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議員の約束!!

恭子の議会つれづれ
リーダーの責任とは？

安

倍首相は、衆議院選挙の時
には「原子力に依存しなく
てもよい経済・社会構造の確立を
目指す」と話していたように記憶
しています。が、参議院選挙時か
ら公約を変更。数を力に福島の原
発事故の問題点をはっきり国民に
説明しないまま、原発再稼働、原
発輸出に精をだしています。他に
やることがたくさんあるのに、被
災地の人たちのことはどうなって
いるのですかと声を大きくして言
いたい。ところが先日、日本政府
は「原発ゼロ」を目指すべき、と
あの小泉元総理が声をあげまし
た。今まで自民党であなたも原発
を推進してきたのではと思いまし
た･･･が「考えは変わるものだ」
というわかりやすい？説明に妙に
納得。そういえばドイツのメルケ
ル首相も、東日本大震災の後いち
早く、原発廃止へ シ フトしまし
た。私は、独首相の勇気あるリー
ダーの決断と評価しています。
「トップの責任」をつくづく感じ
ます。

て、広島県のトップを選ぶ
県知事選挙は、公示前から
「もう結果がわかっている、湯崎
さんの勝ち」という感がありまし
た。予想どおり、湯崎さんの2期
目がスタートしました。ところで
公示後に湯崎さんが、立候補の挨
拶回りに市議会の会派控え室に来
られました。私は チ ャンスだと
思って「広島県はがん対策日本一
なんでしょう。がん対策推進条例
は、いつ提案するのですか?どう
なっているのですか?早い成立を
願っています。」と詰めよりまし
た。しかし明快なお返事はなく、
握手だけして帰ってしまいまし
た。いきなりのオバサン攻撃に後
ずさりしていたと他議員から茶化
されました。多く の がん患者に
とって、とても大事なことです。
県全体を網羅できるがん対策推進
条例を要望しているのに、いった
いどうなったのだろう、今までい
ろいろ意見をまとめて、提出した
ものはどこにいっているのだろう
と疑心暗鬼になっています。

決算特別委員会では、今年度決算の審
査をします。予算どおり使用されている
か、流用はない か、不要額は多くな い
か、政策としての成果はどうかをチェッ
クする委員会です。委員会では大きな会派から順に委員
長･副委員長が選出され運営されます。財務をはじめと
する多くの資料をもとに各委員が質問します。総括質疑
時間の制限はありませんが、大体ひとり当たり30分から
60分内で質疑する場合が多いのです。
24年度決算特別委員会で、質疑に登壇した古株議員が
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例には行政か
らの提案と議
員提案の2種類ありま
す。議会とは立法府
ですが、広島市にお
いてこの10年間、議
員提案で策定した条例は、議会基
本条例のみです。うかうかしてい
たら何も進みません。時間を無駄
にしないように、様々な条例制定
にむけて私も力を注ぎたいと思い
ます。特に県、市ともに「公務員
改革」がすすんではいません。こ
こにぜひ切り込んでいきたいで
す。また自分たち の ことである
「議会改革」について、市はこれ
から議会改革推進会議で定数削減
をどこまでするか結論をだす予定
です。私は、議員定数削減賛成、
費用弁償(日当)廃止を10年ずっと
訴えています。これから市民のみ
なさんの生活は消費税をはじめ厳
しい局面を迎えます。議員が率先
して削減に力をいれなければなり
ません。議会改革はじめ市民の皆
さんの生活に必要な議案を議員自
ら上程できるよう頑張っていきた
いと思います。がん対策推進と議
会改革に関わる条例は私の大事な
約束ですから。

全く決算に関係がない内容で60分も！愚痴とも思える市
長批判を繰り返しました。その議員、いままでは市長
べったりだったのに…。さすがに多くの議員が疑問を抱
いたと思います。しかも質問の途中で「決算書をみても
いないし、みたくもない」という発言をしたから、私は
ビックリ!! 議員としてあるまじき姿勢です。
その後の臨時会で、決算委員長報告の後に、決算特別
委員会のあり方について「こんなことではいけないので
はないか。決算審議にふさわしい質疑にすべきだ。」と
いう発言がありました。そのとおり！と拍手です。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

一 般 質 問
質問

ツッコミ

2013年9月
議会報告

大災害から2年あまりが経過しました。広島
の経験を活かし被災地への支援、避難者への
支援をしていくことが必要だと思います。今
までどのように取り組み、これからどう支援
していくのですか?
ま た市長自ら福島へ行くことは必要ではあ
りませんか?

長崎市長は、この2年間で、すでに2度に
わたって 7市1村を訪問しています。実際
に現地訪問して、もっと積極的に声を聞
く こ と が 大 切 で は あ り ま せ ん か。リ ー
ダーとしてはいまひとつです･･･!!

一 般 質 問
質問

福島支援に本腰を入れて!!

答弁
被 災地等からの派遣要請に基づき、多くの職員を派遣
し、避難者には市営住宅の一時使用などさまざまな支援
を行ってきました。
被 災地の実態等については、仙台市長等から何度も話
を伺ったほか、派遣職員の体験報告会でも報告を受けた
ところです。
引 き続き的確に状況把握を行い、必要な支援を行いた
いと考えています。

ゴミ屋敷等についての実態は･･･?!

都 市 に ゴ ミ 屋 敷 や 空 家、廃 屋 が あ り ま
す。環境保全という意味でも現状を認識し
ておく必要性を感じます。特に高齢社会の
進む中、この課題は重要です。
今までどのように対応してきましたか?
ま た今後、どのように取り組んでいかれ
ますか?

答弁

ゴ ミ屋敷については、市民からの苦情や民生委員
からの情報を基に把握しており、現在2件対応して
います。居住者に道路にゴミを放置せず、たまった
ゴミは早く処分するよう指導を行っています。
今 後、対応が困難な事例について、実態や過去の
類似事例の把握を行った上で対応策を検討します。

ツッコミ

ほとんど実態はつかめていません。10年後 20年後を先読みした施策が必要だと思います。
取り壊し費用の融資、立入り調査権などの条例も考えるべきですが、ゴミをどうするかとい
う問題だけでなく、住人の生活支援も組み入れた対策を検討していくことも重要でしょう。

25年度 決算特別委員会報告（総務･経済観光環境関係)
ポイ捨て防止の人件費について

OB職員の人件費について
広 島市全体でOB非常勤職員は845人います。現役の時と

広 島市では、吸い殻、空き缶等のぽい捨て、飼い犬のふ

同じ部署に所属し、1年毎に更新をします。ひとり1日5.45
時間勤務で月給は17万円、時間給にすると1400円という条
件です。

んの放置、落書きなどを禁止し、きれいで快適な街にす
るために、H15年10月に『広島市ぽい捨て等の防止に関
する条例』を施行しました。10年経過し、皆さまのご理
解、ご協力によりゴミの量は約10分の1に減少しました。
しかし、ぽい捨て防止指導員は増えています。

質 公務員を減らしていく方向のはずなのに、このまま
疑 でいいのでしょうか。人数の削減が必要なのでは？
答 いまのところその契約となっています。見直しは考
弁 えていません。

広島平和記念式典の人件費について
毎 年１回の大式典では、約900人の職員が動員されます。
そのための時間外手当だけで3300万円がかかります。

質
疑

正職員で対応すると職務命令で時間外手当がいりま
す。事務指導員に業務をしてもらってはどうか？

答 事務指導員(OB非常勤職員)はその部署での業務に対応
するということになりますので、式典の業務には出す
弁

質
疑

4人を8人に増員しなければいけない理由は何ですか?
また人件費もひとりあたり458万円／年で、業務内
容と報酬のバランスがよくないのではないですか?

答
今後も条例に従って、指導員を活用していきます。
弁
私のツッコミ
いずれも人件費をめぐっての攻防なのです。条例
をかえるとか、契約を見直すとかの具体的な答弁
をひきだすことはできませんでしたが、予算特別
委員会で継続して質疑を行っていきます。

ことは契約上困難です。

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

下水道事業会計

意見を付して賛成討論しました!

平 成24年度下水道事業決算について、決算書の書面上の帳尻はあっています
が、公共下水道の利用の未把握、水道局への徴収依頼の事務処理ミスが判明!!
本来徴収できたであろう金額はそこにはあがってきてはいません。

広島市の請求漏れ報道を受け、広島県では内部調査した結果、わずか2ヶ月で廿日市市、三原
市、東広島市で同様な請求漏れが判明しました。

市 民の市政に対する眼は厳しいものがあります。広島市は『選択と集中』をかかげ
ていますが、厳しい財政運営の中、市民の皆さまに理解を求めなければならないこと
が多くなってきます。お詫びばかりしていては信頼を得ることはできません。漫然と
仕事をせず、体制をととのえ緊張感を持って取り組んでほしいものです。

中区青少年健全育成大会
青少年の健全な育成や青少年の声を生かし
た地域活動を促進するために開催されま
す。子どもたちの意見発表、活動発表、青
少年指導員の活動紹介などなど。

第8回アイラブ作業所まつり
聴覚 障が いに 加え て、他 の障 がい を併 せ持 つ仲 間
が、生き生きと働ける場として1999年4月に誕生し
ました。手話や触手話などのコミュニケーション手
段を通して、仲間をつくり、互いに成長しながら、
豊かな生活を築いていけるよう頑張っています。

スペシャルオリンピックス日本･広島
創立15周年記念イベント

公園遊具のチェック

知的発達障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニ
ングとその成果の発表の場である競技会を、年間を通じ
て提供している国際的なスポーツ組織です。非営利活動
で、運営はボランティアと善意の寄付によっておこなわ
れています。これらのスポーツ活動に参加する知的発達
障がい者の人たちをアスリートと呼んでいます。

私の市議会での質問がきっかけとなり、
公園や学校の遊具チェックのための研修
が行われました。

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

まにわ恭子の走行記録

Run! Kyoko!!

8/13 ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ(RFL)SOGO前キャンペーン 参加

9/13 本会議(市長説明)

14 白島学区体協 参列

15 RFL SOGO前キャンペーン 参加

14 中区大手町2丁目敬老会 出席

21 会派クラブ会

15
ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2013広島 参加
16

22 市民相談

16~ 決算特別委員会
19 青少年育成大会 参列
22

19
20 本会議(一般質問)
24

24 皆実高校同窓会(有朋会) 出席
26 タカノ橋バタバタ祭り 参加

25 常任委員会(消防上下水道/文教/建設)

30 病院事業局勉強会 参加

26 常任委員会(総務/厚生/経済観光環境)

31 車いすダンス大会 参列

27 本会議(議決)

26 島根大学(講義)
28 中区大手町2丁目女子会 参加
30 臨時本会議
11/5 WABAS認知症マップ勉強会(安芸太田町)

29 姜尚中講演会 参加 よい保育勉強会 参加

4 RFL市長表敬訪問 同席

30 オットー･ハーン講演会(広島大学東千田キャンパス) 参加

5 議会改革推進会議 出席

日系3世と平和記念資料館表敬訪問
平和市長会議 参加

23 決算特別委員会(討論･採決)

27 中国電力 視察

9/3 安心･安全社会づくり対策特別委員会 傍聴

2013.8～2013.11

10/3 決算特別委員会

7 難病団体と会合
10 ウィメンズ・キャンサー・サポート患者会 開催

6 会派勉強会

4 広島女学院大学同窓会 出席

7 景観シンポジウム 参加

6 アイラブ作業所まつり 参列

13
14 経済観光環境委員会 視察
15

9 総括質疑

19 教育委員会会議 傍聴

8 児童虐待シンポジウム(東区福祉センター) 参加
9 RCCラジオ番組 参加
12 都市政策特別委員会 出席

■■■

10 日本尊厳死協会中国地方支部（公開講演）

22 議会改革推進会議 出席

13 広島市スポーツ大会参列 WABAS講演会参加

24 マギーズセンター講演会

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いたしました「リレー・フォー・ライフ・ジャパン in 広島」はおかげさまで
2013年9月15日～16日、広島市立広島特別支援学校において多数の参加者を迎え、無事に終了いたしました。
日本対がん協会に、がん治療・啓発に役立てるための資金170万円を寄附することができました。全国開催で
は5500万円寄附することができました。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
馬庭さんが出席する会議は、市議会だけではあ
りません。市民活動のグループ・・女性の会、
男性の会、若い方の集まり、お年を召した方の
集まり、町内会、と様々です。どの集まりとは
申しませんが「あそこのあれを、これにこうし
たらどうかね」とかって･･･何をどうしたらいい
のか、分かったようで分からない会話が行き来して、みん
なで吹き出したことがあるそうです。時々？ではあります
が、馬庭 さんと話を していたら「ところで、あれはどう
な っ た か し ら ～ あ れ よ あ れ !」と か「ほ ら ほ ら、そ れ
～･･･」とか。「あれって、何のこと？」「ほら～それって
どの件？」周りのものは、今日までの会話をたどって「こ
そあどの答」を手繰り寄せる(@_@。馬庭さんは、毎日忙し
いスケジュールをこなし、考えることもいっぱいあって、
頭の引き出しに指示代名詞の状態で圧縮ファイルで収めら
れているんじゃないかな～これを元に戻すには時間がかか
るのかも(*^^)vこの解凍時間の長短を、老いのバロメー
ターにしてるみたいですよ。「あら～またあれって言っ
ちゃったわ～やれやれ」と苦笑いの馬庭さんです。(大田)

http://rfl-hiroshima.jp/

青 空 市 政 日時：12月 10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
≪チャレンジ！『光とともに…』が遺したもの≫
著者；鳴母ほのか
発行所；秋田書店
知的障がい者が楽しくスポーツできるように活動
を支援している団体(スペシャルオリンピックス)の
活動を漫画にしたものです。

≪はなちゃんのみそ汁≫
著者；安武信吾・安武千恵・安武はな
出版社；文藝春秋
乳がんの母親が、自分の残り少ない時間を使って４
歳の愛娘に、食の大切さと料理法を教えます。遺児
はなちゃんがひとりで調理できるまでの物語です。

●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。

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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＊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。

