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恭子の
どうなる？！
紙屋町地下街（シャレオ）

紙 屋町地下街「シャレオ」を経
営する第三セクター「広島地
下 街 開 発」が 減 損 会 計 適 用 に よ
り、平成17年9月期中間決算でなん
と64億円もの債務超過となってい
ることが判明しました。43.3%の株
を保有している広島市の責任は深
刻かつ重大です。1月26日の建設委
員会で、「シャレオ」の新しい展
開についての提案が何か示される
かなと期待していましたが、提出
された経営改善計画の主な内容
は、173億円の損失補償を広島市に
求め、2060年まで、返済期間を延
長するというものでした。気が遠
くなるような時間と金額です。
設 会 社 出 身 の社 長 と 地元 銀
行・県職員出身の2人の常務
は、「顧客ニーズへの対応」「テ
ナント出店条件の見直し」「賑わ
いの創出」「経費の大幅な削減」
を改善策として提示されました

建

市議会
こぼれ話

が、具体的なイメージがみえてき
ません。ヒアリングも含めた詳細
な市場調査をして、ニーズを把握
し、適切なテナントの誘致をする
ことはもちろんですが、街全体の
ストーリーを考え、あらたな賑わ
いを創設していくことこそが、こ
の第3セクターに本来期待された役
割だったのではないでしょうか？
「シャレオ」が、紙屋町の交差点
を通過する一日１7万人とも18万人
ともいわれる人たちを取り込むこ
とができていないのは、つまると
ころ街づくりのコンセプトがまち
がっているからではないかと感じ
ています。
ャレオ」に限らず、市内の
繁華街を歩いて感じること
は、若い女性をターゲットにした
店 の 多 さ で す。「シ ャ レ オ」と
は、おしゃれな街を目指して名づ
けられていますが、ショッピング
やおしゃれに関心があるのは、若
い女性だという思い込みがあるの
ではないでしょうか。ショッピン
グを楽しみたいと思っている中高
年の女性や男性、高齢者はたくさ

「シ

私はこれまで、議員に支給さ

れている政務調査費の使途
公開と領収書添付を義務付ける
よう求めてきました。議長の諮問委員会であ
る議会定数等検討委員会の話し合いの結論は、領収書
添付は1件5万円以上に限定。しかも、人件費、事務所
費をのぞくという一文付きでした。「えー、おかしいよ。」
と思う私。ちなみに、私の1年間の使途を調べると、5万
円以上はわずか７％。この決定に「反対」し、政務調査
費をすべて公開すべきとした会派は私と共産党のみ

んいるはずです。
勤、通学する人たちが気軽に
立ち寄れる便利で安い店、高
齢者もゆっくりできる店、店舗だ
け で な く、色 ん な 情 報 と 人 が 集
まってくるような空間を作るとい
いですよね。こういうエリアに公
的資金を投入することで、「あそ
こにいったら面白い！」という声
が聞かれるようになったらシメた
もの。官民で多様な仕掛けを作っ
ていくことで、さまざまな人たち
がまずは集まってくるような街づ
くりが、今求められているのでは
ないかと思います。
月議会では、この地下街の行く
末と広島市の責任の取り方が大
きな争点となるのは必至です。最
初から「税金投入ありき」の議論
ではなく、売却後新たな経営者の
元で再生する可能性も含め、色ん
な視点から検討していくべきだと
考えています。

通
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で、結局大多数の「賛成」を持って「合意」されました。今
まで議会運営で何も進展のなかったこの問題が動き出
しことは評価できます。

この3年間の議員活動で、本会議や委員会の開催時間
を厳守するいう当たり前のルールも少しずつ守られるよ
うになりましたが、本会議で寝ている議
員や委員会を途中退席する議員を見
るにつけ、議会のこの甘さって一体な
に？と言いたくなるこの頃です。

2005年 12月議会
2006年 1月臨時議会
こんな発言をしました！
12月議会 質疑

●水素自動車

皆さんは水素自動車をご存知でしょうか。先の広島男子駅伝で活躍したこ
●水素自動車の導入
●福祉情報システム改造経費

1月臨時議会

質疑

とで、その存在を知った方も多いことでしょう。バンクーバー市では、2010年
の冬季オリンピック期間中、世界に披露するといわれています。二酸化炭
素排出量ゼロの水素自動車は、地球温暖化防止という環境問題の解決に
貢献するだけでなく、水素の供給などの環境が整えば、これまでの車より燃
料が安価になるというメリットまであります。
水素自動車をマツダからレンタルするという議案を市が出してきたとき、水
素自動車の普及に賛成しつつも反対したのは、1年間1000万円の経費が
多すぎるからです。財政状況を度外視できるならば、バンクーバー市になら
いたいところですが、公用車を削減してまで経費を切り詰めている現状を考
えれば、とても優先すべき支出とは思えず、残念ながら反対せざるを得ませ
んでした。

●指定管理者制度

地方自治法の改正によって、公的施設の運営を民間に委託する制度（指
●指定管理者制度について

建設委員会

定管理者制度）が始まり、１月の臨時議会で議決しました。ただ一部選定基
準の「財務が安定していること」に該当しない企業にきまったところもあり、選
考過程に再考を求めたいところです。

1月

シャレオ（紙屋町地下街）
①テナントの入居における戦略（ファッション、飲食店など）
②イベント（中央コーナー）誘致について
③女性顧客についての市場調査について

応援してます！
高齢者の自立支援事業

中 区の基町ショッピングセンターの一角
x

に、高齢者の居場所作りも兼ねた可愛いお
店ができました。食品工場などで余った食
材を利用して、安価な食事を提供していま
す。家庭的な雰囲気でのんびりできます。
皆さんもどうぞおこしください。

楽しいおしゃべりのほか
おいしい うどん（100円）や
たこ焼き（250円）もあります。

厚生委員会

●病後児保育

12月

病後児保育は現在５区に一箇所ずつ、残る３区にはありません。
厚生委員会の度に質問を重ねたかいがあったのか、来年度予算
では、一気に３ヵ所増え、8区すべてに設置予定となっています。子
育てへの小さな手助けですが、実現間近となり、ほっとしています。

①病後児保育について
②保育園の民間移管について
③病院食について
④夜間の小児救急体制について

●病院給食

⑤待ち時間解消システムについて

病院食は入院している患者さんにとっては待ち遠しいものですし、
治療効果があがり免疫力がつけばなおよいと思います。改善の一
歩として、まずは広島市の公立病院の検食（病院食を食べて、意見
を伝える仕組み）のメンバーに看護部長を加えてもらいました。これ
からも病院同士で食べ比べる機会を作るなど、よりよい病院食にな
るよう力を注ぎたいと思います。

文教委員会

12月

①学校給食について
②特別支援教育について

●学校給食

学校給食の物資材料の成分表が、１年がかりでやっとホームページに掲
載されるようになりました。小さなことと思われるかもしれませんが、私がこ
だわってきたのは、子どもたちがどんなものを食べているかを大人たちが
チェックできるシステムが必要と思ったからです。ちなみに昨年２学期分
137回の給食を調べてみて気になったことは、根菜類が少ないこと、缶詰
など加工食品の使用が多いことです。安全で、多種の地元食材を利用し
た給食を提供していくことで、子どもの健全育成と地元の活性化が促進さ
れるなら、まさに一石二鳥だと思うのですが。

虐待から子どもを守る
システム作りを、早急に！

子どもへの虐待が深刻な社会問題になっていますが、広
島市児童相談所の報告によれば、平成15年度の広島市
における児童虐待の相談・通告受理件数は、333件でし
た。広島市では年間１１２６５人の赤ちゃんが生まれていま
すが、そのうち、虐待のハイリスク要件にあたる赤ちゃんが
１８３２人（社会局保健部報告資料）いるということです。広
島市は、母子保健事業として乳幼児健診を実施し、受診
に来ない親に対する相談助言を行っていますが、実際
に、保健師による家庭訪問が実施できているのは、そのう
ちの８６５人。残りの９６７人については、把握できていない
状況にあります。つまり、いつ虐待が発生しても不思議は
ない環境での育児が続いているということになります。

昨年中区で、生後6ヶ月の女の子が虐待
によって亡くなるといういたましい事件が起
こりました。この女の子の場合も、乳幼児検診
未受診児のなかの１人で、保健師が家庭訪問
したけれど、親に会うことができなかったようです。児童虐
待への対応で重要なことは、問題が深刻化する前の早期
発見・早期対応、子どもや親に対するきめ細かな支援であ
ることは言うまでもありません。育児に悩みを持つ親の相談
に十分対応できるよう、保健師を増員するとともに適切な
研修も必要だと思います。子どもの安全確保のための包
括的なシステムを早急に作ることで、先のような事件が二
度と起こらないようにしたいものです。

障害者支援・少子化対策特別委員会行政視察
（1月30日～2月1日）
1／30(月) 福岡県 ・福岡県粕屋町立ことばの教室

・福岡市障がい者就労支援センター
1／31(火) 熊本市 ・熊本市立慶徳小学校
2／ 1(水) 大分県 ・社会福祉法人太陽の家

・オムロン太陽株式会社
とても充実した視察でした。関心あるテーマが細かく配分されていて、
“特別支援教育”に対しての知識が分厚くなりました。

勉強してきました！

Run! Kyoko!!
まにわ恭子の走行記録
11／
1 看護サミット（岩手）出席
2
4 特別委員会出席
6 中区老人クラブスポーツ大会出席
7 臨時議会
8 議会運営委員会
10 決算全体会議
12

「みんなあつまれ遊ぼうヨ」袋町小参加
婦人科がん患者会電話相談

13 中区親善女子バレーボール大会
13 婦人科がん患者会電話相談
14 広島平和研究所にてヒアリング
15 決算特別全体会議
21 決算分科会・文教委員会

2005.11
～2006.1
～

11 講演（広島女性大学同期会）
13
本会議（一般質問）
14
本会議
15
議会運営委員会
16 常任委員会・文教委員会
19 常任委員会・厚生委員会
20 本会議（議決）
安全でおいしい給食推進検討委員会
22
傍聴
24 婦人科がん患者会電話相談
1／5 出初式参加
朝一勉強会
議会運営委員会
11 会派勉強会
10

13 会派勉強会

24 決算分科会・厚生委員会

講演・シンポジウム
（島根看護短期大学）
16 講義（島根大学医学部）

26 婦人科がん患者会電話相談

17 本会議（臨時）

27 講演会（岐阜）

18 常任委員会・厚生委員会

22 決算分科会・建設委員会

30 決算全体最終会議
12／
議会運営委員会
1
2 会派勉強会

14

19 常任委員会・文教委員会
20

5 タカノ橋市政相談会
朝一勉強会
6
広島市介護保険運営協議会傍聴
7 夜回り
議会運営委員会
8
本会議(市長説明）
10 婦人科がん患者会電話相談

本会議
朝一勉強会

23 障害者支援･少子化対策特別委員会
叙勲祝賀会
女性議員勉強会
24 広島市外国人市民施策懇談会傍聴
24

26 常任委員会・建設委員会
28 講演（福島県）
30
障害者支援・少子化対策特別委員会
31
行政視察（福岡・熊本・大分）
2/1

～す！」部屋に入ると
私の目に飛び込んでく
るのは、あっちこっち
で積み重なっている資料
等の山々。議会中は特
に、次々と押し寄せる資料でさらに高く
なる。掃除をしながら、今日はどこの山
を片付けようかと思案。

馬 庭 さ ん の ス ケ ジュー ル を 確 認 する
と、あらま、予定がいっぱいで当分時間
が取れそうにない。しかたないなぁ、山
のまま整理しよっと。「この紙、つなげ
たら地球何周できちゃうかなぁ」「あん
なに忙しいのに、この膨大な資料をいつ
の間にか読んでいるからすごいよね～」
「何をどこに置いたか分かんなくなんな
いのかなぁ」なんて、他愛ないひとりご
とを言いながら関係ごとにまとめてまた
山にする。大抵は覚えている馬庭さんも
時々「うぇ～ん、○○の資料どこに置い
たっけ？」。待ってましたとばかりに
「この山の下の方です」。

か くいう私も徐々に記憶が怪しくなっ
て きて ･･･ う～ん そろそ ろ行動 開始 だ
ぞ。よし、スケジュールチェック!しめ
しめ、午後から空いてる～♪ 今日こそ
はエベレスト級の山を制覇しよう!
（大田）

私もがん体験者として
書きました。

「がんを生き抜く
実践プログラム」
第5章緩和ケアを
執筆しています。
●NHK出版発行
●定価1680円

Kyoko
Watching

「 お はようご ざいま

ご参加をお
≪日時・場所≫
≪日時・場所≫

3月29日(水) 13:30～15:30
タカノ橋商店街
バタバタふれあい広場

す
待ちしていま

★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。

（中区大手町5丁目）

事務所からのお知らせ

そごう

★ニュースレターをＥメールでもお送りします。
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。

★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

県民文化

デオデオ

センター

元
安
川

ココ！

本通り
ホテル高田屋
ＮＨＫ

サンルート
ホテル

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

