広島市議会議員 無所属

ＫＹＯＫＯ ＭＡＮＩＷＡ̀S
ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ
VOL.

発行日 2009年12 月10 日
発行者 まにわ恭子
http://www10.ocn.ne.jp/~ikiiki

27
●馬庭恭子事務所 〒730-0051 広島市中区大手町2-5-9 TEL/FAX082-246-1907 ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp
●広島市議会議員控室 TEL082-245-2221 FAX082-245-2223 Maniwa-k@giin.city.hiroshima.jp

恭子の議会つれづれ

いまだ決まらず！旧球場跡地問題

5

月に裁判員制度開始、7月に麻
生総理が衆議院を解散、8月に
総選挙・国民審査、9月に鳩山由
紀夫新内閣発足、消費者庁発足な
どなど。明治維新・終戦につぐ大
変革がおこっています。これらに
共通するのは変革を求める国民の
意志が反映されたことです。政権
交代後、みなさまから「国政の、
水面下でみえなかったことがみえ
るようになった」との声が聞かれ
る よ う に な り ま し た。イ ン タ ー
ネット中継された事業仕分けで
は、カンカンガクガクの議論がく
りひろげられました。この光景は
官僚主導から政治主導への道筋を
示しているように思います。市政
も当然みえるようにしていかなけ
ればなりません。私が議会ごとに
ニュースレターを書いてみなさん
に報告することも「みえる化」の
ひとつです。
て、今議会で一番の焦点と
なったのは、補正予算の旧
球場跡地に関する議案でした。総
額は1,930万円、原案の内訳は、
緑 地・広 場 整 備 検 討 費 1,390 万
円、周辺地域を含む回遊性向上検

さ

市議会
こぼれ話

討費540万円です。この中身をめ
ぐ っ て 賛 否 が わ か れ ま し た。私
は、す で に 新 し い 球 場 は で き あ
がっているのですから、ちょっと
でも早い跡地構想の具体案を市民
のみなさんにお見せし、決定する
ことのほうが、地域の活性化につ
ながるのではと考え、原案に賛成
の立場をとりました。
かし、跡地に予定している
「折り鶴ホール構想」に集
客力がないと地元商店街の一部が
反 対 し て い ま す。そ の 意 向 を 受
け、一部の自民党・公明党議員か
ら修正案が提出されました。その
修正案は、緑地・広場整備検討費
の一部（概算工事費の算出費）と
周辺地域を含む回遊性向上検討費
全額を削除したものでした。とく
に回遊性向上検討費は周辺施設に
おける人や車の流れを十分検討す
るための不可欠な予算です。これ
らの検討をふまえた跡地利用設計
としなければ意味がありません。
広島市の中心地として賑わい創出
が急がれるのに、事業計画そのも
のがまた遅れてしまいます。遅れ
ればそれだけ損失も大きくなるの

し

11月の広島県知事選挙では、5
人が立候補しましたが、そのう
ち2人が女性。しかも50代から30
代と若い人たちが多く、少しず
つ政治の世界も変化しているな

あと感じました。
大きな選挙となると市議会議員はいつもバタバタ
しているのに、今回の県知事選挙は市の決算委員会
と重なっていたこともあってかシーンとしていて、
動きが感じられませんでした。自民党系の県議会議
員も市議会議員も推薦候補が決まらず、分裂してい
たことも一因でしょう。多くの議員は「ダンマリ」
を決め込み、誰が誰を推していたかわからずじま

ではないでしょうか。現に旧球場
周辺を訪れる人は少なくなってい
ます。
果は残念ながら、起立賛成
多数で修正案が可決されま
した。2013年には、集客数100万
人といわれる全国菓子大博覧会が
予定されており、その経済効果は
200億円といわれています。
菓子博の跡地開催を視野にいれて
いるとなれば、早い事業展開にし
なければなりません。どうしてこ
のような修正案が可決されるのか
私は理解できません。国レベルで
はスピード感をもって政策をすす
めています。広島市議会はまだま
だ道遠し・・・。

結

い。今回の選挙はいつになく静かで、ウグイスの声
もカラスの声も聞こえない内に選挙戦が終わりまし
た。(注：カラスとは男性のウグイス嬢！？のことです）
この選挙戦で合点がいったのは、争点を前面に出
して風をおこさなければ、選挙民の興味もひかず、
投票率もあがらないということ！最後は広島県とい
う広域を網羅した組織力の勝利、つまり「数の勝
利」だったと感じました。
先日、近くのお年寄りの方からこんなことを聞き
ました。「こんどの県知事さんはだれにしたらええ
かわからんかったけー。県も市も市長さんにやって
もらやーちょうどええ思うてね。市長さんの名前を
書いたんよー。」？？？

2009年 ９月議会
2009年 決算委員会
平和について

報告

質問を
しました！

市立看護専門学校について

今 年、オバマ大統領がプラハ演説で核廃絶

60年ぶりの国の法改正によって、看護教育は今後大学

に言及しました。8月6日の慰霊式では、市
長の平和宣言に引き続き、子ども代表によ
る「平和への誓い」があります。
毎年、選ばれた子どもたちがマイクの前に
たってアピールするのですが、その内容が
素晴らしい!! この「平和への誓い」を教育
や広報に活用できないのですか？
【答弁】
子どもの「平和への誓い」は市内の小学6
年生を対象にして、平和の大切さについて
というテーマで作文を応募します。その
8980点のなかから20点を選考し、その中か
ら2名のこども代表を決定しました。この
平和への誓いは、ＨＰで原文を掲載した
り、文集にして各学校に配布しています。

への転換をはかる方向性が出されました。市立看護専
門学校を市立大学の法人化と同時に看護学部へ移行さ
せるよい機会と考えますが、いかがですか？
【答弁】
市 立看護専門学校は、毎年120名の卒業生をだしてお
り、その70％が市内に就職しています。大学化すると
施 設 設 備 費、人 件 費、授 業 料 の 負担 が 大 き くな る の
で、当面は現行のまま運営していきます。

私はこの答弁にがっくりしました。
全く時代の流れがみえていません。
高度化した医療に対応するために
は、大学への転換が必要なのです。
専門学校と大学では教育内容が違
い、定着率は大学卒が3倍も高いと
いう統計が出ています。

私はもっと世界の人に読んでも
らいたいので、英語版や絵本を
作製したらよいと思います。

広島市への寄付について
健診について

メタボ健診の受診率は政令都市のなかで
最下位でした。市民の健康を守るために
どのような視点で健診に取り組むのです
か？
【答弁】
未受診者への受診勧奨通知の送付件数を
増やし、受診券の送付時期を早めるなど
実施してきましたが、受診率は上がりま
せんでした。今後は、電話による受診勧
奨、他の医療保険者と共同実施について
検討していきます。

私は、常時がん検診と同時開催
する、小集団でも対応する、市
民団体と組んで行う等いろいろ
な工夫が必要だと訴えたかった
のです。

広 島市へ寄付をしようとすると、とても手続
きが面倒です。国内はもとより、国外からも寄
付をしやすくするためにクレジット決済の導入
などの体制を作ったらどうですか？
【答弁】
2008年度の寄付総額は6億1636万円でした。新球場
建設への寄付が5億8701万円で、その他の寄付先と
しては、原爆ドーム保存、国際協力の推進、被爆者
援護、地域福祉、公共花壇の維持管理などがありま
した。海外からの寄付のために、英語版のホーム
ページに寄付コーナーを開設して呼びかけます。利
便性からもクレジット決済の導入など寄付してもら
いやすい環境を作っていきます。

広 島は国際平和文化都市です。
核廃絶だけではなく、もっと世
界にアピールする必要があると
思います。外国の方からの寄付
も増えたらいいなと思います。

広島市総合計画の改定について

災害用の備蓄について

これは広島市の運営の基本となる極めて大切な計
画です。しかし、私はこの計画の基本となる統計
に超高齢社会で市民が生きていく視点が抜けてい
ることを指摘しました。今までは統計的に指標と
して65歳以上のくくりしかありませんでした。こ
れからは75歳以上のくくりも要るのではないかと
指摘し、私の提案どおり、この計画の中で75歳以
上の将来予測も記入されることになりました。

決算委員会（総括質疑）
①財務4表について
②歳入確保について

決算委員会（厚生関係）
病院事業会計について

全ての小学校校舎の空き余裕教室に災害用の
生活必需品が備蓄されていますが、なかには
耐震性のない校舎もあります。いざ地震がお
きても、つぶれてしまった教室から備蓄品を
取り出すことはできません。むしろ耐震性の
ある近隣の小学校へ移動したほうがよいと思
うのです。
（対象小学校；白島小・本川小など13ヶ所）

●財務4表（バランスシート・行政コスト計算書・純資産変動計算書・
資産収支計算書）について
広島市にいったいどのくらいの資産があるのかを知るための手段として、
今回初めて財務4表が発表されました。これは、広島市の財政の健康診断
書のようなものです。市の資産を総人口で割ると、1人あたりの資産は252
万円、負債は92万円で、数値的には健全な都市であることがわかりまし
た。これらは広報紙やホームページに公開していくと答弁がありました。
●歳入確保について
売却可能であるにもかかわらず売れ残っている資産（未利用地）が、51億
円あります。これからはインターネットを使った公有財産売却システムの
活用を考えていると答弁がありました。

新しくできた総合リハビリ
センターが当初予算に比較
して繰入金が多くなってい
ます。これは病床の利用率
が目標を下まわって、65％
だったことが大きな原因で
す。目標値が高すぎたとい
わざるを得ません。計画を
たてるときは、税金なので
もっと慎重にすべきです。

スタッフからまにわさんへ

一

問

決算委員会
（建設関係・消防上下水道関係）
主査を務めました!!（委員会運営が主な役割です）

一

答

Ｑ

新型インフルエンザの
ワクチン接種について
教えてください。

¶市民の方から、いつになったら子どもにワクチン接種ができるのかという問い合わせがよくあります。
脳症による死亡例が報告されると、「早く」と急がれる気持ちはよくわかります。集団接種をはじめ、
負担の少ない方法で早くしてほしいと要望しました。接種負担額は所得によって異なります。

≪優先順位≫
①医療従事者 10月20日〜 ②妊婦・基礎疾患を有する方 11月16日〜 ③幼児(1歳
〜就学前) 12月初旬〜 ④小学生(1年〜3年) 12月中旬〜 ⑤1歳未満の小児の保護
者・ 1月初旬〜 ⑥小学生(4年〜6年) 中学生・高校生・高齢者(65歳以上) 1月中旬〜

■■■

リレー・フォー・ライフ・ジャパン in 広島開催のお礼

■■■

前号のニュースレターでご案内しました「リレーフォーライフジャパン in 広島」はおかげ
さまで2009年9月22日〜23日、旧広島市民球場において延べ2200名の参加者を迎え、無事
に終了致しました。日本対がん協会に、がん治療に役立てるための資金100万円を寄附する
ことができました。事務局長としてお手伝いしましたが、盛況で肩の荷がおりました。
たくさんのご協力ありがとうございました。

そのときの模様をHPでご覧いただけます。URL

http://rfl-hiroshima.jp/

Run! Kyoko!!

まにわ恭子の走行記録

2009.8〜2009.11

18 大都市税政改革委員会 傍聴

23 決算委員会（全体説明）

22
リレーフォーライフジャパンin広島大会
23

26 広島県がん対策推進協議会 出席

5 広島市公務員原爆慰霊祭 参列
6 原爆の日 参列

25 9月議会(市長説明)

7 札幌市議会議員意見交換会 参加

26 年次大会 尊厳死協会公開講演会 参加

8/1 袋町学区原爆慰霊祭 参列
2 リレーフォーライフ実行委員会 参加

11 広島市基本構想・基本計画 (質疑）
12 文教委員会 出席
19

DV講演会 参加
リレーフォーライフ実行委員会 参加

23 中区子ども祭り 出席
26 タカノ橋青空相談（市政報告）

28 決算委員会（総括質疑）
31 中区老人クラブ連合会スポーツ大会 出席

28 広報委員会 出席

11/1 中区スポーツ大会 出席
2 厚生委員会 傍聴

10/3
がんサミット2009（東京） 参加
4

4 建設委員会
5 消防上下水道委員会

6 大手町女性会 参加
6

7
8 広島市基本構想・基本計画 （説明）
9

基町高校60周年記念式典 出席
ひろしまドリミネーション2009点灯式 出席

10 決算委員会（討論・採決）

28 広島市防災災害訓練 出席

11 広島市スポーツ大会 出席

13 舟入高校創立60周年記念式典 出席

29 折鶴プロジェクト ボランティア参加

12 白島小学校 町民運動会 出席
14
常任委員会
15

14 ホスピタリティ☆プラネット 講演（東京）

9/1 広大附属看護実践センター開講式 出席
3 都市活性化特別委員会 傍聴
4 安心社会づくり対策特別委員会 出席
8 広島市立市民病院 講演
13 日本尊厳死協会 参加
16 基町小学校 視察
17 会派勉強会

★ 夜空市政報告・相談

17 リレーフォーライフジャパンin広島慰労会 参加

24
25 文教委員会視察（北海道）
26

18 広大ファーストレベル 講義

28

湯来町訪問看護ステーション 講演

30

広報委員会
安心社会づくり対策特別委員会

16 本会議 （議決）

19 広島県後期高齢者広域連合議会 出席
21
全国市議会研究フォーラム（金沢） 参加
22

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。

12月 19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）

青空市政報告・相談
12月25日（金）
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）

16 決算正副委員長会議

今回は、こんな相談受けました！

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。

急に雨になりしばらくして、馬庭さんが少し肌寒い中、傘
を差し重い荷物を持って帰ってこられました。「熱いお茶
にクッキーはいかがですか？」と勧めましたが「今ダイ
エット中だからいいわ。」という返事。その時、通りから
「や き い も〜、い 〜 しや 〜 き いも〜！」鞄 をゴ ソ ゴ ソ、
アっという間に外に出て行かれた馬庭さん。戻ってこられ
た手には1本の焼き芋が握られていました。その馬庭さんの
姿に暫し沈黙。『エッ？今ダイエット中だって…(・・;)』という私の
気持ちを察したのか、あたふたと「さあ、温かいうちに半分コして食
べよ！」「焼き芋は食物繊維も多いし体にいいから」とかなんとか
(笑)。こんな時にも馬庭さんの即行の決断力と身のこなしの機敏さが
発揮されます。熱いお茶とアツアツの焼き芋を頬張りながら「昔、焼
き芋は落ち葉焚きや大八車でピーーッの音じゃなかった？今は軽トラ
だもんね〜」とか「そうそう来年のスケジュール帳を買ったのよ」と
かいろいろと話をしていると馬庭さんが「こうして人生は過ぎていく
のね…」としみじみ。余情を残したひと時でした。（大田）

精神保健福祉手帳ついて
(旅客割引がされないのはどうしてか？)
税金の支払いについて
(未納しているが、これからどうしたらよいか？)
オリンピックについて
(財政が厳しいというのに開催できる可能性は？)
ＣＯ２(二酸化炭素)削減について
(削減できるという花、サンパチェンスを植えた
らどうか？)

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

