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恭子の議会つれづれ 

 議員になって6年。またたく
間に日が過ぎていきます。会

派の部屋の窓からみえる夏

みかんの木も前より大きく

なって、実をたくさんつけて

います。自分にどれだけ実が

ついたかと自問しているこの頃ですが、私のまわりに

は、世界の動きと連動した市政課題が山積みで、目がま

わるどころか、全身がクルクルまわるような日々を送って

います。 

 先日の一般質問で私が、麻生首相の社会常識のなさ

に触れ「一国のリーダーとして情けないかぎり」と発言し

たところ、あとで、自民党議員から「自分の党リーダーを

批判されては面白くない」というコメントが届きました。

「えっ？？？」。このコメントも首相に負けず劣らず、意

味不明。「面白くない」という次元の問題ではないはずで

す。何が批判されているのかその理由がよくおわかりに

ならないようです。首相と同様、人々の気持ちとズレてい

る議員が身近にいることもまた、情けないことです。この

激動の時代、刻々と変化する社会状況に敏感に反応

し、危機感をもって乗り越えていかなくてはならないとい

うのに (~_~;) 

市議会 

こぼれ話 

新 しい年となりました。今年はどんな年になるのかハラハラ、ドキド

キです。わが国では、麻生首相の支

持率が20％以下にまで落ち込み、政

治不信がたかまっていますが、アメリ

カでは、オバマ氏が就任！史上初の

黒人大統領を誕生させた熱気と興奮

は、熱風のように日本にいる私たちに

も伝わっています。とりわけ、実在する

107歳の黒人女性が、この100年の間

にいかに差別や偏見と闘い、選挙権

を獲得したかを例にあげながら演説し

たオバマ氏の勝利宣言には、魂を揺

さぶられるような感動を覚えました。オ

バマ氏の演説を集めたCDが飛ぶよう

に売れているというのも、わかる気が

します。基本漢字の読み間違い続出

で高校生からもヒンシュクを買ってい

るどこかの国の首相にも、ぜひ聞いて

ほしいものですが、両者の落差の大

きさを考えると、ため息がでるのみで

す。 

ア メリカからのもう一つの強風は、サブプライム・ローン問題。先

の熱風とはまったく逆の、寒風です。

寒風はまたたくうちに世界を巻き込

み、100年に一度という大不況を引き

起こしています。日本でも、中小企業

の倒産が過去最多となり、たくさんの

派遣労働者の切り捨てが続いている

のはご存知のことでしょう。しかし驚く

ことには、実は大企業には内部留保

金が7,000億円もあるという話です。必

要な時には大量に雇って儲けておき

ながら、都合が悪くなると、貢献した

労働者をいとも簡単に寒空に放り出

す･･･。 基本的な人権感覚を疑うよう

な許すべからざる行為だと思います。 

さ て派遣社員切り捨てのニュースとともに、今、メディアを賑わせ

ているのが「定額給付金」です。支給

総額は2兆円ですが、事務経費が825

億円もかかることがわかりました。広島

市の事務経費のみは約8億5000万円

と試算されています。もちろん、すべ

て税金です。ちなみに後期高齢者医

療制度で使われる医療費の金額が、

年間1兆1000億円、廃止される母子

加算が年間で200億円ですから、事

務経費だけでどのくらいの予算が投

入されるか想像できるでしょう。つま

り、これだけの事務経費があれば、ど

れだけの人が助かるかということなの

です。老人福祉施設が2つできます。

失業し、住所がない人が、今たくさん

いますが、2月1日現在で住民基本台

帳に記載されていない人は、支給対

象外となり、無視されることになりま

す。いったい何のための「定額給付

金」なのか。生活支援だ、いや景気刺

激だと、その位置づけがブレるのを聞

くにつけても、もはや怒りを通りこして

呆れて言葉もありません。 

と ころで、この「定額給付金」を受け取るかどうかと聞かれた麻生

首相は「わからない」と答えています。

位置づけがブレているので、態度が

決められないのでしょう。まさか、高級

ホテルのバーに通うのが日課という麻

生首相に「生活支援」金が必要なわ

けないでしょうから。こんな理不尽で、

税金の無駄遣い型バラマキ的愚策に

抗議する意味で、私は定額給付の申

請はしません。他の市議会議員がど

のような対応をするのか注視するつも

りです。 



2008年１２月 議 会 報 告 一般質問しま

高齢者の権利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広島市の高齢者の命綱というべき地域包括支援センターには、高齢者虐待と成年後見制度申立て支援につい
ての相談機能がくみこまれています。１）相談件数が増加していますが、相談の体制の強化についてどう考
えていますか？２）高齢者にターゲットを絞った悪質な詐欺（オレオレ詐欺など）が横行していますが、消
費生活センターとの連携をどう構築していくつもりですか？ 

地域包括支援センターの充実・強化について 

<答弁>１）すべてのセンターに１人以上の社会福祉士を配置。マニュアルの作成、職員の研修など。２）消費者被害に
関する情報を地域の高齢者に提供し注意喚起します。さらに消費生活センターの情報を迅速に地域包括支援センターに
伝えるシステムを構築します。 

子どもの権利 

 子どもの権利に関する条例(仮称)は、国連で採択され日本で批准された子どもの権利条約を具体化するもの
で、広島市でも策定が望まれます。子どもをいじめ、暴力、差別、虐待などから守るために、もはや法律の整
備は欠かせません。一部の市民が、この条例は子どものわがままを認めるものだなど誤解や歪曲した解釈をし
ているのは大変残念です。教育委員会、学校現場を通して、周知する努力をしていますか？ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
子どもの権利条例策定について 

<答弁> 教育委員会・校長・教職員・子どもたちなどに説明・意見をもとめています。今後は保護者・関係団体への 
説明会開催・啓発用パンフの配布を考えています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 現在でも、3日に1人の割合で女性が夫あるいは父親、恋人からの暴力で死亡しているのが現実です。今回、
市町村に配偶者暴力相談支援センターの設置とDVに関する基本計画策定が責務として位置づけられました。
１）この計画の策定の時期、配偶者暴力相談支援センターの設置場所・その体制はどうなりますか？２）女
性が、暴力からのがれるための一時保護を、現在は個人の熱意で運営されている民間シェルターに依存して
います。明確な行政責任という枠で、一時保護は公設民営がふさわしいと思うがいかがでしょうか？ 

ＤＶ（配偶者等暴力）対策について 

<答弁>１）ＤＶ防止等基本計画は平成22年3月末までに策定予定です。配偶者暴力相談支援センターの設置場所につい   
ては相談者の利便性や安全性に留意して決定します。また支援体制の整備につとめていきます。２）ＤＶ被害者の一時
保護については、民間シェルターが安定した運営ができるように支援をおこなっていきます。 

女性の権利 

厚生委員会県外視察（委員長として視察を調整しました） 

                       

阪神淡路大震災の遺児のために世界

から寄付が集まり、建てられた施設で

す。遺児の心のケアのために交流がで

きるように、また遺児の生活支援のため

に寮が併設されています。互いに助け

あいながらの生活で自立度が高いこど

もに成長しています。 

神戸レインボーハウス 

「このゆびとーまれ」は「赤ちゃんからお

年寄りまで、障がいがあってもなくても一

緒にケアする活動方式と、行政の柔軟

な補助金の出し方を併せて「富山型」と

呼びます。全国に富山型デイサービスと

して名をとどろかせています。 

富山デイケアサービス このゆびとーまれ 

視覚障がいの方のための訓練や生活

自立支援施設です。広島でもライトハウ

ス構想があります。施設は建て替えで

新しくなっていましたが、日本で初めて

の施設で、個人の寄付をもとに建てられ

ました。中途障がい者の方の訓練をは

じめ、自立のための教育プログラムがき

ちんと立案されていました。 

京都ライトハウス 



ました！(要旨） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

厚生委員会で京都ライトハウスを視察しましたが、そこでは ICT（ITと同義）を駆使して障がい者の方がテー
プおこしなどをしていました。市は視覚障がい者のための情報保障として、ICT施策をどう検討をすすめて
いっていますか？ 

視覚障がい者のためのICT対策について 

<答弁>広島市のHPでの音声読みあげなどのソフトの提供・音声による情報の提供を行っています。またICT講習会・
ICTボランティア講習会を行っています。これからもICT活用を推進していきたい。 

障がい者の権利 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 １）がん予防、がん検診、治療のための各機関との連携推進のために、市民の協力をえて、市独自にがん対
策推進に関する施策をすすめるがん対策推進条例が必要ではないかと考えますが、どうですか？ ２）広島市
民病院の医療情報サロンをもっと院外に広報し、一般の市民が活用できるようにしたらどうですか？３）市民
病院での緩和ケア外来を早急に開設することが必要と考えるが、どうですか？ 

がん対策について（医療情報サロン・緩和ケア外来） 

<答弁>１）現時点で「がん対策推進条例」を制定する考えはありません。２）今後マスメディアへの情報提供を行うな
ど、PR活動を強化していきます。３）緩和ケア外来を2009年3月に開始するよう準備をすすめています。 

患者の権利 

外国人の権利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広島市には外国人は、世帯数で9,398世帯、16,634人の方が住んでいます。短期滞在から労働力として期待さ
れている長期滞在と幅があり、国は94カ国に及んでいます。広島市での在住外国人の日本語習得は、本人の希
望があれば、積極的に機会の提供を行う必要があります。１）外国人市民が地域社会で生活していくうえで必
要な日本語のための仕組みはどうなっていますか？また夜間の教室は不足していないですか？２）外国人登録
窓口で日本語習得に関してどのような情報提供をしていますか？ 

＜答弁＞1)広島市では、有料のもの以外にボランティアによる21の日本語教室を開催しています。夜間教室は５つです
が、不足なのかどうか調査します。2)外国人登録窓口で、6言語による「外国人市民のための生活ガイドブック」を配布し
ています。その中に日本語教室の案内も掲載しています。 

外国人の日本語習得について 

 時短条例に反対しました！（賛成２３・反対３１） 可決！ 

 

市職員の１日の勤務時間を『８時間から７時間45分とする』という時短条例が提出されましたが、私は反対
しました。この条例は、人事院勧告を受けての提案ではありますが、この条例の中身を吟味すると給与額は
すえおかれたままでの短縮は実は労働単価があがります。公務員はスト権がないため、労働基本権のかわり
となる人事院勧告は尊重されるべきだという意見があります。しかし、派遣切り、新卒者の内定取り消しな
ど、連日、新聞やTVで厳しい状況が報道されている今日、公務員だけが、厚遇されてはいけないのではな
いでしょうか。そもそも人事院・人事委員会の勧告ってどんな意味があるのでしょうか？実は、勧告に強制
力はありません。むしろ、国や市も公務員の給与のあり方について人事院勧告も含め、再考する必要がある
と思います。（19年度の時間外手当決算額約52億円、従来どおりの時間外をしたとして、約21億円増） 

祝 日本一！ 

広島皆実高校サッカー部の議長表敬訪問 

1月14日(水)に広島皆実高校のサッカー部の訪問が議長公室であり
ました。校長先生、サッカー部の監督、選手3名が優勝報告を笑顔
でしてくれました。報告を受ける私たちも“感動した！”“あり
がとう！”を連発し、盛り上がりました。記念にとみんなでパチ
リ。卒業生として一生の思い出です。 



11/1 広島大学ファーストレベル 講義  

11/2  
中区バレーボール大会来賓出席 

留学生会館祭り 出席 

11/4 市民タウンミーティング 参加 

11/6  
幟町中学校 視察 

袋町小学校 視察 

11/7 ジェンダー研究会（京都大学） 講義 

子育てひろば研修セミナー 参加 

中区青少年大会 参加 

11/11 
高齢社会をよくする女性の会・広島 

メリーハウス八千代見学会 参加 

11/12 婦人相談員ヒアリング 

11/14 未来サロン 講演 

11/17 広島大学認定コース 講義 

11/18 厚生委員会行政視察（神戸） 

11/19 厚生委員会行政視察（富山） 

11/20 厚生委員会行政視察（京都） 

11/8  

11/21 常任委員会 

11/22 
ＤＶ会議（岡山）  

11/23 

11/25  
高齢福祉審議会 傍聴 

地域計画審議会 傍聴 

11/26 議会運営委員会 出席 

11/27 大手町女性会 参加 

11/28  

会派勉強会 

シェイキングハンズ（高次脳障がい者自

立支援） 視察 

11/29 ＫＨＪ広島「もみじの会」研修会 出席 

11/30 第4回がん患者大集会 参加 

12/3 本会議（市長説明） 

12/6  
小児医療講演会 参加 

夜空相談（市政報告） 

12/7 心身障害者センター文化祭来賓出席 

12/8 本会議 一般質問 

12/9 本会議 一般質問（馬庭） 

12/10  
本会議 

サンフレッチェ祝賀会 参加 

12/11 
常任委員会  

12/12 

12/13 
子ども虐待防止学会 出席  

12/14 

12/16  
井口中学校 視察 

たかの橋青空相談（市政報告） 

12/20 佐々木さんを偲ぶ会 参加 

12/24 子ども権利条例勉強会 参加 

09.1/5 広島市消防出初式 出席 

  1/7 安佐医師会互礼会 参加 

  1/9  
母子連合会互礼会 参加 

老人連合会互礼会 参加 

1/10 第87回全国高校サッカー選手権大会 

1/12 広島皆実高校準決勝戦・決勝戦 応援 

まにわ恭子の走行記録  2008.11～2009.1 Run! Kyoko!! 

青空市政報告・相談 
   2月14日（土） 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） 

 ★ 夜空市政報告・相談 
2月 14日（土） 18：00～ 

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 

（http://www.10.ocn.ne.jp/~ikiiki ) 

直接メールで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。 

☆後援会入会のお誘い 
 お友達をご紹介くださいませんか。 
 イキのいいニュースレターを年４回お送りします。 

 まにわ恭子事務所 

 〒730-0051 広島市中区大手町2-5-9 

 TEL&FAX 082-246-1907 

 E-mail  ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp  

  http://www10.ocn.ne.jp/^ikiiki 

☆カンパのお願い 
 後援会にカンパ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ー1－７４３２０  まにわきょうこ後援会  

明るい笑顔で事務所に現われた馬庭さん、でもオヤオヤ、右
足を少しひこずっています。公務で全国高校サッカー選手権
大会応援のため埼玉・東京に上京。47年ぶりの広島勢単独優
勝に酔って来たはずなのに…いったい？？ 
埼玉での準決勝「皆実のゴールが見た～い♪見た～い♪見た
～い♪」高校生応援団に混じって、最初はおとなしく座って
いたそうですが、なにせ広島皆実高校は馬庭さんの愛する母

校！次第に立ち上がり、高校生に負けない大声。腕をふりまわしての
「ゴールが見た～い♪」コールに加わったそうです。決勝進出が決まった
瞬間、感極まって高校生と一緒に思わずジャンプ！そこまではよかったの
ですが、バランスをくずして着地に失敗。亀の子仰向け状態に。「おばさ
ん、大丈夫ですか？」先輩と知ってか知らずか、高校生がのぞきこんでく
れたそうです。「大丈夫じゃなーい、早く起こしてｴ～」足の捻挫、擦り傷
多数。それでも翌々日の国立競技場の決勝戦にも行きました。「ウォー、
ウォー」吼えるような応援。広島皆実高校初の全国制覇、はじける笑顔、
笑顔、あふれる涙、涙、涙。「57歳まで生きた甲斐があったわ、初めての
国立競技場、5万人の観衆の中で、母校の校歌が流れ、感無量・・・」と馬
庭さん。青春パワー炸裂ですが、身体の方はやはり高校生にはついていけ
ない現実があったようです。（高井） 


