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恭子の
広島市の女性登用

男

女均等雇用法が施行され
て、すでに20年になります
が、現在でも局長クラス43名の
うち、女性はたったの1名だけと
いう状態です。管理職の女性登用
の掛け声を聞いて久しいものの
遅々として進んでいません。広島
市 議 会 で も、女 性 議 員 は 7 名 だ
け。答弁をする市側も、わずか１
人か２人の女性が座っているだけ
で、広島市議会は、同じ濃色の背
広に身を包んだ男性がずらーりと
並んだちょっと不思議な世界で
す。

議

員になって以降、女性の登
用についてずっと要望・提
案してきましたが、本年度、やっ
と3年間の成果が感じられる人事
の発表がありました。広島市民病
院の副院長に女性の看護部長が昇

格し、経営に参画できるように
なったこと、女性区長の誕生、女
性公民館館長が6人誕生したこと
などです。

と

ころで、広島市の課長およ
び課長補佐級以上の職員は
現在2551名で、そのうち女性職
員は297名です。私たちに議案や
事業の進行状況を説明するなど、
議員が日頃一番多く接する課長職
は行政の軸であり、かつ「市役所
の星？」候補といっていい存在な
のです。

で

す が、こ う し た 課 長、係 長
クラスに不祥事がよくおき
ています。私は、職員の不祥事に
かかわる新聞記事や報告書を一冊
のファイルにとめていますが、そ
の厚さは増すばかり。なかでも、
課長と係長は、お金やお酒にまつ
わるトラブルが多く、全体の不祥
事の三分の一をしめています。

し

かし、過去10年間の記録を
調べても、女性職員がお金

満 開の桜がさきほこり、入学
市議会
こぼれ話

式が市内のあちらこちらで開
かれました。今まで中学校、普
通科高校とめぐってきましたが、
今回初めて小学校、定時制高校の入学式へも
参列しました。

もう、感動の嵐だったのは定時制高校。喜んで迎えてく
ださり、形式的でないもてなしが心にしみます。先生の
生徒にかける自然体の話ぶりに心がほっかほかに温まり
ました。同窓生や保護者の方々は、自分の人生を振り

やお酒にまつわる不祥事によって
処分されたという事実はありませ
んでした。それは公金を動かした
り、物事を決定したりする立場に
おかれてこなかったことの反映と
も考えられますが、これまで多く
の女性職員と話をしてきた実感か
ら言えば、彼女らの倫理観や資質
の高さも、理由の一つだと思える
のです。

女

性職員を見ていると、彼女
たちが役職につくことで、
市行政の透明化、中立性が図られ
るのではないのか、とさえ感じる
のです。女性職員の仕事ぶりに
日々接していてそう思うのです
が、これはヒイキ目に見過ぎで
しょうか。いずれにせよ、今回の
思い切った女性登用が、行政のあ
らゆる部署に拡がるきっかけにな
れば、と期待しています。

返りながら、後輩に伝えたいことを自分の言葉で語りか
けます。働きながら学ぶという厳しさのなかで、本当に
「おめでとう。いっしょがんばろう。」が静かに伝わってき
て、まるで山田洋次監督の世界のようでした。

60人の市議会議員は、居住学区の各学校の入学式に
参列することになっています。私ひとり
こんな感動をもらっていいのかなと思
いつつ、「卒業式にもきてください」と
のお誘いに「もちろん」とお返事。来
年の春が待ち遠しい私です。

2006年 2月議会
3月予算特別委員会
次のことを発言し、答弁を求めました。
２ 月議 会

質疑

国保の保険料の収納について

アスベスト調査について

シャレオの改善計画について

不祥事について

文教委員会 学校給食の安全性について
厚生委員会

文教

市民病院の緩和ケアチームの進捗状況について

保育園の民間移管について

救急医療ER開設に向けての方針確認について

薬品管理のあり方について

70公民館における女性館長登用について

学校給食の食品添加物について

メンター制度登録ボランティアの有効活用について

子どもの安全対策推進について

特別予算委員会

特別支援教育アシスタントについて
上下水道

下水道（硫化水素）の調査について

厚生

市立病院の中期経営計画について

経済環境

創業支援、資金融資制度について

ダイオキシン大気検査の入札改革について

市営住宅のデータベース化について

自転車等の駐輪対策について

建設
総務
総括質疑
討論

マンホールのふたの有効活用について

都市環境整備（屋上緑化）について
職員通報・相談制度について

ドメスティック・バイオレンス被害者支援について

介護保険料8段階化改正について
政務調査費の5万円以上領収書添付について

「女性専門尿漏れ外来」の実現を

尿漏れに悩む女性は、３０代から中高年まで大変多いといわれています。
恥ずかしさからか、なかなか受診に結びつかないようですが、症状によっ
ては簡単な手術で直せるものもあります。外出が億劫になったり、失禁を
おそれるあまり脱水になったりと、健康を阻害することになるので、是非
実現したいと思います。

新しい病棟は明るく、壁にはメルヘンな絵画が描
かれています。小・中学校の院内学級も見晴らし
のよい10階です。小児科外来もオムツ交換が遠慮
なくできるスペースが工夫されています。
その他たくさん見所がありますので、一度見学に
行ってみてください。

↑使いやすくなった
外来のおむつ交換スペース

総務
委員会

職員通報・相談制度の
創設について （128万円）

予算特別委員会

内部告発に頼らなくてもいい、風通しのいい役所に

市職員を外部の不当な圧力から守る一方で、内部の不
正を明らかにするためにこの制度は生まれました。
まず、不正をみつけた職員は広島市が指定した弁護
士に直接メールを送ります。それを受けて弁護士が調査
を始め、市長に報告するというシステムですが、①何を
圧力とするのか、②告発者を守りながらどのように調査を
進めていくのか、③内容流出に対するセキュリティは考
えられているのか等など、まだ明確でない点もあります。
内部告発制度は、現状では、行政の不正を糾す最後
の手段として有効とは思いますが、こういう方法に依存し
なくても問題が指摘できるような雰囲気を作っていくこと
も大切ではないかと思います。

文教
委員会

特別支援教育アシスタント授業・
障害児教育推進支援事業
（8700万円）

アシスタント制度の受け入れ整備と研修の充実を

この事業は小中学校の通常学級に在籍する肢体不自
由児、学習障害児、など教育的支援を必要とする児童
生徒に対し、特別支援教育アシスタントを配置し、学校
生活における支援をおこなうものです。
とてもよい制度だと思いますが、アシスタントに児童をま
かせきりにすることのないよう、保護者や教職員との意見
交換を細やかに行うなど学校側の受け入れ態勢を整え
ること、またアシスタントの研修の充実などを希望します。

文教
委員会

子どもの安全対策
（2億154万円）

大切なのは、「地域が子どもを見守ること」
「子どもが自分を守る力を身につけること」

広島市は１００万人見守り構想をうちだし、住民の
協力を得ながら、それぞれの地域で子どもの安全
を図るために様々な方法を提案しています。登下
校時の付き添いや警察官OBの配備、地域の老人
会をはじめとする見守り隊が活動しています。
性被害など子どもへの暴力が登下校時に限らず
さまざまな場所で起こっていることを考えると、こう
した活動と共に、適切な判断力や行動力を子ども
自身が身につけていくことも必要なのではないか
と 思 い ま す。子 ど も の 暴 力 防 止 CAP プ ロ グ ラ ム
（＊）などを活用し、子どもがどのように自分自身を
守るかを習得させることも重要だと考えます。
＊CAPプログラム（Child Assault Prevention）は､子
ども自身が暴力に立ち向かうことができるよう援助する
暴力防止プログラムで、全国の保育園や幼稚園、小・中
学校・高校でワークショップ（参加型学習）が実施され
ており、広島市内でも、すでに過半数の小学校で実施さ
れている。なお、現在、63の自治体がこのプログラムを
委託事業として導入している。

総括質疑

介護保険料の改定
（89億円 一般財源のみ）

介護保険料の滞納分４億円の調査と対応を

介護保険の改正により介護保険料の見直しが
経済･環境
委員会

ダイオキシン大気調査
（2258万円）

談合疑惑を指摘！行政担当者が公正な入札を約束

今回ダイオキシン大気調査の民間委託について、私な
りに調査したところ、委託にあたっての談合疑惑がうかび
あがりました。私の指摘に対して、行政担当者は談合の
可能性を認め、来年度からは指定業者を広島市内だけ
でなく県内に広げることを約束しました。
十分監視しないと適正な価格からはずれ、漫然と市民
の税金を無駄遣いしてしまう可能性があります。広島市
の衛生研究所での自前調査の可能性も含め、慎重に検
討して欲しいと思います。

はかられ、納税額に応じて保険料を変更すること
になりました。
広島市では、保険料分類を５段階から８段階に
増やしたため、納税額の一番多い層の保険料が
あがりましたが、それ以外の人は、引き下げあるい
は据え置きになりました。介護保険はみんなで支
えあうという理念の元にスタートしたにもかかわら
ず、厚生労働省の甘い見込みのため、各市町村
では保険料の設定に苦慮しています。
広島市は、昨年度前倒しで値上げしたので、今
回大幅な値上げはなかったのですが、問題は介
護保険料の滞納者が６０００人もおり、その額が４
億円にも上っているということです。実態をくわしく
調査した上で、妥当な理由のない滞納に対して
は、きちんと対応してほしいと思います。

Run! Kyoko!!
まにわ恭子の走行記録
2／1

障害者支援・少子化対策特別委員
会行政視察（福岡・熊本）

議会訪問者案内
社会福祉審議会傍聴
6 地方議員勉強会参加
発達障害者支援体制整備検討委
7
員会傍聴
議会運営委員会出席
9
国民健康保険運営協議会傍聴
2

2006.2
〜2006.4

13
予算特別委員会（建設）
14
15
予算特別委員会（総務）
16
17 予算特別委員会 総括質疑
18 本川女性会講演
20 介護保険運営協議会傍聴
22 緩和ケアセンター会議出席

10 会派勉強会参加

25 メネット広島第3回市民フォーラム講演

14 作業所見本市参加

27 予算特別委員会討論・採決

16 本会議（市長説明）

29 タカノ橋市政相談会

第1回広島市学区対抗バトミントン大
19
会出席
21
22 本会議
23
24 常任委員会（建設）傍聴
緩和ケアナースの会参加
アートルネッサンス鑑賞
ユネスコ協会講演
26
袋町自主防災会参加（救護班）
25

27 常任委員会（厚生）出席
28
3／2
3
6
７
8
9
10
11

本会議 予算特別委員会
サンフレッチェを励ます会出席
予算特別委員会（文教）

31 ホスピスケア認定準備会出席
4／3 大手町2丁目女性会参加
6 市立袋町小学校入学式出席
7

市立舟入高校入学式出席
市立大手町商業高校入学式出席

13 緩和ケアセンター会議出席
WeNet代表者会議出席
尊厳死協会会議出席
大都市対策委員会傍聴
17
都市活性化対策特別委員会傍聴
15

20 日本女性会議分科会会議出席
21

常任委員会（厚生）出席
チェルノブイリコンサート鑑賞

予算特別委員会（上下水道）

22 広島女学院ホームカミングディ参加

予算特別委員会（厚生）

23 婦人科がん患者会例会参加

予算特別委員会（経済環境）
婦人科がん患者会電話相談

24

学校給食会・食肉市場視察
大手町2丁目町内会総会出席

28 市民病院新棟視察
30 障害者陸上競技大会出席

今回、2005年度「無党派クラブの
政務調査費収支報告書」と「まに
わ恭子後援会会計報告書」を同
封しております。
収支の内容等についてご不明な
点がございましたら、事務所にお
問い合わせください。なお、ホーム
ページでも公開しています。

Kyoko
Watching

市議会棟のお昼時、地

階にある職員用の食堂は
とってもにぎやかです。
メニューの数はそれほど
多くはないのですが、な
んと言っても安いのがう
れしい!ちょっと出遅れると席待ちの人が
並んでいます。うどんが1杯１７０円、定
食も５００円ほどで満足できるボリュー
ムです。職員以外の方も利用できますの
で、無党派クラブにおしゃべりにお寄り
いただいて、昼食を食べて帰られるのは
いかがでしょうか。まにわさんも食堂利
用の常連さんですから、おいしい物をお
尋ねになるのもよいかもしれません。

好き嫌いなく何でもおいしく食べるまに
わさんですが、苦手な食べ物をひとつ発
見。サバがメニューに載る時は、どうも
避けている様子です。その訳をたずねて
みると「がんで入院していた病院でサバ
が食事によく出たので、なんだか見るの
もいやなのよね」とのこと。なるほど、
しんどい時に食べた物って、良くも悪く
もいつまでも心に残るものなんですね。

最近、まにわさんは病院食の内容を委員
会でも頻繁に取り上げ、「患者さんにお
いしい物を食べて元気になってもらいた
い」と口癖のように言われます。食事も
大事な治療のひとつだから力を入れてお
られるんだと思いますが、ご自分の経験
からも言わずにおれないのかなと一人で
納得してしまいました。
（金子）

す
待ちしていま
ご参加をお

≪日時・場所≫

55月月24
24日(水)
日(水)13:30〜15:00
13:30〜15:00
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。

（中区大手町5丁目）

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

