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恭子の議会つれづれ

広

島市の6 月議会では、補
正予算が提案されません
でした。このようなことは、こ
こ10年なかったことです。担当
者に、どうして補正予算を提出
しなかったのかを聞くと『国の
動きがつかめないから』という
ことでした。総選挙をへて政権
が交代する可能性を考えている
ということなのでしょう。とは
いえ、今まで実施した政策を評
価したうえで、この6月に審議す
るべきことはあったはずです。
かし、議員側に活発な動
きがありました。議員提
案された議案の審議です。今回
またもやスッタモンダしたの
は、議員の報酬削減案について
で す。私 た ち 市 政 改 革 ネ ッ ト
ワークは【無期限の10％削減(期
末手当も含む)＋費用弁償廃止】
という提案をしました。他の提
案には20％削減(公明党)、5％
削減(保守クラブ)があり、提案
締め切り時間ぎりぎりまで各会

し

派との意見調整が行われまし
た。今までずっと削減に反対し
てきた会派も市民の目線に配慮
せざるを得なかったようです。
結果【5％削減(期末手当は含ま
ない)、しかも時限立法で2012
年8月から2015年5月の任期終了
までの期限付き。費用弁償には
ふみこまない】というあいまい
な議案が可決されました。つま
り、き ち ん と 条 例 改 正 す る と
いったものではなく「市民の皆
さ ん、ち ゃ ん と 削 減 し ま し た
よ」とポーズをとったにすぎま
せん。
でに、市長はじめ特別職
は給与を5％削減してい
ますので、それにあわせて仕方
なくというのが実態でしょう。
議員たちの口からは「家のロー
ンがあるから大変！」「党費が
高いから自分の生活がなりたた
ない」「公務員は退職金がある
けど議員はない」など情けない
声が聞こえてきます。しかし議

す

6月議会で今年度の議長選挙がお
こなわれました。いつもどおり、
自民党系最大会派からいわゆる年
功序列で決めた議長が圧倒的多数
で 支 持 され 選 出 され ま し た。た だ、私 が議 員 に
なってこの10年間、この方が議会で発言している
のを一度しか聞いたことがありません。いったい
どのような考えをもっているのか、どう議会改革
をすすめようとしているのか、議会での発言がな
いのですからまったく伝わってきません。
以前、新聞に広島市議会の議長選出について「議
長1年交代の筋書き」という見出しで「みんなでう

市議会
こぼれ話

員に立候補し
た 時 か ら、お
かれる状況は
理解している
はずです。これは保身ととられ
てもしかたがありません。
災、少子化、高齢者の増
加、年金、経済格差など
山積みの事柄がわが国にあり、
しかも広島市は今後4年間で財源
が586億円も減る見込みです。
可決されたとおり、2012年8月
から各議員の報酬は5％削減され
ます。その33ヶ月分(2015年5月
まで)の議員全員の削減額を合計
すると、7856万7千円になりま
す。私は議員の報酬削減は当た
り前だし、もっと抜本的な取り
組みが求められると思います。
た、議会改革推進会議で
は、議員定数の削減が検
討項目にあがってはいますが、
いまだ議論は先延ばしになって
います。国会も審議が止まり国
民はあきれています。

震

ま

まみを食っていこう」という記事が載ったことが
思い出されます。それは、わざわざ任期を1年にし
て、議長になりたい人に文句がでないようにその
ポストを回している実態を揶揄したものでした。
識者がその記事へのコメントで「各地で議会改革
がすすむなか、議長のポストの順送りは議会の存
在の軽さ。議員がそれを恥ずかしいと思わないの
は、末期症状」と指摘していました。私も議員の
ひとりですから赤面せざるをえません。が、数は
力。昨年同様のなれあいを阻止できませんでし
た。本当に悔しい限りです。来年は順送りをどう
にか止めたいものです。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

法人の経営状況について

常任委員会
活動報告

広島市が出資している外郭団体の経営状況が年に１回、議会に報告されます。
その審査をするのが議会の役割です。私は議会初日に課題をかかえている法人
について、質疑をすることにしました。

●広島地下街開発株式会社
（経済環境委員会所轄）

●広島市流通センター株式会社
（経済環境委員会所轄）

主にシャレオを運営していますが、平成17年に債務超
過となり、広島市が損失補償して、54年後までの完済経
営改善計画がたてられている会社です。
この会社は利用者のために立町方面に駐車場を借りてい
ますが、賃借管理委託料が駐車場収入をこえ、この5年
間で赤字額4千200万円になっていました。稼動率は41％
です。駐車場は地下街の近くにたくさんできています
し、わざわざ離れた場所にかりる必要性がみいだせませ
ん。この駐車場契約は中止すべきと主張しました。

昭和50年に中国、四国の要として一大流通業務団地を
西区草津港3丁目に建設しています。そのなかでもバー
ス部門は、最盛期には100％稼動で2700 ㌧の貨物能力
がありました。しかし、経済が低迷。倉庫部門は稼動
率100％をたもっていますが、バース部門の稼動が低下
し、契約業者が15社から9社に減ってしまいました。
バース部門を倉庫に転換するなど早期に改革案をうち
だすべきと考え今後の見解を問い質しました。

答弁：バース部門を倉庫に転換する事、高速3号線
から通じる道路の完成により需要がのびること等
を視野にいれ、今後も支援をつづけます。

答弁：契約を解除いたします。

●中小企業の勤労者共済事業特別会計

●広島サンプラザ本館事業特別会計

（総務委員会所轄）

（総務委員会所轄）

小さな企業の福利厚生を応援するということで、広島
市が人件費を補助金として出しています。会員数が減
少しているので活動が低迷しています。加入するメ
リットがあるのか、また人件費も企業から支給しても
らったらどうかと問い質しました。

3年ぶりに赤字からやっと黒字(196万円)になったと
報告を受けましたが、どのような努力をしたのか確認
し、次にいかせる状況なのか尋ねました。

答弁：内部をリニューアルし、さ
らに職員の営業が実りました。

答弁：会員数は減少してきています。しかし、
レクリエーションの参加率は高いです。人件費
に関しては、業務を見直し検討してみます。

今年の役割
が決定！

★消防･上下水道委員

政策提案し、税金が
きちんと使われてい
るかどうかを監視し
てまいります。

◎ 浸水対策事業に係る幹線管きょ建設工事
まちの都市化
にともなって雨
水が一気に下水
管に流れ込み、
下水管の排出能
力を超えて浸水
してしまう事態
がおきていま
す。1時間に53ミリの降雨に対応するこ
とができるように雨水幹線とポンプ場を
あらたに整備しています。道路の下がど
うなっているのか毎日の生活のなかでは
想像できなかったのですが実際に地下に
もぐってみるといまの先駆的な工事技術
に感心しました。

消防・上下水道委員会視察

◎ 高陽浄水場
水道水の水源は、そのほとん
どが太田川で、浄水場できれい
に安全につくられています。こ
こでは、浄水場の入り口(河川
水、地下水)から出口(蛇口)まで
の水質監視体制を24時間連続で
行っています。
広島の水道
水は軟水で
癖がなく緑
茶や日本料
理に適して
います。

◎ 消防航空隊基地移転整備
今年の11月
に旧西飛行場
が廃止される
ことになり、
飛行場跡地は
広島へリポー
ト場になりま
す。運行体制は広島県内市町村共
同利用方式で、稼動の割合は広島
市3：他の市町7ですが、経費の
負担割合は逆の2：1。なんだか
納得いきません。

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

行政視察報告

広島市議会改革推進会議視察
議員の政策立案機能の向上・賛否態度の公開・本会議の一問一答方
式・議場への大型スクリーンの設置等をテーマに、札幌市議会、函館
市議会、川崎市議会を視察しました。
議員の政策立案能力をあげるのは、結局は自分自身の切磋琢
磨しかないのではと思います。視察に行って参考になったの
は、川崎市議会の議場への大型スクリーンの設置です。傍聴
する市民の皆さんにもわかりやすいと思います。デジタル機
器を活用して、質疑をすることはやぶさかではありません。
しかし、資料を自ら作成し、スクリーンを説明に活用できる
議員が、今どれだけいるのかなと思ってしまいます。設置費
用が約3000万円ちかくかかるので要検討です。

ひとり議員視察報告

自死を考えるシンポジウム
日本で自死で亡くなる人は3万人になります。そのなかで小
さなこどもたちも自死を選んでいます。数年前いじめで自死
した中学生の娘さんのお母さんの思いをお聞きしました。い
じめは親に言えないなど隠してしまう傾向にあります。「気
づいてやれなかった」という自責や後悔の念が続いていると
語られました。本当は家族だけの問題ではなく、学校現場、
地域などいろいろな人が関わっていくべきと思います。この
シンポで、お寺も相談の窓口になり得ると分かりました。

IPPNW世界大会～ヒロシマから未来の世代へ～
核廃絶を目的に世界中の医師が集まって議論をする
会がこの広島の地で開かれました。市民公開講座で
「福島での放射能の影響」について医師たちの討論
がありました。参考になるデータがたくさんあり、
勉強になりました。
≪IPPNW＝核戦争防止国際医師会議≫

平 和 宣 言 を 読 む
今年の8月6日、広島は67回目の原爆の日を迎えました。なぜか原爆の日は毎年暑く、じりじりと
日差しが照りつけ、議員になって雨だったのは1回くらいだったと記憶しています。
去年の大震災から、福島県の住民や町長さんなどが式典に出席されており、今年の平和宣言に、
原発・エネルギー問題をどう組み入れていくのか関心がもたれるところでした。皆さんは、市長
の宣言をどう感じられたでしょうか。周囲の方々にきくと、わかりやすいという人もいれば、ア
ピール性に欠けると言われる人もいて多様な意見です。
広島市長の平和宣言は2部作編成になっていて、前半は被爆の状況がかたられ、後半は平和にむ
けての市長の思いが述べられます。前半部分は伝聞とはいえ、迫力のある内容で、風化しそうな
被爆の実態を次世代に伝える役割を果たしていると思います。けれど、後半は前年とあまり変わ
らず、曖昧な内容だと感じました。比較するものではないのかもしれませんが、長崎市の平和宣
言に「長崎を核兵器で攻撃された最後の都市にするためには、核兵器による攻撃はもちろん、開
発から配備にいたるまですべてを明確に禁止しなければなりません」と一貫して国際社会への核
兵器廃絶へのアピールがつづられていることに比べるとひ弱な宣言だとの感を否めません。
広島市長は、市民を代表し世界へ自由な発信ができる立場です。私は、どちらともとれる曖昧な
表現やお願いに終始することなく、平和への思いの深さを感じさせる力強い平和宣言を望みたい
と思います。

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

Run! Kyoko!!

まにわ恭子の走行記録

6/2 Wenet会議(ゆいぽーと) 出席
3 中区懇談会
5 人にやさしいまちづくり特別委員会
6 サンフレッチェ 観覧
7 競輪場視察
9 県医師会長お別れ会 出席
10 CAP総会 出席
11 広島県がん対策推進協議会 参加
12 広島刑務所視察(吉島)
14 会派勉強会

2012.6～2012.8
29 常任委員会

26 建設委員会 ﾛｰｴｲｼｱ友好協会勉強会 参加

30 平和教育(副読本)懇談会 参加

27 経済環境委員会

7/2 常任委員会

29 WABAS講演会 WCSがん患者会 ゾンタクラブ

3 議会(議決等)

30 カザフスタンコンサート(東日本復興支援)

5 広島県女性議員クラブ 総会 出席

8/2 広島県がん対策推進協議会 参加

6 中区大手町2丁目女子会 参加

3 公務員追悼式 消防上下水道委員会視察(市内)

8 広島県女性教育センター活動交流会 出席

6 原爆の日 各式典参列

9 青空相談(タカノ橋)

7 広島市議会改革推進会議視察(札幌)

10 大都市税制委員会
13 市立広島市民病院経営改善委員会 出席
14 高齢社会をよくする女性の会･広島 勉強会 参加

8

〃

(函館)

9

〃

(川崎)

10 経済環境委員会(市内)

18 就業支援相談

17 消防上下水道委員会

21 議会(市長説明)

18 文教委員会

22 日本緩和医療学会(神戸) 参加

20 会派勉強会

23 高齢社会をよくする女性の会広島 総会 出席

21 高齢社会をよくする女性の会･広島 勉強会 参加

26
議会(一般質問)
27

23 総務委員会 厚生委員会

27 タカノ橋商店街峯本稲荷二十六夜祭 参加

24 湯来町視察

28 福岡県看護協会 講義

28 議会(一般質問、議案質疑)

25 広島市議会改革推進会議 出席

31 全国自治体学会 出席

スタッフの 私は被爆2世です。毎日の生活
の中で後障害を持つ父と接し、被爆体験の
話も聴いてきました。二度とあのようなつ
らい思いは誰にもして欲しくないという心
からの思いを継承していくことは、私たち
の責任だと感じます。馬庭さんは毎年、午
前6時15分から始まる原爆死没者慰霊行事を
かわきりに、各式典に参列します。話はさかのぼって、昨
年8月早朝のことです。平和公園の対岸の自宅で夢うつつ
の馬庭さんの耳に「平和への誓い」という元気のいい小学
生の声が聞こえてきました。その声もだんだんと大きくな
り現実に!!「しまった～寝過ごした(>_<)」飛び起きて、
式典のために準備していた礼服に袖を通しながら「のり
ちゃん(前号に登場した馬庭さんのパートナーさん)タイヘ
ン、モ～なかなか着れなーい。大至急行かなきゃ」のり
ちゃん先生はその様子をみながら「早くからそんなに急い
でどこに行くの？」「参列しないといけない平和祈念式
が、すでに子ども代表の平和への誓いにまで進んでるの。
私としたことが･･･」「なに寝ぼけてんの？今日は8月5日
だよ」「･･･(?_?)」安堵感でその場に座り込み「そっか、
今日はリハーサルだった。よかった～」市議会では5分前
着席、無遅刻の馬庭さんだもんね。(大田)

18 高齢社会をよくする女性の会･広島 勉強会 参加
21 クラブ会
26 中区子どもまつり 参列

青 空 市 政 日時：10月 29日（月）13：30～15：00
報告・相談

場所：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）

Kyoko’s selection
≪女性が政治を変えるとき≫
著者；五十嵐暁郎 ミランダ･A･シュラーズ
出版社；岩波書店
まにわ恭子ニュースを見た立教大学の
五十嵐先生から私も取材をうけました。
女性議員等たくさんの実在人物の活動が
こと細かく書かれていて面白いです。

≪バカヤロー市議会議員≫
著者；川名雄児 出版社；晋遊新舎
市議会議員自身が内部にいながら、議
会議員の生態、実態が赤裸々に書かれて
います。まさしく「そのとおり!」とう
なづくことばかり。やる気のある議員と
そうでない議員の区別ができます。

●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
●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（http://www10.ocn.ne.jp/^ikiiki)
から直接メールでお申し込みください。
はるぜん

二階

グラン・
リーブ

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
E-mail ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp http://www10.ocn.ne.jp/^ikiiki

＊このページは、まにわ恭子後援会の費用で作成しています。

