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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。 

 6月議会で議長選挙があるのでは？と

いう噂があり、議会最終日には、マス

コミが朝早くから議長の所属会派控室

の前に陣取っていましたが･･･現議長が「私は辞めませ

ん」と宣言し、選挙はなくなりました。私は、任期も

残すところ1年、このままでもいいと思います。副議長

は、1年交代が通例ですが、現任の副議長も続行という

ことで、波風立たず静かな議会となりました。 

 各議員が所属する今議会の常任委員会の構成が発表さ

れ、私は念願の厚生委員会のメンバーとなりました。 

 6つの常任委員会の委員長は議長が指名します。今回

は珍しく、消防上下水道委員会委員長に共産党議員が

就任しました。ちなみに共産党をのぞく委員長ポスト

はすべて議長の所属する大会派の所属議員です。 

 来春は地方統一選挙ですし、各議員いろいろな思いで

それぞれが動き始めています。号泣議員、危険ドラッ

グ議員などのような人を議員にしないようにしっかり

と目を光らせなければなりません。 

私 は、議会に提出された『集団

的自衛権の行使容認反対』の

意見書(市の公益に関することについ

て、国に対し議会の意思をまとめて提

出する文書)に賛成しました。が、結

果は否決!!「ここは、広島です」と

声を大にして言いたい気持ちでいっ

ぱいです。全国で200超の自治体の

議会が可決し国へ提出しました。本

来ならば広島県議会・広島市議会で

は当然可決されるべき内容でした。 

ち ょうど、安倍首相が閣議決定

する7月1日と意見書の議決が

重なり、私は気持ちがピークに達し

て、なんとしても『憲法9条』は守

りたいと燃えていました。特に、公

明党に･･･普段は『平和の党』と標

榜していますので･･･注目をしてい

ましたが、広島の公明党議員は採決

時に退席しました。後の新聞報道に

よると、公明党本部は6月10日には

すでに行使容認を決定していたの

に、実際には、6月末のギリギリに

なって地方議員を集め説明会を開き

理解を求めたと言うのです。やるこ

とが非常に不透明で説明責任をはた

していません。 

広 島の知事も市長も、集団的自

衛権の行使などを認める閣議

決定に対しコメントをしています。

今年8月6日の平和記念式典での平和

宣言の中に、それがどのように反映

されるか大注目と思っていたら、広

島市長はそのことには触れませんで

した。残念です。式典で驚いたの

は、広島市議会議長の式辞に集団

的･個別的自衛権に関する内容が盛

り込まれたことです。若い人たちの

政治離れや右傾化も心配していま

す。戦争を知らない世代が、どんど

ん増加し戦争体験者が自然減少する

なか、『命(いのち)』について伝え

ていかなければいけないとつくづく

思います。 

一 方、地域主権という流れで、

地方議会はしっかりと自立し

ていかなければなりません。少子高

齢化で税収も低下し、財政も厳し

く、人口減により自治体が消滅する

という報告もあります。いまこそ、

市民と議員が行政・市長への監視能

力を発揮させていかなければなりま

せん。しかし、最近話題となった都

議会のヤジ、兵庫県の号泣議員、神

奈川県の危険ドラッグ(脱法ハーブ)

議員、青森県平川市では20定数のな

かで15人が選挙違反で逮捕されるあ

りさま。・・全く地方議員の実態に

目を覆いたくなります。同じ議員と

して、私は穴があったら入りたい気

持ちです。「広島市議会はどうなの

か」と尋ねられ、振り返ってみると

政務調査費の2重取りや飲酒運転な

ど新聞沙汰になったことは数しれま

せん。政治倫理から

逸脱していても、再

び選挙で当選すれ

ば、市民の代表とな

ります。 

ま た、地方の首

長が提案する議案に修正案や

対案など積極的に話し合われている

のは全国では10％程度で、残りの

90％の議案は話し合いもなく議決さ

れています。これではなにもかも行

政にお任せで本来の役割が果たせて

いません。ですから、市民側から

「議員の数を減らすべき」「報酬を

削減すべき」という声が上がるので

す。今回、議会改革推進会議が開催

され、話し合いがされましたが、芳

しい結果はでませんでした。結局、

南区における議員1削減が可決さ

れ、定数は54となります。 

地 方議会では女性議員が圧倒的

に少数です。現在、地方議会

1788自治体で約34000人の議員がい

ますが、そのなかで男性が占める割

合は90％。男女共同参画社会はス

ローガンのみで、実質は男性社会の

中での「ルールづくり」が先行して

います。もっと政策決定の場に女性

を増やしたいと心から願っていま

す。これからは、どの世代も女性も

男性も力を合わせていく時代なので

すから。 
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2014年 6月  

議会報告 

2つの会社 ２つの公益財団法人 

請求漏れは広島市の失態も一部あります。寝耳に水という市民の怒りは心情的にはわ

かります。口座からの自動引き落としの際、銀行等の通帳への記載を「水道料」だけ

でなく「水道・下水道料」と印字してはどうですか？下水道料金を支払っているとい

う意識が高まり、こうしたトラブルが防げると思いますが・・・ 

諮問(しもん)とは？  
専門の委員会にかけて、結果(答申)を得ること。 

人権擁護委員の選任事案、審査請求など。 

諮問第14号 異議申立てに対する決定についての質疑 

市民の怒りはもっともです。再発防止策は考えていますか？ 

 再発防止策として  

 ①事務処理マニュアルの充実や下水道使用料の賦課確認に係るダブルチェックの徹底  

 ②建築業者や指定工事店に対し、工事手続きを必ず行うよう周知  

 ③水道局と連携して、水栓情報の提供を受け現地確認を実施 

2014年8月からは、使用者にお配りする『使用水量のお知らせ』に下水道使用料が賦課されて

いないことがよく分かるよう表示変更することにしています。 

 法人の経営状況  ～経済観光環境関係～  

私のツッコミ 

質疑をしました 

 下水道局が何年にもわたって下水道料金（水道料金と一緒に請求）の請求漏れをしてきました。それが監査で

発覚し調査すると、なんと2000件近くも。原因は、事業者の無届け･散水への転用、そして事務処理ミスです。   

 未収の下水道料金を各個人や企業に請求したのですが「請求漏れをした広島市が悪い！私たちに払う義務はな

い」と2つの事業所と5人が市長に異議を申し立て、諮問委員会が開かれました。が、審議の結果は棄却でした。 

流通センターK.K（経済企画課） 産業振興センター（ものづくり支援課） 

観光コンベンションビューロー（観光政策課） 

地下街開発K.K（商業振興課） 

Q：トラックターミナルの稼動率は、現在64.9%と 

  いまひとつです。大口のテナントが退去し、 

  ほとんどが小口の借手です。人件費削減に頼 

  るだけでなく、もっと営業や何かしらの工夫 

  が必要では？ 

A：若い女性をターゲットにして店舗を拡大して 

  います。最近は、エステサロンや美容院が増 

  えました。ベンチも7ヶ所増えて、待ち合わせ 

  やひと休みに良くなりました。 

Q：役員報酬が578万円アップしていますがなぜ 

  ですか？ 

A：副市長の兼任を変更し専任一人を雇い入れ 

  たためです。 

新規事業は数えるほどしかなく、 

仕事量は変わらないのにアップする理由が見つ

かりません。今までは、兼任でも成り立ってい

たでしょう?･･局長天下りのために報酬を上げた

ということなんでしょうか!! 

A：少しずつ、黒字計上を保っています。 

Q：地下街の店舗は若い女性だけでなく、もっと 

  幅広い世代を対象にしたほうがいいのでは？ 

  また、旧市民球場のイベントとリンクさせる 

  等の企画は？ 

Q：OB職員より若いアイディア豊富な人材を 

  雇用したらいかがでしょうか？ 

A：これまで若い職員を採用してきましたが、 

  H25年についてはOB職員を再雇用しました。 

そもそも行政は商売が苦手。 

でも、始めた以上工夫して頑張るしかありません。 

これからの観光にはICTの技術を 

駆使できる力やグローバルな視点が 

必要です。若い職員を雇用すべきです。 
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★厚生委員 

トピックス 
広島市の国民健康保険料の更なる激変緩和措置を求める決議案を提出 !! 

 2014年4月より、国民健康保険料の算定方式は、従来の『市民税方式』

から『所得方式』へ変更されました。それにより一気に保険料が2～3倍に

増額した世帯があり、苦情が広島市に殺到しました。 

 今回のことを受け苦情を含め問い合わせが約27000件と例年の4倍近くな

り、担当課や区役所の窓口では対応に追われています。算定方式の変更

で、大幅な増額を強いられた市民には、不公平感や自分たちにしわ寄せが

きたと感じるのも無理のないところです。 

 可決 

 担当局の想像以上の抗議に、

急きょ緩和措置として一般財源

から補完し、保険料金の負担を

減額することを健康福祉局が表

明しました。 

 『所得方式』していないのは政令都市の中で、広島市・仙台市だけなので、国から、早急に各都市と足並み

を揃えるようにと指導をされ、今回、変更にふみきりました。 

 国保料の未徴収などもあり、昨年も24億円も繰り入れています。が、今回はさらなる激変への緩和措置をと

いうことで、決議案を提出し、可決されました。 そもそもこれだけの抗議があると予想しなかった担当局も

どうなってるんだ？というのが私の感想です。数年かけて軟着陸する必要があったのでは？ 

＊市民税方式・・総所得金額等から基礎控除及び扶養控除等の所得控除額を差し引いて計算した市民税の所得   

                割額に保険料率を乗じて計算する方法 

＊所得方式・・総所得金額等から基礎控除額のみを差し引いて計算した基礎控除後所得額に保険料率を乗         

              じて計算する方法 

＊緩和措置・・これまで市民税が非課税であった世帯などが対象 

＊大幅な増額・・扶養控除や住宅ローン控除を受けていた世帯 

 常任委員会  ～経済観光環境関係～  

市内には、観光案内所が4つあります。どれも表記がまちまちで、統一性がありま

せん。“おもてなし”“国際平和文化都市”を掲げるならば、ピクトグラムを利用

するなどして海外からの旅行者にもっとわかりやすい表示を！ 

性暴力被害者支援施策を勉強に 

         岡山県・岡山市へ 

『トイレはこちら』では

外国人にはわかりません 

ローマ字と併記で「City 

Hall」も入れるべきです 

広島ブランドの海外プロモーション事業 !! ･･･618万3000円･･･ 

フランスで、広島ブランドを売り込むものです。 

総額2550万円規模の事業で、広島県や経済団体も費用を負

担しています。広島市は職員2人を1週間程度派遣します。 

私の質問 広島市としては何を売り込みますか？ 

答弁 これから考えます。 

もちろん現地視察は大事ですが、ある程度のビジョンを

もっていくことは大事ではないですか !! 広島県の企画に

負担だけ求められたような気がするのは私だけ・・・？ 

観光政策について 

ピクトグラム例 

国際表記/ 

一般に「絵文字」

「絵単語」などと

呼ばれ、何らかの

情報や注意を示す

ために表示される

視覚記号のひとつ 

今期の役割 

が決定！ 
★都市政策特別委員 

岡山は県市ともに全国初、 

犯罪被害者支援条例を制定しました。 

VASCO(性犯罪被害者支

援団体)と県内の産婦人

科医会と県警が協力し

あって推進しています。 

えっ??? 

フランス語の案内がある 

と書いてあるのに品切れ！ 



 

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2014.5～2014.8 

●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 

5/9 広島市議会改革推進会議 出席 

18 中区民スポーツ大会 「ピピオの家」総会 出席 

21 常任委員会 

28 認知症講演(己斐公民館)  参加 

6/3 都市対策特別委員会 

9 広島市議会改革推進会議 出席 

11 都市機能向上対策特別委員会 

13 会派勉強会 

14 広島市立大学開学20周年記念式典 参列 

15 ウィメンズ･キャンサー･サポート患者会 参加 

19 本会議(市長説明) 

22 中区自主防災会 第67回広島県ろうあ者大会 出席 

24 本会議 

25  本会議 

26 本会議 

27 本会議 

29 中区民バトミントン大会 第7回ユニカール交流大会 出席 

7/1 本会議(議決) 

8 広島県女性議員クラブ会 

9 中区PHC(自死遺族のつどい） 参加 

10 大都市税財政対策特別委員会 出席 

14 舟入むつみ園・矢野おりづる園慰問 

15 文教委員会 消防上下水道委員会 

18 ヒロシマ賞(広島市現代美術館) 

23 建設委員会 経済観光環境委員会 

24 安心・安全社会づくり対策特別委員会 

27 社会的養護研究会(広島弁護士会館) 

28 厚生委員会 総務委員会 

8/5 公務員追悼式典 参列 

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 

≪ルポ 介護独身≫ 
著者；山村 基毅 発行所；新潮社 

 
 日時：2014年 8 月 26 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） 

青 空 市 政  

報告・相談 

≪里山資本主義≫ 
著者；藻谷 浩介 発行所；㈱KADOKAWA 

  非婚、少子化に伴う現象で、高齢の父母兄

弟をかかえて介護しているシングルの人たち

の実態です。生々しい事実の中に、これから

迎える社会のゆくえをみる思いです。 

 各地域の実例をあげながら、都市も地

域も暮らしも大きく変わる“ヒミツ”が

書かれています。発想の転換が大事であ

る、ということを考えさせられます。 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014広島(尾道) 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：2014年9月14日（日）13：00 ＜開場 12:00＞ ～ 15日（月）13：00 (雨天決行)           

場所：しまなみ交流館・ベルポール広場(駅前港湾緑地)◆JR山陽本線「尾道駅」徒歩1分  

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/ 

マンモグラフィー検査は無料です。

40才以上の方対象  

 事務所スタッフは二人が曜日をきめて出勤

しています。馬庭さんが外から事務所に電話

をかけた時、たまたま勤務日を交代したス

タッフが電話に出ると「あっ えっと・・わ

たくしです^^;」とちょっとひと呼吸、間が

空きます。こちらもそれにつられて、いつも

ならスムーズに挨拶するのに言葉に詰まりま

す。電話のあちらとこちらで「あっ・・・・えっと～」

そして同時に「アハハハ」と大爆笑。どうも馬庭さん、

一瞬「あれ、私、曜日を勘違いしているかな？」と混乱

するのだそうです。 

スタッフさえ議会中などは、馬庭さんに会えない日々

が続きます。でも、こんな些細なことでも笑えると「あ

～今日もお元気で活動されているんだな(^^♪」と、なん

とも穏やかな気持ちになります。議員よちよち歩きの頃

から、自分の目で確かめ、自分で判断し、自分で行動し

ようとする自立した議員のスタンスは、今でも変わるこ

とはありません。ホッとする存在でもある馬庭さんって

チャーミングですよね(*^^)v (大田) 


