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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。 

  今年は梅雨明けが早く、猛暑の日々

です。救急車と選挙宣伝カーが入り

混じって、市内を駆け巡る風景に汗

がダラリ。多くの議員は6月議会が終

了して選挙戦へ突入! 自民党、民主党も大忙しでし

た。市民派の私は、選挙事務所での応援もないし、演

説もないし、ゆっくりと新聞分析。予想どおり、広島

では組織票のある自民党、民主党が２議席を確保しま

した。当選した民主党の議員は前市議会議員で私と同

期。養護施設、高齢者施設をはじめ社会福祉分野のこ

とでは意見交換をよくしていました。「地方議員から

国会議員へステップアップ？となるわけだ。」等とみ

んなで話をしていると、古参議員が言いました。 

「国会議員は風が吹くと経験がなくとも、条件次第で

はすぐになれますけーのー。市議会議員の経験がある

だけでも活躍できますで。じゃが、年功序列と数の論

理が幅をきかす広島市議会で議長になろうとしたら、

40年かかりますけーのー。」 

おっしゃるとおりでございます。だからこそ、改革し

なくちゃね。 

市議会 

こぼれ話 

参 議院選挙では、自民党が大

勝し、新聞には「ねじれ解

消」の見出しが躍りました。野党

の得票総数が自民党より多かった

にもかかわらず、民主党、社民党

をはじめ、生活の党も惨敗でし

た。今から政界再編が始まるので

はと、あちこちでささやかれてい

るようですが、数合わせだけでは

なく、真剣に日本の未来を考えて

ほしいものです。 

今 回の選挙は、景気対策や雇

用に焦点があてられ、脱原

発が明確な争点になっていなかっ

たのが残念です。その状況の中で

注目されていたのは、脱原発の訴

えを続けてきた山本太郎さんの当

選と沖縄のねじれ(米軍普天間基

地移設問題を巡り選挙区は県外移

設、比例区は県内移転)でしょう

か。これから、選挙中曖昧にされ

たままだったTPP、憲法改正など

の議論が白熱してきそうです。 

広 島選挙区では、自民党の当

選議員の選挙事務所で、市

長も登壇して万歳三唱をしていま

した。自民党から推された市長な

のでお祝いにいくのは当然といえ

ば当然なのかもしれません。しか

し私は、国際文化平和都市の市長

が憲法改正を主張し、インドとの

原子力協定をすすめている安倍首

相のため書き(必勝等と書いてあ

る大きな激励ビラのこと)の前で

両手をあげて笑顔でいることに違

和感がありました。また日本は、

80カ国以上が署名した核兵器の非

人道性に関する声明には署名をし

なかったのです。広島市民をはじ

め被爆者のみなさんはそれに驚き

抗議をしました。その平和都市の

代表である市長と右傾化する安倍

政権がどこかで手を繋いでいるよ

うに思えます。私は二度と戦争は

してはならない!!広島の悲劇は繰

り返してはいけない!!と思ってい

ます。これは譲れないことです。 

お りしも麻生副総理が集会で

「憲法改正をナチス政権の

手口を学んだらいい」という暴言

を述べ、世界中から非難を浴びて

います。本人は、そんな意図で発

言したのではないと撤回したもの

の、さすがに自民党の幹事長は火

消しにやっきになっています。政

治家である人のとんでもない発言

として、橋下市長の慰安婦発言、

副総理のナチス発言、全く情けな

いというか恥ずかしいという

か・・・この人たちが日本の政治

のリーダーとして

活動しているので

すから、がっかり

です。 

広 島市議会６月議会では、議

長、副議長選挙でもめて、

議事が止まり、結局議会 終日は

翌日の深夜１時に終了するという

事態になりました。議長、副議長

は何故か 大会派から選出される

ことは決まっている (?)ので、前

もって会派のなかできちんと調整

していれば、こんな時間の無駄遣

いにはなりません。また時間だけ

ではなくお金もムダになりまし

た。議員52人分の費用弁償(日当)
と議会事務局職員の超過勤務手

当、夜間中に使用した電気代など

すべて税金なのです。 

こ の1年の始まりがこんな状

況だとこれからどんなこと

がおきるのやら。広島市議会は男

性議員が圧倒的多数の男社会。

『ワシが、ワシが』の権力闘争が

おきがちで、そちらに議員活動の

時間のほとんどをさいているので

は？と邪推したくなる方も･･･。

もっと政策論議に時間をかけるべ

きです。 
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2013年6月 議会報告 

… 質疑 … 

～原案否決、修正案可決のワケ～ 

この6月議会の補正予算では、旧球場跡地の基本計画の予算870万円が大問題に!! 

  この6月議会をもって、総務省からきている副市長の

佐々木氏は退任し、新たに厚生労働省から西藤氏が着任

しました。典型的な地方への天下り人事でしょう。腰を

すえて広島のために頑張ってくれる「パートナー」を選

任するという考えが市長にはないのでしょうか。   

 私は元副市長とは挨拶をする程度で話をしたことはあ

りません。夕方になると、なぜだか大会派の部屋に出向

き、調整をしている姿はよく見かけましたが。新しい副

市長も松井市長の残りの任期の2年間の予定だと思いま

す。東京に早く帰らないと次のポストがないのかもしれ

ませんから。元副市長が2年間で残した広島市での成果

はいったい何？だったのでしょうか。 

 

～甘い情報セキュリティー～ 

消防局の情報管理は、正確で迅速??? もっと辛めの対応を!! 

  消防局の情報システムの運用についての内部監査では

「おおむね適正に処理されていた」と報告されていま

す。しかし、監査期間中に防災メールの誤送信 (2月14日
13時36分・操作練習用と登録配信用を間違えて配信し、

河川が決壊したと市民に誤った防災メールを流した) が
ありました。 

  私はこの件を無視しているのではないかとツッコミま

した。報告では、そのことには全く触れていないので

す。 また民間のコンサルタント会社が行った外部監査で

は、定期的に変更されているパスワードが関係する担当

者に伝えられていない、バックアップの世代監理がされ

ていないという2点が指摘されていました。にもかかわ

らず、これらも内部監査には反映されていません。 

  いったい何が「おおむね適正」だったのでしょうか。

間違いを認めてその原因を探り、よりよい行政をめざす

ための監査です。適正の意味が違っていませんか？ 

～副市長人事･･･ 国からの2年交代～ 

参勤交代のような広島副市長人事！もっと腰をすえて。 

 原案決定のプロセスへの不信、再燃したサッカー場の要

望など様々な事情が重なって、旧球場跡地問題の原案が

否決されました。しかし元凶は、市長がビジョンを明確

に示さない、決定を先延ばしにしてきたことだと思いま

す。市長は市民からの意見を聞いて、3月に「水辺、文

化、緑地」の機能をもつよう整備すると、いったん方向

性を示したにもかかわらず、サッカー場の要望が出たら

「サッカー場も視野に入れて検討する」と。風見鶏のよ

うな対応です。先が見えにくいので、余計に不信もでて

くるのです。私は市長の政治手法は八方美人になりすぎ

て、かえって自分のやりたいことがやれない状況に追い

込まれていると感じます。まず、ビジョンを示して正面

突破すればいいのです。木っ端微塵になっても粘って、

前へ前へと進むのがリーダーです。 

 私は、調査費のうち絵図面作成費などを削り267万円と

する修正案に賛成しました。9月議会に向けて市長がどう

立て直し、どう動き始めるのかをこの目でみたいと思っ

たからです。市長は報道からコメントを求められ「非常

に衝撃を受けている」と発言しています。支援してくれ

るはずの 大会派から提出された修正案が可決されるな

んて思ってもみなかったのでしょう。広島市議会は魑魅

魍魎世界なのです。これからが市長の正念場です。 

基本計画を構成する素材の検討・原案 

項目 金額(万円) 
前提条件の整理(現状把握、敷地分析、先行事例調査) 267 
施設の規模・配置の概略検討 247 
概算事業費の検討 115 
絵図面の検討 241 

合計 870 

議 員 質 疑 

監 査 報 告 質 疑 

金額(万円) 
267 
247 
115 
241 
267 

削除 

修正案 
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★経済観光環境委員 

今期の役割が決定！ 

 新しく発足した特別委員会です。 
①地方分権の推進について 

②行政改革の推進について 

③公共施設の老朽化対策について 

④住宅団地の活性化について  

   調査研究します。 

★都市政策特別委員会 

原爆ドームが世界遺産になって、はじめ

ての本格的な耐震検査が行われました。 

  国は自殺対策基本法を平成18年に制定しています。そこには、自殺には社会的な要因があること、地方自治体

には、自殺予防をはかること、自殺未遂者・自死遺族などへの対策の責務があることが明記されており、そのた

めに法制上、財政上の措置を講ずるとされています。 

  広島市の実態は、15年間にわたって年間200人を超えています。全国の傾向と同じで、男性が女性の2倍強で、

30代から40代が多いのが特徴です。 

  自死遺族の会が、広島ではじめてたちあがって、講演会

がありました。遺族の方のお話は胸に迫るものがあり、自

殺という言葉が残された家族のこころを痛めていること、

どんな専門家にも遺族は癒されないこと、遺族への差別や

偏見があることを話されました。 

  私は以前、厚生委員会において「自殺を自死という表記

に変えるべきではないか」と提言したことがあります。当

局は研究するということでとどまっています。全国自死遺

族連絡会も同様の要望を提出しているそうです。 

ひとり研修 

「小さな一歩・ネットワークひろしま」 自死遺族の会 

 いままで保存工事がされていましたが、今回はレンガのなかに埋め込まれた樹脂やモルタル

の強度を詳細に調査するということで、壁の一部をくり抜いての作業です。 

 私もヘルメット持参

で、調査に行きまし

た。近くに住んでい

るので、外からはよ

く見ているのです

が、内部から見るの

は初めてでした。 

 人間でいえば、一部臓器を取り出して、病変があるかどうかを検査するということになるの

でしょう。医療の進歩も目を見張るものがありますが、建築の現場も耐震をはじめ様々な工

法が用いられていることがわかりました。 

 いま、老朽化した橋など

からの落下物が課題になっ

ています。建物、橋などの

構造物のメンテナンスをい

かにするかが、市全体の大

きな課題です。 （原爆ドームに住む猫） 

 私は議員になって10年たちます。『不祥事』ファイルとして

広島市が報告としてあげたA4用紙《不祥事についての内容報

告・処分結果》を時系列で綴じていくことにしています。また

事件に関連した新聞記事なども同時に保存してあります。その

厚さはすでに3.7センチ。この7月からなんと2冊目に突入しま

した。読み返すと傷害あり、窃盗あり、詐欺あり、盗撮あり、

万引きあり、飲酒運転ありと枚挙にいとまがありません。 

 服務担当課長が不祥事のたびに頭を下げて回っています。担

当課長は何度か変わりましたが、職員の意識は変わりません。

市長は職員が逮捕されたときのみ、陳謝するそうです。 

 懲戒処分は、地方公務員法第29条に基づいており、大きくは

免職、停職、減給、戒告の4つがあります。免職の場合当然、

退職金が支払われません。 

職員の不祥事 公務員の不祥事があとを絶ちません…。 



 

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2013.5～2013.8 

●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 

5/11  ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ(RFL)実行委員会 出席 

12 冒険遊び場救急ミニセミナー 参加 

21 消防上下水道委員会 

23 中区大手町2丁目女子会 参加 

25 
日本尊厳死協会中国支部会 理事会出席 

活動交流センターの情報交換会 参加 

26 ｳｨﾒﾝｽﾞ･ｷｬﾝｻｰ･ｻﾎﾟｰﾄ(WCS)がん患者会 実施 

28 
大都市税財政対策等特別委員会 傍聴 

タカノ橋市政報告・相談会 

30 都市活性化委員会 傍聴 

31 人にやさしいまちづくり特別委員会 

6/1 緩和ケアを考える会 参加 

4 原爆ドーム 調査視察 

5 安佐市民病院 視察 

6/6 ふくしま被災者支援打合せ 

8 RFL実行委員会 出席 

9 ふくしま被災者支援ネットワーク(ゆいぽーと) 参加 

11 会派勉強会 

12 
教育委員会会議 傍聴 

中区大手町2丁目女子会 参加 

18 本会議(市長説明) 

21 本会議(一般質問) 日本緩和医療学会(横浜) 

22 日本緩和医療学会(横浜)  

23 高齢社会をよくする女性の会・広島(WABAS) 総会打合せ 

24 本会議(一般質問) 

25 本会議(一般質問) 

26 

27 
常任委員会 

28 本会議(議決) 

30 WABAS総会 

7/2 Wenet会議(ゆいぽーと) 出席 

10 大都市税財政対策等特別委員会 傍聴 

13 RFL実行委員会 出席 

16 広島県女性議員クラブ総会 出席 

17 経済観光環境委員会 

18 会派勉強会 

19 地域包括支援センターでの講演会講師 

23 教育委員会会議 傍聴 

28 日本尊厳死協会中国支部会 理事会出席 

8/3～ 平和市長会議  参加 

7 福岡県看護協会研修会講師 

6 原爆の日 各式典参列 
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＊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。 

Kyoko’s  selection 

≪－ヒロシマの仏石写真集－地蔵の記憶≫ 

発行者；清水 顕  

発行所；ひろしま女性学研究所 

被爆二世のカメラマンの秀作です。市内のお寺に40

体あまりある被爆したお地蔵さんが記録されていま

す。写真展はロサンゼルスでも開催されています。 

≪被災地から問うこの国のかたち≫ 

著者；玄侑宗久、和合亮一、赤坂憲雄  

発行所；イースト新書 

脱原発を訴えている福島県ゆかりの

人々が真実を求めて発言しています。 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2013広島開催!! 

  ■■■ ごあんない ■■■ 

がん患者や家族らが、がん征圧への願いや連帯を目指して24時間歩き続けます。がんで悩むことのない社会を

実現するために募金活動を行うチャリティーイベントです。収益金は、がん患者支援活動に役立てられます。 

日時：2013年9月15日（日）13：00 ＜開場 12:00＞ ～ 16日（月）13：00 (雨天決行)  

場所：広島市立広島特別支援学校（南区出汐４－１－１）   

参加賛同費：1人1,000円（高･大･専生 500円、小･中学生 無料） 

詳しくはホームページをご覧ください。URL http://rfl-hiroshima.jp/ 

 梅雨明け早々の頃、すでに空は真夏の太陽が照り付け、
夏本番の到来!!その日の朝も暑い1日が始まり、事務所
に到着した頃には汗だく。「馬庭さん、今日も暑いです
ね～。ちょっと空気を入れ替えましょうか」と窓を開け
たら、蝉の声が聞こえてきました。「あれ～馬庭さん、

蝉が鳴いてますよ、今年初蝉ですぅ」「あらそう、ちょっと前か
ら鳴き始めてるわよ」「不思議ですね～、蝉って梅雨明けがわか
るし、登っていく樹がわかるし。もしおっちょこちょいの蝉がい
たら、『アッ間違えちゃった』って引き返してたりして(^^ゞ」
「そうそう蝉といえば、以前に市民の方から抗議のお電話をいた
だいたことがあるわ」蝉のことで抗議･･･?? その内容とは「とあ
る川沿いの遊歩道整備の際、街路樹の根元ギリギリの所まで硬い
土で固めてしまっているようです。大変です、蝉への虐待です。
あれでは樹にもよくないが、蝉の幼虫が出てこられないです
よ。」早速馬庭さんは現場を見に行き、市役所の担当課に連絡!! 
1週間後にはすべての木々と蝉が難を逃れたということだったよ
うです。必死で生き抜いてきた小さな命を市民の方の声と馬庭さ
んとの連携で救えたんですね～感動です。しかしいつもながら馬
庭さんのスピード解決、アッパレですね(*^^)v （大田） 

マンモグラフィー検査は無料です。

先着60名まで ! ! 


