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恭子の議会つれづれ

広

島を襲った土砂災害は、市
民にとって忘れられない悲
劇となりました。最近のゲリラ豪
雨は想定外の出来事を引き起こし
ます。あの夜、ピンポイントで集
中した雨が安佐南区、安佐北区を
覆いました。経験したことのない
豪雨・・どんなにか恐ろしかった
でしょう。犠牲になられた74名の
方々とご遺族の方々に心からのお
悔やみとお見舞いを申し上げ、犠
牲者のご冥福をお祈りするばかり
です。
害に関しては、なんといっ
ても初動態勢の在り方がそ
の後を決定します。今回の災害へ
の広島市の対応について検証委員
会が開催され、指摘されたことが
数多くあります。それらをこれか
ら、ひとつひとつ丁寧な議論をふ
まえながら、改善・修正していか
なければなりません。マニュアル
の見直しをはじめ新たな仕組みの
導入など大変な作業になると思い
ますが、118万の市民のいのちを
守る重要な政策です。私も議会の
なかで積極的に発言していきたい
と考えています。

災

と

ころで、リーダーの役割と
はなんでしょうか。今回の
災害対応で真のリーダーとはなに
かを考えてしまいました。市長は
災害後の会見で「寝たり休んだり
しながら」「秘書から報告を受
け」「自分の身の安全をはかるた
めに」などと全く信じられない発
言。私は一般質問においても市長
にその危機管理意識の希薄さを問
いただしました。しかし同じ答弁
を繰り返すのみで、なんの反省も
そこにはありませんでした。
当にこの市長で大丈夫なの
かと思ったのは私だけでは
ありません。議会のなかでもそう
いった声が前より大きくなってき
ています。どの分野でもそうです
が、こと政治の世界ではリーダー
を見誤るととんでもないことにな
ります。
まの安倍総理大臣もしかり
です。消費税をめぐっての
大義のない解散による総選挙。約
630億円もかかる選挙の結果は自
民党の大勝。安倍さんの思い通り
の結果となりました。消費税の陰
に隠された大きな争点である『原
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広島土砂災害が起きて早や3ヶ月。全
国から義捐金が集まり、本当に有難い
かぎりです。広島市議会も、東日本大
震災の時には積み立をしていた互助会
から550万円を支援しました。
東日本大震災3・11で被害を受けた仙台市議会では、
議員報酬を削減し、5800万円を捻出して復興に充てま
した。そこで私と数名の議員は、議会でも支援を募ろ
うと考えました。公職選挙法で寄付行為は禁じられて
いるので、仙台市同様『議員報酬を削減することで捻
出し支援に』と議員提案で呼びかけました。が否決。

発』も
『集団
的自衛
権』も
信任さ
れたと突っ走っていくつもりで
し ょ う。そ して、戦 後最 低 の 約
52％という投票率はあまりにも多
くのものを子孫に背負わせること
になったように感じます。
選挙が終わると地方統一選
挙がやってきます。地方主
権、地方創生の言葉が飛びかって
いますが、地方議会を活性化し、
新たな展開を可能にするために選
挙は重要です。市民のみなさんに
も真に必要な人材は誰なのか、ど
うかよく見極めていただきたいと
思います。号泣議員や酒気帯び議
員や議員を家業にする人などはご
めんです。
つて、婦人参政権を獲得し
た市川房枝さんが「清潔な
政治」という言葉を使われまし
た。こんな時、市川さんの言葉が
ジ～ンと心に染み渡ります。いろ
いろな意味で『清潔な人』を選び
たいものです。

総

か

行政視察を取りやめるという提案が決定しました。額
ではないにしても、自らの身を切ってという態度がみ
られないのは、なんとも情けないことです。市民が
困った時にこそ、議員はチカラを発揮しなければなら
ないと思います。
横浜の年金暮らしの方から友人を通して、現金封筒･･
中には2万円と「どうぞ被災された方々に直接届けてく
ださい」という手紙。このような温かい心が全国から
たくさん寄せられているのに、と思うのは私だけで
しょうか。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

議会
活動報告

2014年度9月議会
本会議で一般質問をしました

犯罪ゼロ社会をめざして !!
特殊詐欺（オレオレ詐欺や架空請求詐欺等）
は増加しているのではないですか？
回答；上半期だけで前年度（1億8800万円）の約
1.7倍(3億2000万円）になっています。こ
れからも消費者センター等と協力し防止に
努めます。
被害者は、高齢者の女性が多いという特徴がある
ので、そこに重点をしぼる知恵を出すべきです。

性暴力被害者がすぐ駆け込めるところが必
要だと思います。市民病院など医療機関に
ワンストップ支援機能を取り入れたらどう
でしょうか？
回答；マニュアルに沿って対応していきます。
提案が効果的と思われれば県、県警と相談
してすすめていきます。

2014年9月17日～ 9月30日
≪ 一部を紹介します ≫

国民健康保険の誤請求 !!
国保の保険料の計算式変更により保険料が2~3倍にな
る市民もあり、苦情が2万件以上あった事は前回の
ニュースレターで報告しました。なにか間違いがあ
るのではないかと疑い、私は担当者に何度も確認し
たのです･･･ ところが実際には単純な計算ミスで、
約10万世帯に対し計35億円も多く請求していたとい
うことが判明しました。国から補てんされる35億円
を総額請求から差し引かないまま請求していたとい
うのです。
まったく初歩的ミスです。上司をはじめ、複数で確
認し合うのが当たり前の仕事ではないのでしょう
か･･･ 謝罪や責任はどのようにとるつもりですか？
回答；新しい請求書を再発送する際、お詫びを同封
します。
あたりまえです。職員のミスによる誤請求だったので
すから!!! 処分を含め厳正な対応をするべきです。

佐賀県の場合は、地方独立法人佐賀県立病院好生
館相談支援センターの中に設置されています。医
療機関の中にあると心身ともに安心ですよね。

保 険 料の 再計 算 費用・印 刷 物・郵 送費 等あ わせ て
1600万円の再請求の経費は誰が支払うのですか？

性犯罪ワンストップセンター(24時間 365日対応)

外注によるシステムでの保険料計算経費
通知書の印刷や封入封緘に要する経費
郵送料

性犯罪・性暴力の被害者に対し被害直後からの総合的
な支援を可能な限り1ヶ所で提供することにより、被
害者の精神と身体の回復を図り、さらに警察への被害
届出促進・被害潜在化防止などを目的として行う所

実相に近い再現をめざして !!
広島平和記念資料館の改装に伴い、被爆再現人形
は撤去することが決まりました。焼け焦げた弁当
箱等の実物のみの展示となる予定のようです。被
爆者団体も「実際にはもっと悲惨だった。実情に
即していないので、人形の撤去に同意する」とい
う意見だと聞いています。確かに「物」は実物が
残っていますが、「人」は亡くなっているので
す。被爆の実情を伝えるためには、「人」を見え
なくしてしまうことは間違っているのではないか
と思います。「子どもが怖がる」等のご意見に
は、展示の方法を工夫して対処すればいいことで
す。最新の技術を駆使し、より実相に近く「人」
を再現し、展示すべきではないですか？
回答；提案については効果的な展示にするための
ICT技術を活用した手法での再現が可能かど
うかについて、情報収集、研究をします。

合計

300万円
500万円
800万円
1600万円

回答；税金で支払うということになります。
職員のミスを市民の税金で対応するなど許せませ
ん。担当局の職員全体で自腹を切るべきではない
でしょうか!! この1600万円は本来使わなくても
よかったお金です。

この新しい展示は被爆70年を機に取り組むとい
うことです。改装工事中に70周年記念式典を迎
えます。とてもバタバタとします。70周年を無
事に迎えてから取り組めばいいのに。

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

平成26年度決算特別委員会

2014年10月8日～ 10月24日

決算特別委員会の各分科会で総括質疑をしました

≪ 一部を紹介します ≫

市長のコンセプトのひとつに、ワークライフバランス推進があ
ります。しかし一向に市職員の時間外手当は減少しません。むし
ろ増加傾向にあります。長時間労働をしているからでしょう。
平成25年度の時間外手当は、なんと(@_@)

約41億円!!

時間外手当について

時間内に集中して仕事を終えて早く

帰ることが労働省の官僚だった市長の仕事ではないでしょうか？

もっとも時間外手当が多いのは、人事課、教職員課、防災課です。
過
去
の
時
間
外
手
当
の
推
移

年度
時間外手当(千円)
人件費に占める
割合

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度 平成25年度

3,662,379

3,678,572

3,502,424

3,770,374

4,125,249

4.00%

4.00%

4.00%

4.50%

5.10%

松井市長の任期中

広島市のお台所事情

《 市債残高について 》

平成25年度一年だけの広島市の決算は、税金等の収入9563億円、支出は9478億
円、約85億円の繰越です。が、一般会計の市債残高(借金)は、1兆700億円!!
一般家庭で言う貯金(財政調整基金・減債基金等）1213億円を引いても、赤ちゃ
んからお年寄りまで一人当たり約153万円の借金があります。
今回のように予期しない災害のために突然の出費が必要になることもあります
し、何より次の世代に負担を残さないようにするには、やはり事務事業の見直し
をはじめ、職員の時間外手当等の削減をすべきです。そう思われませんか？

議案質疑
と

反対討論

第94号議案 広島市まちづくり市民交流プラザ条例等の一部改正について
命名権の対象を、市所有の施設に適用するための条例改正です。

～ 今までは下記の3施設が対象 ～
＊エディオンスタジアム広島 年3300万円(3年間)
＊マツダズームズームスタジアム 年3億1500万円～2億2000万円(5年間)
＊広島文化学園HBGホール 年1200万円(4年5ヶ月)

この3つ以外の66施設を対象とするという内容の議案でした。
結果は原案通り可決です。
が、その後

命名権公募の対象となる
施設を選択する際、それ
ぞれの事情を十分吟味し
ていないと思い
私は反対しました!!

広島市江波山気象館は市の文化財で、しかも被爆建物です。
こういった施設は命名権の対象施設にすべきではありません。
もっと丁寧に議論をする必要があります。地域住民の声をきいたのでしょうか…

ここからが広島市役所の不思議！
議案が原案通り可決された後に、地元から抗議があった一部の施設については公募の対象からはずしたのです。
議会で討論答弁し議決した内容を、地元のご意見があったからといって、勝手に変更するのはいかがなもので
しょうか？そもそも地域の声を聴かないですすめた広島市の姿勢に問題があるわけです。
市議会の決定をそんなに軽く見てもらっては困ります。変更したいのなら再度議会に諮るべきでしょう!!
＊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!!
8/18 厚生委員会
20～

安佐北・南地区土砂災害発生
災害関連情報収集活動

26 タカノ橋青空市政報告・相談会
27～ 安佐北区災害ボランティア 参加
31 保育セミナー 参加

10/2 日本尊厳死協会 公開講座 参加

11/10 大都市税財政対策特別委員会

3 決算特別委員会(全体説明)

13 消防上下水道委員会 講演

4 県立広島南特別支援学校創立100周年記念祝賀会 出席

15 子どもの権利講演会 参加

8 決算特別委員会(総括質疑)

17 ひろしまドリミネーション2014開会式 参列

9 議会改革推進会議

19 議会改革推進会議

12 広島市スポーツ･レクリエーションフェスティバル 出席

9/1～ 安佐北区災害ボランティア 参加

26 中区大手町2丁目女子会 参加

19 ウィメンズ･キャンサー・サポート患者会

9 都市機能向上対策特別委員会

17 本会議(市長説明)

30 市川房枝生誕120年記念事業in広島 参加

23 中区大手町2丁目女子会 参加

14~15 リレー・フォー・ライフ・ジャパン尾道 参加

12/1 会派勉強会

24 決算特別委員会(討論)

2 全員協議会

25 CNS事例検討会(大阪) 参加

18 舟入高校体育祭開会式 参列
22 本会議(一般質問)
24~25 本会議(一般質問・議案質疑)

29

3 都市政策特別委員会

安心･安全社会づくり対策特別委員会
社会福祉政策研修会

5 本会議(市長説明)
6 ぴあナース広島カフェ講演会 講師

30 臨時議会

10~12 本会議(一般質問)

11/1
日本スペシャルオリンピックス(福岡) 参加
～3

26~29 常任委員会
30 本会議(議決)

13 高齢社会をよくする女性の会･広島 講演会 参加

8 広島県看護協会 地域包括ケア研修会 参加

10/1 会派幹事会

15~16 常任委員会

9 中区バレーボール親善大会 出席

■■■

21 常任委員会
24 中区卓球大会 出席

15~17 決算特別委員会

5 講演 税制調査会 出席

2014.8～2014.12

17 本会議(議決)

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014広島(尾道)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2014広島(尾道)」はおかげさまで
2014年9月14日～15日、しまなみ交流館・ベルポール広場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260万円を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がざいました。

そのときの模様をホームページでご覧いただけます。URL

女性の人口は半数を超えているのに、女性議員
は、ほんのわずか。そんな状態を憂う気持ちも
あって、出馬を決意した馬庭さん。皆さんのご
支援により議会に送り出していただき、来年で
3期目の任期を終えます。先日市川房枝さんの生
誕120年の記念事業に参加され、市川さんが87歳
まで現役で活躍されたことに感動されたそうです。「63歳
の私などまだまだひよっこ！ がんばらねば」と興奮した
様子で話され、来年にむけて準備をしなくちゃねと意気軒
昂です。初当選後、女性・ひとり・無党派の馬庭さんはあ
ちこちにぶつかりながら、わからないことは、何でも質問
し、政務調査費で使用したお金は領収書添付で全面公開、
年4回のニュースレターで議会報告・・・と傍らで見ていて
もがむしゃらに走ってこられた印象ですが、まだまだやり
残したこともあるようです。午(馬)年は終わりますが、来
年もがんばって走ってください！馬庭さん。(Ｔ)

http://rfl-hiroshima.jp/

青 空 市 政 日時：2014年 12月 29 日（月）13：30～15：00
報告・相談 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）

Kyoko’s selection
≪地域から変える 女性たちが変える≫
編集 発行；財団法人市川房枝記念会出版部
北海道から沖縄まで、男女共同参画社会をめ
ざして、女性たちが地域での社会活動を通して
変革してきた軌跡がよくわかります。

≪地方政治ドキュメントⅡ議会はあなたを待っている≫
編集 発行；公益財団法人市川房枝記念会
女性と政治センター出版部

人口減少社会で地方自治体の役割が重要で
す。しかし全国の女性地方議員は約 11%が現
実。挑戦する大切さを学べる一冊です。

●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。

