担当課長が任命され、こ
れから市民はじめいろいろな人から
意見を聞くとされているので、みなさ
んもどんどん意見をお寄せくださ
い。

なんておかしい、素朴にそう思います。議会は、その社会
のあり方や未来を決める大切な場所なのだから、議員の男
女比は、半々に近くて当然ではないでしょうか。

広島市議会も1年半後に控えた選挙は定数削減になる
でしょう。定数削減によって経費削減になることはまちがい
ないので、それには反対ではありませんが、選挙戦は厳し
くなります。今から議員たちはレース予
想に赤ペンを走らせています。馬印の
ついた私は一気にこのレースを駆け
抜け、一馬身リードしたいです。ぜひ
皆様、馬（庭）券をお買い求めください。

文教委員会、厚生委員会で
こんな発言をしました！

2005年9月
議会報告
厚生委員会

●介護保険について
①今後の見通し ②適正化の成果

●高齢者福祉について
①高齢者の居場所作り

文教委員会
●不登校対策
①欠席児童のフォロー
②ふれあい広場のあり方
③スクールカウンセラーのあり方
④中高校進学への指導
●学校給食
①食品添加物
②器(ステンレス)、はし(プラスティック)
③お茶
●メンター制度のその後
●新しい企画(２週間テレビなし、小学５年生
から英語)この背景と見通し
●基準服について

メンター制度をご存知ですか？
全国に先駆けて、広島市ではメンター制度を作っ
ていますが、皆様はご存知でしょうか？メンターと
は「成熟した年長者」という意味です。親以外の大
人とかかわる機会を得たい子どもや、不登校などに
悩む子ども（小・中学生）に、メンターと呼ばれるボ
ランティアの大人が、一対一で、悩みの相談に乗っ
たり、一緒に遊んだりするなどして信頼関係を築
き、子どもの成長を促していくという制度です。
現在ボランティアは80人登録されていますが、交流
は30組程です。もっと活用できるよう調整すべきだ
と思います。
詳細は、教育委員会（電話082-242-2116）へ

②高齢者の人権について

●保育・幼児教育について
①保育士の質の確保 ②病後児保育について
③保育料未納者対応
●病院運営について
①患者情報室の開設
②小児病棟のアメニティ、医療保育士の導入
③緩和ケアチームのその後 ④病院機能評価のその後
⑤看護師の副院長登用の検討について

医療情報コーナーの設置
私がずっと切望してきた医療情報コーナー（仮称）の
広島市民病院内への設置がいよいよ実現しそうです。
厚生委員会での私の質問に対して、医療関係図書、
医療情報をさがすインターネット機能をもったセンター
の平成２０年度設置をめざすとの答弁がありました。患
者が自分の治療を選択する際、必要な情報を入手で
きる、有意義な場所になるよう、これからも行政サイドと
交渉していきたいと思います。

■ ■ 高齢社会を考える全国大会が開かれました ■ ■
前回のニュースレターで紹介しました、「高齢社会をよくする
女性の会第24回全国大会広島」は９月10・11日にのべ4000名の
参加者をむかえ盛況のうち無事終了いたしました。高齢社会を
迎えて、独りぐらしや介護の不安をたくさんの方がおもちなの
だということ、こうした不安のない生活のシステムを作ってい
く議員の仕事は、よりスピードアップがのぞまれるのだと、つ
くづく感じました。

↑写真左から
春日キスヨ実行委員長、 樋口惠子さん、 私です

高齢者の居場所作り
現在、広島市には一人暮らしの高齢者の方が約3万人
いらっしゃいます。高齢になると、介護を必要とする
ほどではなくても、重い荷物が運べなかったり、買い
物に出ることができなかったりというような、日常的
な生活課題がたくさん出てきますが、なかなかお手伝
いを頼めず、栄養失調になったり、一日中部屋の中に
いて、何日も誰とも口をきかなかったりする場合もあ
ります。けれど、広島市社会局は一人暮らしの安否確
認の予算を昨年削ってしまいました。

もし、地域で買い物や散歩の途中でちょっと立ち寄れ
て世間話をしたり、昔話をしたりして高齢者の方々が
互いにコミュニケーションを取れる場があれば、継続
的な安否確認ができますし、さらにそこで健康チェッ
クなどが同時にできれば言うことはありません。そん
な居場所を高齢化率４０％の基町地域に作
ろうという計画が、大学とＮＰＯとのコラ
ボレーションで進んでいます。ぜひ実現さ
せて、私の公約の一つである「一人暮らし
の高齢者の支援」をより充実させたいと
思っています。ぜひ応援してくださいね。
どうなるんだろう？

保育の質をどう確保するのか
保育園で、本当に質の高い保育が行われているのか疑問に

公立保育園の民間移管について

感じている保護者もいらっしゃるのではないでしょうか？
保育を担う保育士(国家資格）は、厚生労働省管轄の福祉職
員で、２００１年より男性も女性も「保育士」という名称
で呼ばれるようになりました。ただし、延長保育の場合
は、広島市延長保育実施要綱の第７条で「幼稚園教諭の免
許状所有者、看護師資格のある者等をもってかえることが
できるものとする。」と規定されています。

市は現在、公立保育園のあり方や民間移管

子どもたちを健やかに育て、保護者に安心を与えるために
は、まず保育所、保育士、保護者、行政がより密接に連携
し、協力していくことが必要だと思います。そのための一
つの方法として、公立も民間も保育士の免許を顔と名前が
保護者にわかるように掲示することで、保護者に「安心」
が提供できると思います。厚生委員会でこの提案は「全保
育園ではまだ無理であるが、そのように指導し現在５３施
設ではその対応をしている」ということでした。あと残り
の１１施設も現在指導中です。
監査報告より…

に当たっての課題について、庁内の担当、
事務レベルで話し合いをすすめています。
その内容は市のホームページにも掲載され
ていないので、担当者に聞くと、「只今議
論中」ということでした。議論の中で、利
便性や利用状況、施設規模、借地合築の調
整などがテーマになっているようです。重
度の障害があるという子どもに対しては、
公立で対応していくという方針は読み取れ
ましたが･･･。

これから市は情報開示し、きちんと説明し
ていく必要があります。それか
ら、公立も私立も地域とともに
うまく連携してよい保育につな
がっていくといいですね。

｢ミスをどう発見するのか？！」

この度の監査で、消防署から各消防団長への支払方法
が３５年にわたって地方自治法に違反していたことが
わかりました。本来、消防署から各消防団長への支払
いは、現金と規定されていますが、それが銀行振り込
みになっていたのです。この法律の妥当性は別とし
て、長い間、法律に違反していたことを誰一人気づか
なかったことに驚かされます。

そのほか、消防局での報酬の未払いや記載ミス、駐車

場事業特別会計の現金収入が下水道事業会計に振り込
まれていたなどの電算処理の初歩的なミスなどが監査
の報告としてあげられていました。医療事故と違って
人命にかかわるわけではありませんが、「監査で指摘
されるまでミスに気づかなかった」ことへの反省が少
ないように思います。ミスがおこることを前提とした
防御システムを導入すると共に、お互いに気が付いた
ことを指摘しあえる風通しのよい職場環境の整備によ
り努力をしていただきたいと思います。

厚生委員会行政視察（10月17日〜19日）
10／17(月) 長崎市 ・介護保険制度について
・恵の丘長崎原爆ホーム
10／18(火) 長崎市 ・国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館
熊本市 ・夢もやい館
10／19(水) 福岡市 ・福岡市健康づくりセンター
・福岡市立子ども病院・感染症センター

Run! Kyoko!!
まにわ恭子の走行記録
8／1 いちご会参加
2
3
4
5
6
10
11

市民球場勉強会
芸北町にて講演
医療安全推進協議会傍聴
平和市長会議被爆60周年記念総
会参加
広島市職員原爆死没慰霊祭参加
原爆死没者慰霊行事参列
夾竹桃の会参加
高齢社会を良くする女性の会実行委
員会出席

13 婦人科がん患者会電話相談
17 議会運営委員会
18 医療裁判傍聴
20 在宅ホスピス協会全国大会
21 全国看護セミナー
25 婦人科がん患者会電話相談
タカノ橋二十六夜祭参加
26
青空市政相談
中区こどもまつり参加
28 高齢社会をよくする女性の会実行委
員会 出席
9/6 朝一勉強会
10 高齢社会をよくする女性の会全国大
11 会
14 市役所皆実高校同窓会出席
17 看護セミナー
18 敬老会出席
20 会派勉強会
21 朝一勉強会
24 婦人科がん患者会電話相談

2005.8
〜2005.10
〜

25 柿浦集会所講演
高齢者の居場所についてヒアリング
26
広島平和研究所ヒアリング
本会議(市長説明）
27
会派幹事長会議
28 県立緩和ケア支援センター
30 本会議(一般質問）
10/1 ホスピス緩和ケア国際セミナー
2 広島鯉城断酒会講演
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kyoko

ま にわさんのトレードマー

本会議（一般質問）
本会議（一般質問・質疑）

クのウサギをご存知です
Watching
か？たびたびニュースレ
ターにも登場して、カルテを
片手に力こぶを見せるウサギのイラストは、ま
にわさんのお気に入りの大切なものです。こ
のウサギの生みの親は、まにわさんの古くから
のお友達で、まにわさんの顔を思い浮かべな
がら描かれたそうです。長い耳でいつでもす
ばやく市民の声や市政の情報をキャッチし
て、議会の中でぴょんぴょん元
気に働くイメージは、本当に
ぴったりで、かわいくてスタッフ
の私達も大好きです。

常任委員会

おかげですっかりウサギにハマッタまにわさん

本会議(議決)
日本尊厳死協会役員会
婦人科がん患者会電話相談
スポーツ・レクリエーションフェスティバル
参加
落書き消し(中町地域）
江波集会所講演
看護大学院生指導
在宅看護のコスモスの会講演
呉市女性講座講演

の周りには、ウサギの小物がずいぶん増えま
した。カップ、ハンカチ、お人形、Tシャツにゆ
かた等など、新しく何か購入する時には必ず
ウサギ柄を探しています。たまに「ウサギのぬ
いぐるみを着て街宣に立つのもいいかもね」と
言うのを聞くと、本当にそうなりそうでドキドキ
するほどです。

17
厚生委員会行政視察
18
（長崎・熊本・福岡）
19
21 厚生委員会
高齢社会をよくする女性の会実行委
23
員会
24 大阪府立大学講義
26 厚生委員会
27 学校給食についてヒアリング
28 夾竹桃の会参加
29 がんセミナー
31 議会運営委員会

ところが、最近このウサギにライバル出現とな
りました。それは、ワンちゃん、犬なんです。も
ともと大の犬好きでしたが、主催したイベント
で出合ったホスピタル犬のかわいさにいたく
刺激され、目下「犬を飼いたい」が口癖です。
「仕事が忙しくて世話ができないから、犬を
飼ってもかわいそうよね」とあきらめムードでは
ありますが、今度はワンちゃんの小物が増え
ていきそうな気配です。負けるな！ウサギちゃ
ん！ 心の中で応援する私たちです。 (金子)

江波地区で、民生委員さん、地域の皆様に
「高齢社会とがん治療」のお話をしました。

す
待ちしていま
ご参加をお

≪日時・場所≫

12月5日(月) 14:00〜16:00
タカノ橋商店街
バタバタふれあい広場

★あなたの町に伺って、市政に対する
要望や提案、ご相談などをお聞きします。
井戸端会議から市議会へとつないでみ
ませんか。お気軽に声をおかけ下さい。

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。(http://www10.ocn.ne.jp/~ikiiki)
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

ココ！

本通り
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
Email ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp

