
 60年ぶりの辞職勧告決議案提出！ 

前回のニュースレターでお伝

えしたように、9月から議会棟の

控え室が2人の相部屋になりま

した。１人だった今までと違っ

て、とまどうことが多々あります。

外線、内線ともに同じ音で電話が鳴り響く。「ハイ。もしも

し！」机の上の電話に飛びつくとなんと隣の机の電話。ド

アの入り口で「おじゃましまーす」の声にふたりとも一斉に

振り返る。トイレにたったのを帰宅したと勘違いして、鍵を

かけて外出し中にはいれなくなるなど、ナルホドこういうこ

となんだ・・・と思うことが多々あります。 

しかし、解決策をすぐに考えます。まず、電話は違う音に

調整。ドアの入り口にはどちらに用事があるのか、議員の

名前を言って声をかけるよう張り紙をし、お互い帰宅時に

は声をかけあうなど知恵をめぐらせています。 

ただ、まだ解決していないこともあります。それは来客時

の対応です。いつ誰がくるのか、お互いわからない突然

のお客様もあります。来客が重なるとさらに困ったこと

に・・・。急遽、議員応接室をあけてもらうこともありますが、

使用中のこともあり、そんな時は、議長室や副議長室の応

接室が、とってもうらやましい私です。 

公 務員が公金に手を出すと、

懲戒免職かいずれにせよ厳

罰に処せられます。議員が政務調

査費という公金を不正使用し、本

人もそれを認めたのであれば、議

員辞職は当然と市民はだれもが思

うでしょう。それなのに、議員た

ちは知らん顔で、だれもなにも言

おうとしません。どう考えてもお

かしいので、政務調査の二重取り

をしていた当該議員に対し、ひと

りで辞職勧告決議案を提出しまし

た。 

そ の日、議会開始時刻になって

も、各会派「党議中」の札が

かかって、定刻より1時間遅れの開

始になりました。賛成討論が共産

党からあったのみで、反対討論は

どの会派からもありませんでし

た。反対の理由が見つからなかっ

たのでしょう。だから「人の噂も

75日」で、そのうち市民は忘れる

だろうとばかり、都合の悪いこと

には黙して語らずを貫いているの

ですが、そうはいかないはず。誰

が賛成したか、反対したかは、議

案の記録とともに、議事録に永遠

に残されるのです。 

結 局、賛成は7名のみで、本案

は否決されました。議会終

了後、市民の方から「勧告を出し

たことは正しい。よく市民の味方

をしてくれた」「市民として一票

いれてよかった」などの葉書や

メールをたくさんいただいて、

やっぱり自分の市民感覚を信じ

て、1人であっても辞職勧告決議案

を提出したことは、間違っていな

かったと確信しています。 

反 対にまわった他の議員か

ら、のちに「個人的には勧

告に賛成だったが、会派でまとま

らざるを得ないので、しかたがな

かった」「刑事訴追されているわ

けではないので、勧告は厳しすぎ

るのでは」「議員の権威は失墜し

てしまった。本当は迷惑している

んだ」「議員の進退は、本人と有

権者だけが判断できるものだ」な

どいろいろな反応（言い訳？）を

聞きました。どちらにしても議会

は言論の府。賛成には賛成の論、

反対には反対の論があるべきで

す。反対しておきながら何も述べ

ないのは議員として失格であり、

役割放棄だと思います。 
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議会 

活動報告 
9月議会・18年度決算特別委員会  

広島市は各種団体の公益事業の促進するため

に一定額を助成しています。助成を希望する団

体が事業計画を出し、認められれば交付金をう

けとり、その実施報告をするという流れです。しか

し、実際にその公金が「事業計画に沿って正しく

使われているかどうか」のチェックはされていない

のが現状です。私はある団体の事業報告とその

決算報告と領収書をつき合わせてみましたが、

不備が7つも見つかりました。公金をめぐっての

質疑は今議会の私の大きな課題でしたので、詳

しく、時間をかけて調べ質問にたちました。 

しかし、所轄の部署からは、このことを問題にし

ようとする積極的な態度が見られず、ムカつくこと

もしばしばでした。補助金を受けている団体はた

くさんあるので、領収書とつきあわせながら調査

することは大変な作業であるとは思います。しか

し、行政の公金に対する態度や姿勢が厳格であ

れば、各種団体からの報告も、当然きちんとして

くるはずです。 

このやりとりを聞いていた市長から手があがり、

「今度から抜き打ち調査をしたり、公金の使い方

をきちんとするように行政指導を徹底する」と答

弁がありました。これまで、放置されてきた助成

金の使途検証について一石を投じることができ

たのではないかと思います。 

総括質疑  補助金について 議員提案  費用弁償について 

2007年9月～11月 

現在議員は、議会（定例会、委員会など）に出

席するたびに交通費と日当を合わせて、11000

円が費用弁償として支給されており、年額にして

200万円から300万円にもなります。これは報酬

の2重どりではないかと思い、 私はこうした費用

弁償を受け取らないことにして供託しています。 

今回、この費用弁償を議場から8キロ以内を

5000円、以遠を8000円と減額する議員提案が

あったのですが、私は、費用弁償自体の全廃案

を提案しました。そこで、8キロの根拠について議

員提案者に質疑をしましたが、「みんなの気持ち

で決めた」という答弁のみで説明はされませんで

した。さらに、費用弁償廃止を公約にした提案議

員たちに、何故公約を破るに至ったのかを質問

しました。しかし、相手側は答えることができませ

んでした。全く、どうなっているのでしょうか？議

員たるもの説明責任を果たすべきです。 

有権者の皆さんにも、自分が一票いれた議員

が、後にどのような判断をしているのか関心を

もっていただきたいと

思います。 結局、こ

の議案は費用弁償減

額案が可決され、費

用弁償全廃案は否決

されました。 

18年度決算特別委員会が、総括質疑と3つの分科会とに分かれてそれぞれ開催されました。 

私は、今回は決算特別委員会第1分科会（総務委員会・経済環境委員会）の副主査（副委員長）として、委

員会運営や審議のとりまとめ役を担いました。2期目になるとこうした役割が回ってきます。 

私は総括質疑で特別会計の不納欠損・不用額、補助金、病院事業について、60分間、

目いっぱい質疑を行いました。といっても答弁の時間があるので、実質的には私の持ち

時間は30分程度。時間稼ぎの答弁に付き合っていると、あっと言う間にタイムアウトに

なってしまうので・・ご用心、ご用心。 

これからも、今以上に行財政を視る眼、検討する眼、不正を糺し、改革していく力をつ

けて、ピリリと辛い質問をしていくつもりです。 



一人ひとり  

響きあって いま  

そして未来へ  

米兵による暴行事件に対しての 

抗議声明文 

10月14日未明、市内中区で、岩国基地駐在の米兵

4人による強姦事件が起こりました。そこで、広

島市議会超党派女性議員7名全員で、抗議声明と

ともに厳正な措置を望むという要望書を外務省、

防衛省に提出しました。日本の法律で裁くには

「日米地位協定」という壁があり、うやむやにさ

れる恐れがあるからです。また、この事件が明る

みに出たとき、折しも広島では

「日本女性会議２００７ひろし

ま」の開催中で、同会議において

も、直ちに、抗議の緊急アピールが

されました。 

学校給食会は物資の購入をめぐって、以前から業者と

の癒着などがおこりやすい環境だという指摘がありま

す。そうした誤解をさけるためにも、行政はきちんとした

対応をとるべきでしょう。引き続き、監視していきます。 

質疑（文教委員会）  学校給食について 

学校給食費の未払い額は、国全体では22億

円あり、「名前を公表する」「給食を出さない」

などいろいろな対策が各地域で検討されて

いるのですが、抜本的な解決にはなっていま

せん。広島市がかかえる700万円の未払いに

関しての調査と対策はどうですか？ 

検討中です。 

財団法人の広島市学校給食会の決算は

ホームページ上で確認できますが、18年度

から公益法人会計の方針が改正され、退職

給付引き当て金と実際の退職金が一致して

いません。わかりやすい収支計算書もつけ

るべきではないでしょうか？ 

検討します。 

食の安全に対しては、給食は特に厳しく対応しな

ければなりません。中国産野菜の残留農薬の自

主検査に取り組んでいますが、今後はどのような

対策になるのですか。 

また、添加物に関してはどうですか？マーガリン

のトランス脂肪酸(心臓疾患にリスクがあるといわ

れている)に対して、検討してもらえますか？ 

今後、中国野菜の残留農薬については、 

年間を通じて検査を外注して行います。 

添加物に関しても、積極的に取り組みます。 

日本女性会議２００７ひろしま  
第15分科会 ：女性の「こころとからだ」 

～｢こころ｣と｢からだ｣の発見～性差医療と性教育の視点から 

無事終了致しました。 

たくさんのご来場ありがとうございました。 

今回から広島市議会の広報委員

会が編集した市議会便りがお手元に届いて

いると思います。ただ、この11月の広島市

議会だよりは、私が提出して否決された辞

職勧告決議案の内容について、ほとんど触

れていません。すごく残念だと思います。

公正な立場で配布されるべき「市議会だよ

り」は、市民の皆さんに議会で起こってい

る事実を分かりやすく伝える必要があるの

ではないでしょうか。書いていないことは

「恣意的に情報を隠したのではないか」と

疑われることにもなります。何がどう否決

されたのかも含めて議決されたことを知る

権利が市民にはあります。 

ひとこと言いたい！！ 



まにわ恭子の走行記録  2007.9～2007.10 Run! Kyoko!! 

19  広大認定看護師教員会 出席  

20 

21  
本会議 

22  
車椅子ダンス発表会 出席  

婦人科がん電話相談 

25  本会議 

26  議長就任祝賀会 出席 

27  常任委員会 

28  白島夜空市民相談会 

29  今治市民病院（愛媛）にて講演 

30  高齢社会をよくする女性の会部会 出席 

10/1 決算特別委員会（全体説明） 

3  決算特別委員会(総括質疑） 

6  ＮＰＯレモンの会介助犬講演会打合せ 

事務所に立ち寄ってくださった方はご存知かと思

いますが、まにわ事務所の軒先には、赤い提灯が

八つ下がっています。 

この提灯、春に馬庭さんが、「お花見みたい～。目

立つし、いいじゃない。吊るそうよ！」と自ら提灯屋

さんに出かけていって選んだもの。お友達が桜の

花びらとウサギを描いて下さいました。押さえにト

レードマークのウサギの人形を下げています。 

事務所の位置を説明するのに、「県立文化セン

ターの通りを平和大通りに向かってまっすぐ・・赤い

八つの提灯が目印です。」と言うと、たいていの方

は迷子にならずにたどり着いてくださいます。 

ウインドゥに貼りつけてあるいろんな情報を、立ち

止まって読んでくださる方の中にも提灯を見上げて

いる人が・・・ 

みなさん、中からどんなに威勢

のいい声が聞こえてきていても、

一杯ひっかけて行こうかなんて思

わないでくださいね。（高井）    

9/1 
山口県訪問看護ステーション協議会 

講演（下関） 

3  子育て支援特別委員会 出席 

4  大都市財政特別委員会 出席 

5  広島市役所皆実会 出席 

6  都市活性化特別委員会 出席 

7  議会運営委員会 出席 

8  国泰寺中学校体育祭 出席 

9  
日印交流会（宇品公民館） 参加  

日本尊厳死協会シンポジウム 参加 

11  会派勉強会 参加 

12  副議長就任祝賀会 出席 

14  本会議(市長説明） 

15  舟入高校体育祭 出席 

18  たかの橋青空市民相談会 

   

 まにわ恭子事務所 ･ まにわ恭子後援会  

  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：ｈttp://www10.ocn.ne.jp/~ikiiki  E-mail：ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp      

●市政に対する要望や提案、ご相談などのミニ集会にお伺いします。 

あなたの町に伺います。どうぞお気軽に事務所までご連絡ください。 

●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。1口千円で何口でもお願い致します。 

◎郵便口座番号 ０１３１０－１－７４３２０ まにわ恭子後援会 

8  
日本尊厳死協会第10回年次大会 

出席 

9  決算特別委員会 

13  
婦人科がん電話相談 

「選挙」映画試写会 出席 

14  
竹屋小学校100周年記念 出席  

広大ファーストレベル授業 出席 

15 

16  
決算特別委員会 

17  広大認定看護師教員会 出席 

19 

20  
日本女性会議2007ひろしま 参加 

23  決算特別委員会 

25  広島県がん対策協議会 出席 

27  婦人科がん電話相談 

31  島根大学授業 

青空市政相談 

11月26日（月） 13：30～15：30 
タカノ橋商店街 バタバタふれあい広場 

（中区大手町5丁目 商店街東側） 

★ 夜空市政相談 

12月22日（土） 19：00～21：00 
ひろしま女性学研究所 １Ｆギャラリー 

（中区白島北町16－25） 

 

 

 

 

 

メールでの送付をご希望の方は、 

まにわ恭子ＨＰから、あるいはE-mail

で直接（ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp ) 

お申し込みください。 

できるだけ送料を節約したいと思い

ますので、ご協力お願いします。 

ニュースレターを 

Ｅメールでもお送りします。 
身近な生活の心配事

など、お気軽にご相

談くださいね。 

直接お話をお聞きし

て一緒に考えます。 


