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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。 

集 団的自衛権の行使容認など、

安部政権は、憲法を論議する

ことなく、強引と思えるようなス

ピードで法律の解釈を変更しようと

しています。「憲法9条を守る日本

国民にノーベル平和賞を」という市

民活動があるように、今こそ、広島

市民の思いを明確にアピールしてい

く必要があると思います。 

さ て2月議会は、安佐市民病院の

建替えをめぐって紛糾しまし

た。市長の主張する移転か、現地建

替えかで地元は二分しました。病院

が移転することで近隣住民や商店な

どは影響が大きいと反対。一方、移

転予定先の住民は歓迎しています。

同時に議会もまっぷたつに。市長を

支持してきた自民党系の最大会派の

賛成で簡単に議決されるはずでし

た。が議決日に、最大会派の部屋の

扉に《党議中》の札がかかり開会が

できません。結局、10時に開催され

るはずが夕方4時の開会となりまし

た。それは選挙からずっと市長を支

えてきた最大会派が、この議案を

巡ってまとまれず分裂したからで

す。他の議員も職員も振り回され、

しかも傍聴に来られた市民の方々は

待たされて…傍聴をあきらめて帰る

方もいました。  

ま た議決方法についても、その

最大会派は本来『起立による

態度表明』であったにもかかわらず

急に『無記名投票案』を提出してき

ました。つまり、誰がどう賛成票を

投じるかが分からないようにすると

いう戦略です。そうすることで潜在

した賛成票が増えるという考えで

しょう。私たちは、賛成、反対、退

席など議員ひとりひとりの態度がわ

かることが大事であるとすぐ『記名

投票』にすべきという対案を提出し

ました。結果、安佐市民病院関連の

議決の投票方法は『記名投票』にな

りました。 

私 は考えに考えた末、移転賛成

か反対の議決で退席しまし

た。なぜ私が退席をしたかを説明さ

せていただきます。最大会派の７時

間もの政争で会議が遅れたことから

象徴されるように、今回の議決は

『移転か建替えか』ではなくて『市

長派か反市長派か』の議決の様相で

した。まず論じられるべきは医療の

中身です。また移転先の土地の値段

も決定していません。私は「もっと

議論をして欲しい」ということと

「移転先の土地に関する売却値など

の提示ができていない」等の理由か

ら、第3の選択である退席をしまし

た。市民から『退席は議員の権利放

棄だ』とお叱りを受けたり『あなた

らしい判断で敬意を表する』と褒め

られたりと反応は様々でした。この

安佐市民病院の移転に関する議案

は、9月議会か12月議会かに上程さ

れるのではないかと思い

ます。そのときまでには

分からない点を解決して

しっかりと態度表明をします。 

そ して3月は予算特別委員会と平

成26年度関連議案が提出され

ました。私は、市長の退職手当の

30％削減について50％削減の修正案

を提出しました。他の政令都市では

不支給を決定した市長もいます。ま

た他都市の削減額の平均は65％でし

た。行政改革をすすめるのなら、あ

まりにも削減額が少ないということ

を主張しましたが、賛成少数で否決

されました。残念です。  

次 の6月議会では、議長選挙など

もあるかもしれませんし、常

任委員会の所属変更もあります。し

かし私がずっと訴え続けてきた『議

員定数の問題』は早く決定しなけれ

ばなりません。会派によって定数削

減賛成・反対、削減割合もまちま

ち、しかも削減ありきではなく定数

を増やすという意見もあり、なかな

かまとまりません。議員1人削減す

れば、1期4年間で約7,000万円のコ

スト削減になります。なんといって

も20の政令指定都市のなかで市債残

高（借金）はワースト3位なのです

から。切り詰めていくべきです。ほ

とんどの議員が、選挙の時は『議員

定数削減』を訴えていました。本来

決まらないはずがないのです。 

 とうとう最大会派がまっぷたつに分裂し

ました。  

 今回、広島市立安佐市民病院の建て替え

問題が引き金と言われていますが、以前

からの積み重ねた思いがあるのではないでしょうか。 

 予想はしていたものの現実になると、大きな会派控室

をふたつに仕切り、入口も2ヶ所造る工事をすることに

なります。壁をつくったり、照明を設定しなおしたり、

椅子や机などの引越し作業などタイヘンなのです。 

 私は「任期満了まで1年間なので、そのままで部屋を

衝立やカーテンで仕切れば安くすむのに…」とボヤいて

いました。結局、調べてみると今回の最大会派分裂に伴

う会派控え室の整備費は220万円かかっていました。 

 民間ではまずありえないし、市民の眼からみると本当

にムダだと思います。はじめから議員ひとりひとりに小

さな仕切りで机、椅子、本棚、電話を与えていけば、勢

力地図がどうなろうが関係がないと思うのです。まぁ、

秘密談合の好きな方々には向かない方法ですが…。 

市議会 

こぼれ話 
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すべての予算特別委員会で 

質疑に立ちました !!    2014年 2月議会 3月予算特別委員会 

 議会改革推進委員会の議題で決定し

た、全員協議会室のディスプレイ設置。 

今年の予算特別委員会から画像や図表を

パソコンに取り込み、それを見せながら

質疑ができることになりました。 

 ☆ 安佐動物公園の活性化を!! 

 戦後、家族が楽しめる娯楽施設として発展した日本の動物

園。かつては、野生の動物を海外から輸入する業者が多く存

在し、動物がいなくなるとすぐに買うことができました。 

 しかし、1980年に締結されたワシントン条約で、希少な動

物の乱獲や輸出入を厳しく規制。金銭での売買は原則禁止さ

れました。動物園は、動物を確保するために国内での繁殖の

必要に迫られました。が、多くの動物園はスペースの狭さな

どの理由で繁殖に積極的に取り組んでこなかったのです。 

Ｑ 希少動物を保護するために、他の動物園との連

携した取り組みはどのようにしていますか? 

Ａ ひとつの動物園だけの活動では限界があるため、昭和

40(1965)年設立の公益社団法人日本動物園水族館協会に

加盟して、全国の動物園との連携を図りながら希少動物

の繁殖活動による種の保存に取組んでいます。 

Ｑ 動物も高齢化してきます。動物交換などの繁殖活動を

含めて、継続していくためにどのような工夫をしていま

すか？調べたところ日本は、日本タヌキとシンガポール

のコビトカバを交換で飼育している実績があります。 

Ａ 希少動物は、世界共通の財産であるという考え

方に基づき、動物の交換や貸し借りにより、各動物

園でのつがいや群れでの飼育を促進し、繁殖を活発

にする取組みを進めています。 

 安佐動物公園でも、クロサイの血統登録の管理者

として遺伝的な影響を配慮しながら、これまでに

15頭の繁殖に成功し、国内外の動物園の間でクロ

サイの貸出や交換を行っています。しかし、動物交

換は、双方に取得意思がある動物が一致しなかった

り、タイミングが難しいことや、人気動物を貸し出

すと経営に大きな問題を与えるといった課題が生じ

ます。このような課題にも対応しながら種の保存に

取組んでいる状況です。 

≪建設関係 24分≫ 

【その他の質疑】 *バスロケーションシステムについて 

紙面のスペースの関係で一部を記載します 

 

≪文教関係 21分≫ 

 トランス脂肪酸は心疾患のリスクが高い脂質で

す。権威あるFDA(アメリカの食品医薬品庁)では、

すでに全面禁止へ乗り出しています。一方日本で

は、食品中の表示を義務付けておらず、含有量に

関する基準値も示されていません。 

Ａ 平成25年1月に給食1食あたりの脂質やカロ

リーを減らすよう学校給食摂取基準が改正になっ

たので、平成26年度の献立内容の修正を検討して

います。また、マーガリン

に関しては脂質を多く含ん

でいるため、ご指摘の点も

踏まえ、別の食材に変更す

るよう検討いたします。 

Ｑ 脂質が多い給食マーガリンには、そのトラン

ス脂肪酸が含まれていますが、からだに及ぼす影

響を考えると、極力排除すべきと思います。別の

ものに変更するという選択はありませんか？ 

☆ 学校給食の安全性を高めよう !! 

 早速、活用しました!! 

今までの文字だけよりも解り易い

質疑になったと思います。 

 
60年の間、市議会

でこの件について

質疑をしたのは私

だけです。 

 現在、中学校夜間学級は全国8都道府県に35校あり、15歳

から80歳代の様々な人達が熱心に勉強に取り組んでいま

す。広島市には、二葉中学校と観音中学校の2校に夜間学

級が設置され、45名の生徒が在籍しており、貴重な学びの

場となっています。そのため夜間学級の指導体制を確立さ

せ、教育環境の充実を図る必要があると考えています。 

☆ 中学校夜間学級の充実を !! 

Ｑ 在籍生徒の状況、またどのよう

な授業が行われていますか？ 

Ａ 生徒数は年々減少

し、生徒同士の交流の

機会が限られ、学習も

個人差がある中、さら

に外国籍の生徒への日本語指導が必要で

あったりと課題が生じています。 

状況、課題を踏まえて、例えば2校を統合し分校

化して、教育条件や環境のレベルを上げるなど、

固定観念に捉われない柔軟な発想で、未来に向け

た中学校夜間学級の実現を、今後も取り組んでい

ただくよう要望します。 

提
案 

二葉中学校 

1953年(昭和28年)に開級されました 

観音中学校 

コビトカバ ホンドタヌキ 
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≪総務関係 46分≫ 

 ☆ 選挙の仮設投票所について !! 

 投票所の設置にあたっては、バリアフリーに対応して

いる施設の選定を原則としています。投票所が2階にあ

りエレベーターがない場合や建替え等により使用できな

くなった場合、代替施設として、適当な施設を確保でき

ないケースがあります。その場合は設置可能な公園等に

仮設投票所を設けています。 

Ｑ 広島市内に投票所はいくつあり、そのうち仮設投票

所はいくつありますか?  

また、仮設は何年前から設置していますか? 

Ａ 2013年では、広島市全体で274箇所、そのうち仮設

は中区1箇所、南区2箇所、安佐北区1箇所の4箇所で

す。設置は、13年前から7年前、4年前、1年前です。 

Ｑ 仮設投票所の設置に、1箇所あたりいくらかかります

か? また調べたところ、一般競争入札であるにもかか

わらず、ずっと1社のみの応札ですが、入札はどのよう

になっていますか? 

Ａ 1箇所造るのに240～290万円かかります。また、一

般競争入札で実施していますが、結果として、いつも

その1社が応札して決定しています。 

Ｑ 本当にお金をかけて仮設投票所を建て続けなければ

いけないのでしょうか。公的施設だけではなく民間施

設を借り受けることも視野にコストダウンを図るべき

ではないでしょうか？ 

Ａ 新たな施設の設置や主要施設の建替えがあれば、使用

可能かどうか設置者協議するなど早期の解消に向けて取

り組みます。平成27年度の統一地方選挙では、中区の1箇

所は近隣の幼稚園を借用できる見通しがたちました。 

☆ 性犯罪被害者支援について !! 

 私は、市議会議員になってから10年間、ずっと女性へ

の暴力被害者支援に対する質疑や提案をしてきました。

その結果、政令都市ではいち早く配偶者暴力相談支援セ

ンターが立ちあがりました。 

Ｑ 犯罪被害者(DV、強姦など)への支援の件数はどう

ですか? 

A 広島市へのDVの相談件数は811件で、昨年に比べる

と減少しています。DVは警察へ相談という認識が広

がったからだと思います。一方、強姦件数は昨年23

件、25年度は9月までの集計で14件です。ストーカー

件数は県全体の上半期197件、昨年の上半期145件と

上回り、昨年の合計363件となっています。 

Q 性犯罪などの事件が増加してきているのです。私は

半年前に『携帯電話から県警のフリーダイアル性犯罪

電話相談110番にできません。対応してほしい』と要

望を出しましたが、その後どうなりましたか? 

A まだ、できていません。 

 ☆ いわゆる『ゴミ屋敷』対策について !! 

≪経済観光環境関係 45分≫ 

Ｑ 広島市が把握している『ゴミ屋敷』は、昨年の9月

議会では2件のみということでしたが、その後の調査で

はどうですか？ 

Ａ 住民から本市に寄せられた苦情・相談により、現在

対応しているケースは11件あります。 

Ｑ 対策に取り組むにあたっての課題は何ですか? また

その課題への対応はどのようにしますか? 

Ａ ごみ屋敷になる理由としては、身体的な問題、セル

フネグレクト(自己放任)、本人が有価物と主張、人と

接点が持てない居住者などが考えられます。関連する

部局が連携し住居者との関係を築きながら既存の資源

を活用して解決に取組んでいます。 

Ｑ 対策に関する条例を制定することについては、どの

ように考えていますか? 

Ａ ゴミの処分だけでは根本的な解決に結びつきませ

ん。福祉的観点で生活再建や再発防止等も含めた適切

な支援が何より重要と考えます。先に条例を制定して

いる他都市の取組状況を踏まえながら研究します。ま

た一方で、国に対して法整備などの総合的な対策を行

うよう要望します。 

【その他の質疑】 

*『協同労働』モデル事業の実施について  

*広島発高齢者見守り支援システムについて 

 

≪厚生関係 87分≫ 

☆ セルフネグレクト(自己放任)について !! 

 セルフネグレクトとは、自分の世話をしない、自分を放

棄することで長い時間をかけて生命を脅かしていく行為。 

①身体が極端に不衛生   ②失禁や排泄物の放置 

③住環境が極端に不衛生  ④地域の中での孤立 

⑤不適当な金銭・財産管理 

⑥必要な医療・サービスの拒否 

⑦通常と異なってみえる生活状況 

⑧生命を脅かす自身による治療やケアの放置 

Q 全国調査では500世帯中2~3件の出現数というセルフ

ネグレクトによるゴミ屋敷が問題になっています。ここ

には、多くの課題があります。中でも社会から孤立して

いる人たちが圧倒的に多いですが、こういったケースに

どのように関わっていきますか？ 

A 大事な課題だと認識しています。それぞれの関係部

局と連携を取りながら対応していきます。 

縦割りだけではなくて横との連携も密にしなければ、

この高齢社会では対応しきれない課題です。窓口を明

確にし、担当をつくればよいとも思います。 

提案 

【その他の質疑】 

*介護保険の見直しについて  *病院事業について  

*がん対策などについて    *認知症について  

*高齢者公共交通機関利用助成申請について 

【その他の質疑】 

*庁舎管理について *条例について 

 半年間、何も動いてい

なかったなんて…(怒) 
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本会議 

21 予算特別委員会打合せ 常任委員会 

22 「減らそう犯罪」中区民大会及び中区まちづくり講演会 出席 

24 常任委員会 

25 本会議(議決) 
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28 
予算特別委員会(文教関係) 

3/1 舟入高校卒業式 参列 大手町商業高校 参列 

2 ウィメンズ・キャンサー・サポートがん患者会 開催 
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4 
予算特別委員会(厚生関係) 
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6 
予算特別委員会(建設関係) 

7 予算特別委員会(経済観光環境関係) 

8 広島YWCA会議 出席 

10 予算特別委員会(経済観光環境関係) 

11 予算特別委員会(消防上下水道関係) 

12 
予算特別委員会(総務関係)  

国泰寺中学校卒業式 参列 

13 

14 
予算特別委員会(総務関係) 

15 WABAS広島認知症マップ勉強会(東区) 

17 タカノ橋青空市政報告・相談会 

20 袋町小学校卒業式 参列 介護保険懇談会(傍聴) 

23 がんの市民公開講座 参加 

24 予算特別委員会 

25 本会議(討論・議決) 

29 「科学者が語りあう戦争と平和憲法」講演会 出席 

4/6 
高齢社会をよくする女性の会・広島講演会 

         (家で死ぬということ～山崎章郎～) 

8 舟入高校 大手町商業高校入学式 参列 

9 袋町小学校 国泰寺中学校入学式 参列 

16 都市政策特別委員会  

21 常任委員会 

22 都市機能向上対策特別委員会 

26 女学院ホームカミングディ 参加 

 は
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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 

 
 日時：2014年 5月 19 日（月）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） 

≪社会の真実の見つけかた≫ 
著者；堤 未果 発行所；岩波新書 

青 空 市 政  

報告・相談 

≪家で死ぬということ≫ 
著者；山崎 章郎 発行所；海竜社 

  社会の中では様々な情報が流れていま

す。その中でどう真実を見つけ、自分が

どう判断をしていくのかを、取材してき

た著者が「情報を読み解く力」を身につ

ける大切さを解説している一冊です。 

「地域包括ケア」と一言で言って

もすぐできるものではありませ

ん。在宅医療の先駆者が「死」を

地域の中でどうとらえて実践して

いるのか。秀逸の一冊です。 

高齢社会をよくする女性の会・広島 

住み慣れた地域で最期を迎えたい…「家で死ぬということ」をテーマに東京・小平市で地域包括ケ

アに取り組んでいる山崎章郎医師にきていただきました。ひとりひとりの人生への向き合い方、地

域のつながり方、そしてなによりも医療や福祉はどうあるべきかを話していただきました。 

おひとりさまを支える地域づくり講演会報告（2014年4月6日開催） 

 馬庭さんと事務所スタッフは、ぐんぐんと

スマートフォンが普及する中、ガラケーを

持ち続けていました。それが最近、聞いた

ことのない着信音が鞄の中から♪♪「馬庭

さん、携帯が鳴っていますよ」「あらほん

とだ、ありがとう」「音楽変えられたんです

ね～」近寄ってきて「ジャーン! スマホ～

(*^^)v」と片手を腰に、この紋所が目に入らぬ

かと葵の御紋の印籠を見せる時代劇のように差し出したの

です。「うゎ～、すごーい!」と携帯もさることながら顔

を見ると、むか～しの人気ドラマ『奥様は魔女』でサマン

サ奥様が魔法をかけるときに鼻をピクピクって動かすみた

いに得意顔。「操作が簡単はもちろんだけど、なんたって

字が大きくて使いやすいのよ。早くスマホにすればよかっ

たわ」このたびの予算特別委員会では、他の議員を尻目

に、いち早くパソコンを使用して質疑し最先端を走ってい

ます。質疑ごとに調査し、必要な素材を的確に探し出し、

熱心に作成していました。「これでバッチリ!!」とやる気

満々。そんな馬庭さんだから「使いこなしているんじゃな

いですか～ちょっと見せてください」「いいわよ～」手に

したスマホをみると「あれ？らくらくホン？高齢者用で

は…」と思ってしまいました。知ってか知らずか「私はい

つも先取りよ」とニンマリ。「…… ^^;」 大田 


