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＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

ア ベノミクスは、アベノリス

クと言われています。景気

がよくなって本当に給料が上がる

のかと半信半疑で、中小企業、サ

ラリーマンは、その実感はないよ

うです。とどのつまり大企業だけ

が恩恵を受けるのでは不公平で

す。日銀は今までと違って大胆!! 

バックに政府がついているので、

怖いもの知らずです。思い切った

デフレ対策に乗り出しています。

リーダーにはよくもわるくも思い

切った手法が望まれます。 

さ て、広島市のリーダーであ

る広島市長の政治手法は大

胆ではありません。石橋をたたい

てゆっくりと慎重に、がモットー

です。旧市民球場跡地利用は、

すったもんだして結局正式表明は

『緑地広場』『文化芸術』『水

辺』の3つのエリアとして発表し

ました。私も「そうなるだろうな

～」と推測していました。市長

は、市民の意見を聞いて、時間を

かけて決めていくというやり方で

す。2年も遅延したわりに、結論

ははじめと一緒。本当に市民の意

見を聞いて決めてくれているので

しょうか。この遅れによる経済的

な損失はどのくらいだったので

しょう。まちづくりは決断が遅い

とその分周辺のにぎわいが消えて

いくのは間違いないのです･･･。 

一 方、今回の予算特別委員会

で、うまい施策と感じたの

は『団地の活性化』を目的とした

協議会設置などのまちづくりへの

テコ入れです。団地で高齢化とと

もに限界集落化した地域は市内に

もあります。そういう地域は、同

じように税金を支払い、公的な

サービスを受ける権利があるにも

かかわらず、不利益を受けやすい

環境にあります。人口の減少、特

に若者が減り、公共交通が少ない

などのナイナイづくしでは、町か

らいずれ光が消えてしまいます。

ぜひ団地のあり方を再考し、新た

なコミュニティを生むための制

度･施策を充実してほしいと思い

ます。 

視 点はかわりますが、広島~松
江間が高速道路開通で時間

が短縮され近くなりました。しか

し、その高速

道路が通って

いるのは山の

中です。今ま

で利用していた国道沿いの周辺店

舗はお客数も減り、活気が一気に

失われてしまいます。まさに開発

行政の光と影を物語っています。

道路、団地などの開発は、環境変

化による災害、メンテナンス費用

や人口動態も推測しながら総合的

に判断しなければなりません。高

齢化に伴い、税収が年々落ち込む

なか、将来をみすえた効率的な都

市計画が望まれます。 

将 来まだまだ広島市民は借金

を支払わなければなりませ

ん。市債残高＜1人あたり921,291
円＞全市民が現時点でこの額が負

債となります。平和記念資料館に

ある地球平和監視時計は、どこか

の国が核実験をするとゼロにもど

されます。私は市役所内に借金監

視時計があればいいと思います。

それを見つめながら目先のことに

捉われず、広島市の将来を熟考し

ていただきたいものです。 

  予算特別委員会は市長の提案してきた

予算案を審議する会です。しかし、出

席率が午前に比べて午後が圧倒的に少

ないのが実態です。本来、議員は54名ですが、議長1
名、病休2名なので総勢は51名となります。51名のう

ち午後は29名しか出席しないという時もあります。情

けない限りです。 

  審議内容は「なるほど」という質疑もあれば、自分

の自己主張だけで終了してしまう議員もいます。いず

れにしても「議員の質」をはかるよい機会です。私は

パネルを作成したり工夫をしています。ごくわずかで

すが「貫禄」というか「質疑に立つ」だけで私たちの

「背すじがピーン」となる議員がいます。 

  かつて3期だけで「議員としての賞味期限が過ぎた」

と議員を辞した方がいました。私は新人議員の頃、彼

の質疑を参考にしていました。10年の経験を経て、当

時の会議録を読むとその議員のレベルの高さがよくわ

かります。国会議員の政策秘書をしていた経験とその

人柄がマッチしたものでした。もっと質疑の切り口な

どをいろいろ聴いておけばよかったと思います。もう

ひとりは政治的なセンスがバッチリで、原稿なしでも

うまく相手の懐にはいり、本音をグッと引き出す老練

の議員です。いまだに枯れてはいません。どちらも見

習いたい人物です。 

市議会 

こぼれ話 
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2013年 2月議会・3月予算特別委員会 

本会議、 

すべての予算特別委員会 

において質疑をしました !! 

 乳幼児健診は、母子保健法に規定されており、4か月・1
歳半・3歳の時に行政はチェックできます。受診してい

ない乳幼児のその後のフォローはどうしているのです

か？ 

 特別養護老人ホームは、10～1,000人待ちといわれてい

ます。現在、市のHPには待機人数を掲載していませ

ん。市民は待機人数を知ることが出来ず、あと何年? あ

と何人?待てばいいの?と不安です。市のHPに介護度別

に待機者の人数を載せるとよいのではないでしょうか？ 

 未受診が増える3歳児に注目し3歳児も

訪問の対象にした方がいいと考えま

す。虐待防止・発見のうえで大切だと

思います。 

 受診をしていない子どもが【4ヶ月591人、1歳
半465人、3歳1,353人】いますが、未受診者に

は連絡をとっています。連絡がつかない場合

は、4か月・1歳半の乳児は訪問をしています。 

 保育園に関しては待機人数をHPに載せて

いるのだから、特別養護老人ホームもHP

に介護度仕分けをした人数を掲載すべき

です。 

 民間の事業者がHP上に載せているのは承知し

ていますが･･･介護度別は変化するので載せる

のは難しいです。 

 こどもが『ネット上のいじめ』に巻き込まれることを

防止するため、こども学校裏サイト等での、誹謗中傷の

書き込みなどを発見することが、ネットパトロールの役

割です。せっかく3人の担当者がいるのに、端末がひと

つしかないのでは、対応が十分ではないと思いますが、

どのようにお考えですか？ 

学校へ連絡するなどの他の業務がありますので、 

3人が同時に端末を使うことはありません。 

 先駆的な取り組みだと評価していま

す。せっかくなので端末を増やして効

率をよくすべきでしょう。市立大学の

情報専門の学生と協力する等、工夫が

必要だと思います。 

 学校給食の食材は、全て放射性セシウムのモニタリン

グを行っています。現在は国の出した新基準に沿って

検査されていますが、福島第一原発事故以前の、より

厳しい食品の放射能基準を、広島市独自の判断基準と

して取り入れてはどうでしょうか？ 

 学校の食材は業者が購入するときに、すべての

安全性を確保し放射能チェックをしております。 

  広島市は放射能チェックを京都の会社

へ外注しているんですよ。せっかくゲル

マニウム半導体検出器を持っているの

に。活用すべきでしょう!! 

     予算特別委員会(総務関係) 

 広島市長の退職手当は、1期4年ごとに4,087万円です

が、他の政令指定都市の市長はどうなっていますか？ 

 仙台市、静岡市、浜松市、名古屋市、堺市は0
円。大阪市は80％カット。福岡市は50％カット

となっています。 

 広島市長は給料を5％カットしました。退

職手当は他都市の市長を見習ってほしい

ものです。せめて50％か･･･0でしょう。 

 他都市は2,400万円～1,000万円となっていま

す。それを参考にして中間値としています。 

 随意契約となっていますが、市外の会

計士でいいので、競争入札にしてはどう

でしょうか。内容に見合った金額にすべ

きです。 

 社会福祉施設やホテルなど職員が夜間の火災の際、迅

速かつ的確に避難誘導を行うことはとても難しいことで

す。そのために、施設に泊まって1泊2日の研修は有意義

だと思いますが減少しているのは何故ですか？ 

減少していることは確かです。もっと広報します。 

予算特別委員会(消防上下水道関係) 

答 弁 

市職員は地震や豪雨などの緊急時に各自が決まった役割に

対応するための防災メールを受信するようにしておかない

とならないと思います。登録率はどのくらいですか？ 

63％が登録しています。 

私のツッコミ 本来は100％でなければなりません!! 

 震災の経験はこれからの防災に役立つことがたくさん

ありますが、何を学んでどう生かそうとしたのですか？ 

展示、DVD使用など視覚的な取り組みをしていま

す。 

HPには写真だけで何も変化がありませ

ん。ずーっと更新してませんね。      予算特別委員会(厚生関係) 

     予算特別委員会(文教関係) 

★広島市総合防災センターの役割と市職員の危機管理!! 

★職員の防災メールについて 

★大震災の教訓について 

★ネットパトロールのための体制作りを!! 

★学校給食の食材の安全性!! 

★市長の退職手当について 

★包括外部監査の委託金について 

★乳幼児未受診児のその後のチェックを確実に!! 

 委託金は1700万円ですが、どのように算出したのです

か？ 

★特別養護老人ホームは申し込みに関する環境整備を!! 

答 弁 

答 弁 

私のツッコミ 

答 弁 

答 弁 

答 弁 

答 弁 

答 弁 

答 弁 

私のツッコミ 

私のツッコミ 

私のツッコミ 

私のツッコミ 

私のツッコミ 

私のツッコミ 
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予算特別委員会(経済観光環境関係) 

★大気中のダイオキシンについて 

 安佐北区のゴミ焼却場から検査時に2.6単位(施設

基準1単位)という数字が出たのは、検体採取時の

ミスなのかが明確ではありません。 

  検査結果がミスか検証できるよう2業者によ

る測定をする、測定試料を2つ採取しておくな

どの対応を考えるべきではないでしょうか。 

 他の動物園では餌の自販機を設置して年間3,000万円収入

を上げています。取り組みをしたらどうでしょうか？ 

 入場者から餌を貰うと動物が飼育員の言うこと

をきかなくなります。しかし自主財源を確保す

るために今後研究します。 

 動物の適性をみながら進めればいいと思い

ます。他の動物園は工夫をしていますよ。 

＊ひとり親家庭の親が資格を取得するための 

 修業費用の支給の期間が2年に変更にな 

 った。今まで通り3年としてほしい。 

＊児童自立支援ホームの事業停止処分の要件 

 として、措置費の不正請求があった場合も 

 適応すると法令に明記してほしい。 

＊ワクチンの公費での接種期間の緩和を。 

＊認知症のなかでもピック病の専門グループ

ホームを設置しやすい仕組みを考えて欲しい。 
                        

                        など14項目 

国への陳情(厚生労働省) 4月10日 行って来ました～!! こんな市民相談がありましたよこんな市民相談がありましたよこんな市民相談がありましたよ   

学区制度について 

 1丁目違いですぐ近くに学校があるの

に、なぜ1時間も歩いて登下校しなく

てはいけないの？と保護者の方が訪ね

て来られました。 

 どれどれと実際に調べると、全くそのと

おりで驚きました。柔軟な対応が必要で

す。前例でそうなっているからという発

想ではなく、通学路の安全にも配慮しな

ければなりません。 

 オランダは人口約1700万人の小国です。自転車王国で町の中は自転車で

いっぱい。観光客も多く「アンネの日記」が書かれたアンネ･フランクの

家が保存されていました。また安楽死、同性愛の結婚が合法

化されている国です。在宅医療、緩和ケアにも積極的に取り

組み、地域包括ケアを国全体に浸透させています。 

  昨年も同様の質問をしましたが、1人当たりの人件費は

どのようになりましたか？若者、高齢者への就業機会と

なりやすい業務だと思いますが、どうお考えですか？ 

 昨年のご指摘をふまえ5人削減をしましたが、常

勤職がいますので時給1,000円～2,300円です。

この度のご指摘をふまえ来年も検討します。 

 もっと削減すべき。仕事の内容と賃金のバ

ランスを考えていくべきです。常勤と非常

勤の差が激しいです。 

  国道沿いの幅が広い(６～8m)道路に、国と県警と相談

して駐輪場を作ってはどうでしょうか？ 

 国に打診をしていて、26年から試行し、ご指摘の54
号線沿いの国道に駐輪できるようにします。 

 のりんさいくるの社会実験は終りまし

た。駐輪場の増設は具体策を練って早く

取り組むべきです。 

 オランダは自己責任が徹底している国です。自分の選択を明確に伝え

ることが重要視されます。高齢化もすすんでいますが、地域ごとに医

療福祉のチームができあがっており、そのチームが全土に600チーム

あるということです。しかもコスト削減のために事務員はおらず、互

いの連絡調整などはすべて情報通信技術(各自にiPadを支給されてい

る)を活用し、事務費の削減に役立てていました。人とモノをうまく組

み合わせて、小回りの効く丁寧な地域包括ケアを推進しています。 

私は公費での海外視察には反対の立場を取っていますので自費で行きました。 

     予算特別委員会(建設関係) 

 安佐北区のゴミ焼却場から排出されるダイオキシン類が

施設基準を大きく上回りました。それが検査ミスなのか否

かはっきりしないそうですが、改善策はお考えですか？ 

私のツッコミ 

私のツッコミ 
私のツッコミ 

私のツッコミ 

答 弁 

答 弁 
答 弁 

答 弁 

★駐輪指導業務の人件費にはバランスを!! 

★駐輪場はまだまだ不足!! 
★安佐動物園の増収アイデアについて 

(佐伯区の方から) 



 

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2013.2～2013.4 

●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。 

●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 

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 
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本会議(一般質問) 

22 常任委員会 

24 高次機能障害研修会 参加 

25 常任委員会 

26 本会議(議決) 

28 予算特別委員会(厚生関係) 

3/1 予算特別委員会(厚生関係) 

4 

5 
予算特別委員会(文教関係) 

6 

7 
予算特別委員会(建設関係) 

８ 

11 
予算特別委員会(経済観光環境関係) 

12 
予算特別委員会(消防上下水道委員会) 

国泰寺中学校  卒業式 出席 

13 

14 
予算特別委員会(総務関係) 

15 予算特別委員会(総括質疑) 

19 袋町小学校  卒業式 出席 

25 予算特別委員会(討論･採決) 

4/6 
高齢社会をよくする女性の会･広島講演会 

              (命の世話～鷲田清一) 

8 袋町小学校  国泰寺中学校 入学式 出席 

9 舟入高校  大手町商業高校 入学式 出席 

10 厚生労働省(東京) 陳情 
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Kyoko’s  selection 

 
 日時：2013年 5月 28日（火）13：30～15：00 

場所：タカノ橋商店街ふれあいYOUプラザ前 
   （中区大手町5丁目 商店街中央あたり） 

≪泥沼はどこだ≫ 
著者；小森陽一×アーサー・ビナード  

出版社；かもがわ出版 

青空市政 

報告・相談 

 

≪ボケママからの贈りもの≫ 
著者；藤原 瑠美 出版社；PHP研究所 

いろいろな人の手をかりて、働きな

がら認知症の母の介護を在宅でやり

とげたひとつの成功例です。 

   この度、自費で海外へ研修に行った馬庭さ

ん。今回はオランダが中心でした。研修の合間

には、愛読書にまつわる場所へも足を運ばれた

ようですよ。馬庭さんが15歳のときに読んだ

『アンネの日記』。オランダの首都アムステル

ダムに主人公アンネ・フランクの隠れ家が保存さ

れていると聞き、見に行かれました。胸が詰まる思い

だったそうです。そして20歳のときに読んだ「第二の

性」。帰りに寄ったパリで、著者ボーボワールのお墓参

りへも行かれました。「ひゃー、ビックリした!! とにかく

すごいんだから～」と早口で、しかもジェスチャーたっ

ぷりの臨場感あふれる旅のお土産バナシにみんな「へー

(@_@)」とおやつにのびる手も止まる。運動靴にリユック

の列車旅行。「60歳すぎてそんな旅行、よく出来ます

ねぇ」と感心すると「どんな状況でも素早く動けるよう

に、自分の身は自分で守る!」ということを身に沁みてわ

かっているからなんだって(^^)v なんと40年前も、そのス

タイルでバスを乗り継いでアメリカ大陸を横断したそう

です。馬庭さんのフットワークの良さは知ってはいまし

たが、ますますゲンキです。あやかりたや~   (大田) 

言葉を疑い、言葉でたたかうという副

題。福島原発事故や沖縄問題を対談形

式で問題提起されています。 

高齢社会をよくする女性の会・広島 

お問い合わせ：高齢社会をよくする女性の会・広島  

Tｅｌ･Fax 082-245-1250（月・水 10：00～16：00）  

「認知症行動マップ」を当会で1年半

かけて作成しました。これからは地域

の皆様が認知症への理解を深めていた

だけるよう、この認知症行動マップを

活用していきたいと考えています。 ~2013年4月開設~ 

病院で働いていた中堅看護師さん

たちが起業し、在宅小児医療をひ

ろめようとしています。私も法人

メンバーのひとりです。 

応援をよろしくお願いします。  

中国
地方
 

初 

こども専門の訪問看護ステーション 


