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恭子の議会つれづれ 

 「馬庭さん、折り入って相談があ
るんだけど」と市民の皆さんから連
絡をもらう。「では、議会棟の控え
室でお待ちしています」と答える。
次に大抵「それはどこにあるの？」
と聞かれる。「16階建ての市役所

(行政棟)の敷地内の南隣の、４階建ての建物(議会棟)で
す。そこの2階に控え室があります」と説明する。私自
身も議員になる前は議会棟には縁がなかったことは確
かだ。行政視察で他都市に行くと行政棟の中に議会棟
が組み込まれているところもある。 
  広島市は行政棟と議会棟が横並びでガラス張りの渡り

廊下で連結されている。はじめから廊下があったわけ
ではないようで、議会棟から行政棟へは上り、行政棟
から議会棟へは下りという斜め廊下なのだ。私はこの
廊下が「思案橋」と、ひそかに呼ばれていることを知
り「なるほど！」と感心してしまった。 
  構造的に行政棟は、1階に市民ホールが必要で天井を
高くしなくてはならないことから、同じ2階でつないで
も高さの差が生まれる。とはいえ、私はなんだか行政
マンと議員との関係を連想してしまうのだ。つまり行
政マンが「へり下る」議員が「おもい上がる」とい
う。ここは思案にくれ、思いあぐね、首をかしげなが
ら歩く廊下なのだ。 

市議会 

こぼれ話 

市 長が予算特別委員会２日前に「特別支援学校の卒業式に出た
い」と言ったことから、議会･予算特
別委員会の流れは出足がくじかれて
しまったのです。議会日程はすべ
て、議会開始前に各会派の幹事で構
成される「議会運営委員会」で決定
されます。議会日程に組み込まれて
いる予算特別委員会は、会派別毎に
配分された時間内で各議員が質問す
ることになっているのです。市長が
特別支援学校の卒業式に出席すると
なるとその間、市長不在のまま審議
することになるため「市長がいない
ときに審議しない」「いなくても審
議するべき」と意見が噴出し、結局
委員長がまとめきれず、1日そのこと
だけを議論する結果に。「市長も市
長だ…」早く「議会運営委員会」に
申し出ていたら、ここまで紛糾する
ことはなかっただろうと思ったり(;_; 

こ れまで実際に、市立小・中学校・高等学校の卒業式と予算
特別委員会は最初から重なりを避け
て日程調整してあるのです。結局、
特別支援学校の卒業式に市長は出席
することを議会側が承認して、午後
から予算審議することになったわけ
です。いままで市長も議員も特別支
援学校の卒業式のために特別の配慮
をして、日程調整をしたことがな
かったということが原因ともいえま
す。私はなんでも前向きに考えるの
で、これをよい機会に「わたしも
行ってみよう!」と決め、はじめて特
別支援学校の卒業式に出席すること

ができました。感動しました!! しか
し、市長の突然の申し出が発端で予
算特別委員会は市長攻撃ありヤジあ
りで、予算とどう関係しているのか
と思いたくなる雰囲気なのです。 

私 はなるべく審議内容や答弁がよく聞こえるように前列の方に座
るのですが、午後になって後ろを振
り返ると出席者が明らかに少なく
なっています。委員会として成立す
るには28人は必要（議員数55人の過
半数以上）なので、審議する部屋の
入り口で議会事務局が人数を確認
し、どうにか委員会は開催されまし
た。欠席の議員はどこにいったの
か…と思っていたところ、その日は
国中をわかせたWBC(ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾍﾞｰｽﾎﾞｰ
ﾙ･ｸﾗｼｯｸ)の試合中継。委員会そっち
のけで、控室で野球観戦していたら
しいことが分かり、開いた口がふさ
がりませんでした。そのなかには、
激しいヤジを飛ばす議員も含まれて
います。そんな議員に市長を批判す
る資格はあるのでしょうか。 

今 回、いくつかの議員提案の中で２つの議案『政務調査費の減額
（月34万円が月30万円に)と、いつ
も二重取りだと指摘し、私が議員提

案している費用弁償(日当)の廃止』
も審議されました。 

政 務調査費は議会改革が進み透明性、公開性が確保されるように
なり、使用した理由と領収書(全面添
付)のチェックは厳正を高め、使用し
なかったお金は返還するという仕組
みになっています。昨年度も議員ひ
とり当たり月平均３０万円使用、４
万円は返還しているのだから、い
ま、４万円削減しても、前年度と同
じ状況で、きわだった財政削減効果
はないことは数字が証明しているの
です。 

一 方、私が廃止を主張している報酬の二重取りの費用弁償（日
当）は現金支給で、出席の印鑑か署
名さえあれば個人に支給されます。
審議に参加しようが、控え室で野球
観戦していても、チェックなし領収
書なしで現金が直接ポケットにはい
る費用弁償(日当)はやはり捨てがたい
のだろうと思うのです。これを廃止
することで任期中の4年間で約1億円
の削減が見込まれるのです。 

結 局、「数は力」の主要議案（地球温暖化条例、跡地問題、時短
条例）と抱き合わせるというお得意
のお家芸（多数派工作）が発揮さ
れ、この予算特別委員会では「政務
調査費の減額案は可決、私の議員提
案している費用弁償(日当)廃止案はま
たまた否決」されました。少しは議
会も新しい芽がでてきたかなと
思いきや古い根っこがまだあっ
たと歯ぎしりの日々です。 



 

2009年    2月議会 

 2月議会では   平成20年度包括外部監査（施設管理監査）結果報告について質疑を行いました 

最近は被爆者の高齢化がすすみ、被爆者の実態は保養
から医療へとシフトしてきていると思います。保養施
設の神田山荘行きのバス停では無料バスを待つ高齢者
の方々も年々少なくなりました。被爆者の方も一般客
も利用が少なくなっているのが現状です。 
神田山荘を運営している財団は、営業収入が25％、残
りの75％はすべて市の一般財源(つまり私たちの税金)
からの補助金(２億円強)で賄っています。日帰りの入
浴を例にとると、民間のスーパー銭湯は、１日に1000
人もの利用者があって１人あたり700円～1000円の利
用料です。一方、神田山荘は天然温泉なのですが、１
日の利用者は250人～300人に留まり１人あたりの利用
料に3500円かかっていることになります。当然赤字
となるわけです。このままでいいのでしょうか？ 
清掃をはじめ様々な委託業務の見直しをすることや新
たな顧客開拓をするなど、積極的な運営が必要だと思

います。また広島市は指導調整団体としての財団に契
約などの見直しもすすめていかなければなりません。
過去５年間を調査すると、平成18年から施行された長
期継続契約(4年とか2年とかで委託契約することで委
託料が格安になる)も２年間放置のままでしたから、
コスト削減が遅れた分、市民の税金をムダ使いしたこ
とになります。ちなみに清掃業務のみでもムダ使いは
2000万円強でした。 
現実的な数字をみると、3900人の被爆者はじめ高齢者
の方が、現在特別養護老人ホーム（要介護4、5の人の
み入所可）への入所の待機をしています。私は保養施
設を否定するつもりはありませんが、超高齢社会に
なっているのですから、優先していくものはなにか、
的確な判断をし、長期的プランにたって施設転換など
積極的に対応していかなければと思います。 

厚生関係  

● 被爆者行政（保養施設・神田山荘について） 

       今後の運営展開は？ 

 広島市には、P&C制度【都市景観形成において重要と
認められる本市の建設事業について、計画段階から建
築、土木、ランドスケープなどデザイン力に優れた設
計者を選定、起用することにより、個性的で魅力ある
都市景観の創造を推進しようとする制度】がありま
す。設計を競争入札にして、安かろう悪かろうの公共
の建物が乱立するのを防ぐための制度だと聞いていま
す。何の変哲もないただ白くて四角い建物が、何十年
もの間多くの市民のつどう場所としてふさわしいの
か･･･ということでしょう。この考え方自体は都市計画
を作成する上で大事なポイントです。ただ有名なら誰
でもいいのか、デザイン料金にみあった設計なのか、
住民が望むような施設になっているのか、周りの景観
とうまく調和しているのか、などを的確に判断するこ
とがとても大事です。 
 中工場、西消防署、基町高校、矢野南小学校、東千田
公園、安佐南区総合福祉センターなどが有名設計者に
よって手がけられています。この6事業に使われた投資
金額は、建設費として350億円余、設計費のみでも合算
すると9億8700万円となります。なぜ基町高校があん
なに立派なのか、他の学校設備の改修に使われてもい
いではないか、なぜ西消防署だけモダンなのかなど、
はるか以前の建設ですが疑問だらけで、首をかしげま

す。どの地域の公共施設も平等に税金を使うべきだと
思います。 
 昨年建てられた安佐南区総合福祉センターでは、福祉
センターでありながら「車いすがUターンしなければト
イレに入れない」「エレベーターに担架が入らない」
という信じられない事態がおきています。これらは、
建物本来の機能性よりも外見の方が重視された結果起
きている事態といえるでしょう。 
 再度このようなことが起きないために、どう取り組ん
でいくのか質疑しました。安佐南区総合福祉センター
のトイレについてはさっそく、改修をはじめるという
回答を得ました。トイレ改修に、700～1000万円くらい
かかるとのことです。エレベーターは構造上無理があ
り、改修はできないということでした。本来なら、公
共の施設の建設にあたって、何を優先しなければなら
ないか、計画段階での精査が求められていると思いま
す。特に福祉施設となれば、配慮しなければならない
ことがたくさんあるにもかかわらず、平成8年から基準
に合っているかどうかのチェックを怠っていたという
から驚きます。公共施設を再チェックし、検討すると
の答弁でした。今度は、福祉施設にかぎらず、利用
者・当事者の意見を参考にすべきと要望しました。 

3月予算特別委員会！ 
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● スクールソーシャルワーカー（SSW）導入について 

       今後の施策展開は？ 

消防関係  

文教関係  

● 救急車の使用について 

 救急車の適正利用と利用者の安全対策について？ 

  

2009年3月28日、未来を感じる新球場の竣工式が
ありました。旧球場の3倍の大きさでゆったりして
います。表舞台は、大歓声がなりひびいて楽しい
ひとときが過ごせる工夫がたくさんあります。と
同時に裏舞台は、防災用途が盛りだくさん。詳し
い数字を尋ねてみました。球場の真下は雨水貯留

池（14,000㎥）がつくられ、駅周辺52haの地域を
カバーしています。また球場の一角には、食料
品・生活雑貨の備蓄倉庫があり、28,000人分蓄え
られています。さらに大規模地震の発生に備え
て、飲料水兼用型耐震性防火水槽(100㎥の容量)が
確保されています。 

   新広島市民球場における防災機能について 

 学校に通う子どもたちの生活課題(経済的、社会的
課題)を、ソーシャルワーカー(社会福祉士)が教師
と協力し合って、解決していくというものです。 
 広島市もこの導入実績として、小学校32世帯、中
学校19世帯、高校1世帯の計52世帯がSSWが関わ
ることにより、経済的困窮からの脱出、ひきこも
り状態の解消など生活改善、好転がみられるよう
になりました。 
 昨年度(平成20年度)は国からの全額補助でした
が、本年度(平成21年度)は1/3国、2/3市負担となり
ました。県はなんと補助金を廃止しました。私は
子どもたちの環境を整えるうえで大事な施策と思
うので、継続することを強く求めました。 

 救急車を呼ぶ理由で、まったく緊急でない事例として
「まき爪」とか「トゲがささった」など、自分自身で
病院受診できることがたくさんあります。そこで、い
ままで不適切な救急車の使用に対してはどのような処
置がされているのか質問をしました。『何回も用事が
ないのに呼んだ』などの例をあげながらの説明があ
り、それに対しては公務執行妨害罪で訴え、罰したと
いうことです。悪質な例はもちろんですが、軽症な場
合が救急車出動の６０％を占めるということから、私
たちも救える命が救えないことにもなるので十分気を
つけないといけません。 
  また、搬送中の患者さんは救急車の横ゆれに対して
気分が悪くなってしまうことがありますが、磁気架台
の導入により横ゆれがなくなり、乗っている患者さん
はとても負担が少なくなりました。ちなみに、磁気架
台を開発している会社は安芸区にあり世界初の開発で
す。現在、これは４台導入されています。今後はこの
ゆれが少ない磁気架台を導入して欲しいという要望を
しました。 

広島市民球場跡地利用計画 
どうなるの？ 

旧球場跡地は国有地です。都市公園法に合った施設し
か建設できません。今回の予算特別委員会では、コン
ペで決まった跡地利用計画案の推進のための予算が提
出されました。しかし、この案では「150万人の集客
につながらない」と商店街、地元からの反対意見を背
に受け、自民党会派が中心となって急に反対意見で盛
り上がり混乱を招きました。つまり「旧球場は秋まで
使用可能が決まり、それまでゆっくり考えよう。球場
の耐震のための調査費のみ予算計上し、球場のこれか
らの構想については予算削除しよう。」という具体的
な対案のない一部修正案が可決しました。まったく意
味がみいだせません。早く計画をすすめないと客は逃
げると思います。集客どころか計画が遅滞し空白時間
が増すばかりです。また、観光バスの停車場や自家用
車の駐車場、平和公園周辺の駐輪場はいつも満車状
態、エコをすすめるにも駐輪場も拡大したらよいので
はないでしょうか。折鶴展示については議会でも議論
噴出でしたが、これはまた議論するとして、都市公園
法に基づいた原案（商工会議所移転、観光客・修学旅
行生用のレストハウス、劇場）に意見を付して賛成と
致しました。 

333月予算特別委員会月予算特別委員会月予算特別委員会   



青空市政報告・相談
6月2日（火）  

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） 

 

まにわ恭子の走行記録  2009.1～2009.4 Run! Kyoko!! 

★ 夜空市政報告・相談 

5月 23日（土）  

18：00～19：00 
ひろしま女性学研究所 １Ｆギャラリー 

（中区白島北町16－25） 

 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 

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ＨＰ から 

（http://www10.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。 

 
 
 

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。 

3/1 舟入高校卒業式 大手町商業卒業式 出席 

2 予算特別委員会 緩和ケア連絡協議会 出席 

3 予算特別委員会 

4 予算特別委員会 

5 予算特別委員会 

6 予算特別委員会 

9 
予算特別委員会  

特別支援学校（高等部）卒業式 出席 

10 予算特別委員会 

11 
予算特別委員会   

国泰寺中学校卒業式 出席 

12 予算特別委員会 

13 
予算特別委員会  
特別支援学校（小･中学校）卒業式 出席 

15 がん患者会 出席 

16 予算特別委員会 

17 予算特別委員会    

18 予算特別委員会 

19 
予算特別委員会   

袋町小学校卒業式 出席 

20 広島市遺族会 来賓出席 

23 予算特別委員会 

          2月、3月の馬庭さんは議会に卒業式にとバタバタ。議会が
閉会すると今度は新年度を迎え入学式。この時期はスタッフ
でさえほとんどすれ違う忙しさ。電話では毎日声を聞いてい
るのに、運よく会うと「お久しぶりです～」と不思議な会話
を交わし、何だか懐かしい感じがして…(^^♪ 
  さらに、そのときのバッチリきまったスーツ姿が凛とまぶ
しい。が、外出予定のない全くオフの日は極めて楽な格好。

「この頃だんだんお腹のサイズが大きくなってしまって～ いいこと考え
ついたのよ。 マタニティーコーナーに私ぴったりのサイズがあるのよ
ね。ほら、これこれ!!」とおなか周りをチラリッ。昨日の『バシッと
スーツ！』と今日の『おなかゴムのジーンズ!!』 
  このオンとオフの切り替えこそが、馬庭さんのストレスを解消し、次へ
のエネルギーに結びつける元気の素だと納得したりして。 それにして
も、店員さんは「何ヶ月のサイズをおさがしですか？」などと聞くので
しょうか？？ （高井） 

1/17  中区袋町学区子ども会互礼会 参加 

21 インテリア協議会互礼会 参加 

29 「施設における看取り」倉掛のぞみ園 講演 

30 尾長小学校 視察 

2/2 子育て特別委員会 視察 京都 

3        〃         金沢 

4                〃              大阪 

6  総合計画 質疑 

9 議会運営委員会 

12 会派勉強会 

14 タカノ橋青空相談･白島夜空相談(市政報告) 

15 子どもの権利講演会 参加 

16 2月議会スタート(市長説明) 

19  本議会 

20 本会議 

23 本会議 

24 

25 

26  

常任委員会  

27 大手町町内女性会総会 出席 

28 岡山県真庭市にて 講演 29 中国新聞ガイダンス 講演 

3/26 
討論  

議決(予算委員会終了 本議会終了) 

27 原被協理事会 出席 

28 マツダスタジアムオープン記念式典 出席 

29 高齢社会をよくする女性の会･広島 講演会 

31 会派懇談会 

4/1 セトラ桜 見学 

2 大手町2丁目女性会 出席 

3  市民相談 

6 袋町小学校入学式 出席 

7 舟入高校入学式 大手町商業入学式 出席 

8 特別支援学校(高等部)入学式  出席 

10 広島市立看護専門学校入学式 出席 

21 厚生委員会 

25 高齢社会をよくする女性の会 勉強会 

24 予算特別委員会 

25 予算特別委員会 

22 医師会千田町夜間救急センター開所式 出席 

今回は、こんな相談受けました！ 

・公園の喫煙について 

 （こどもが遊ぶすぐそばでタバコを吸う場所  

 があるのはおかしいではないか） 

・ごみの収集の取り残しについて 

  （高齢者にはごみだしが負担なので、指定日 

      には 確実に収集して欲しい） 

・DV支援について 

   （被害者だが、自立のための手続きを具体  
       的に教えて欲しい） 


