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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。 

 4期目が始まりました。自分自身の

中では「もうそんなに時間が経った

の???」と思うようなスピードです。

60歳を過ぎると時間の流れが加速す

るというのは本当だと実感します。 

 今春の選挙で当選した議員の最高年齢は80代という

凄さ。政治家にも定年制を導入したらどうかと議論

がよくでますが、見渡せば70代はずらり。 

 しかし今回の議長選出は、50代と一気に若返りが図

られました。臨時議会の議長選挙は、わずか数十分

の大どんでん返しで選出された新議長です。私の議

員生活3期12年間で、自分よりも若い議長は初めてで

す。50代は老眼にはまだ少し時間があり、記憶もま

だ確か、IT関係にもついていけます。期待が高まり

ます。 

 行政側は60歳で定年ですから、私より年齢の高い人

はいません。4期目だから出来ること、言えることが

あると思います。挨拶、言葉遣いなどなど、ずっと

気になっていたことがたくさんあります。嫌われ役

承知の上で、キッチリ言わせていただきます。 

被爆から70年の節目 アストラムライン延伸の事業化？ 

 今年は被爆70周年の節目の年です。平和記

念式典では今年はじめて全面テントとなり、

齢を重ねた被爆者の方々や市民のみなさんに

とって随分しのぎ易いものとなりました。 

 安倍総理も来ましたが…挨拶

への拍手はまばら。憲法解釈

変更の閣議決定への批判も

あったのでしょう。松井市長

の平和宣言では安保法制には

一切言及せず、淡々と核廃絶の必要性を述べ

るにとどまりました。14万人が犠牲になった

広島市の市長としては、安保法制に反対と明

言するべきでした。残念でなりません。 

 9日の長崎の式典では田上市長が平和宣言の

中で、安保法制に言及した際、市民が一斉に

拍手をもって同調しました。市民の気持ちと

市長とが一体なのだと感じました。 

 安保法制は「違憲」と全国で有識者等が声

をあげています。灼熱地獄のなかで身体を焼

かれ、未来を絶たれた広島市民の絶望やその

後の辛苦を考えると、平和の尊さ、恒久平和

を訴え続けることは広島市民の責務だと思い

ます。様々な負の遺産を整理し次なる世代へ

伝えていくことが今、求められています。 

 市長はアストラムラインを延伸する計画を提

案してきました。広域公園前駅からJR西広島

駅までの区間を『新交通西風新都線』と位置

付け、概ね15年後の完成を目指す事業です。

五月が丘団地～石内東開発地経由～己斐中央

線の全線を通り西広島駅に接続するルートで

単線構造を基本としています。 

 この延伸事業に570億円!! となっています。

本当に今、アスラムラインの延伸が必要なの

でしょうか? むしろ高齢者に多い『買い物弱

者』を守るために、地域密着型の細かいバス

路線網を張り巡らすべきではないでしょう

か。「年間1億2000万円の利益がある」と説

明しますが、広島市から無利子で155億円、

平成36年度までに有利子で163億円、合わせ

て318億円の借金!! 市民の市債額も右肩上がり

なのに、これ以上の借金を重ねるのはいかが

なものでしょうか? 

また、己斐地域のアストラム幹線には急勾配

があり、一旦事故や故障がおこると自力回復

ができないという欠点があります。もっと慎

重な政策提案が必要だと思います。 

 これからの4年間も政策を吟味し、本来議員

の役割である行政監視を果たしていきます。 



2015年6月 議会報告 
補正予算について、議案質疑をしました 

● 『女性が再就職しやすい職場環境づくりモデル事業』 について 

● 『魅力ある都市づくり推進事業』 について 

この事業は、出産等で離職した女性が再就職しやすい職場環境を整えるよう、地元企業にはた

らきかけるもので、3年程度モデル事業として実施する予定です。 

この「出産等」の「等」は、介護離職を視野に入れているのですか？ 

結婚、出産・育児、介護・看護といった、女性に特に多い事情により、離職を余儀なく

された方の再就職を促進することを目的にしたものです。介護離職も含まれます。 

またこの成果はどういう手法ではかるのですか？ 

どれだけ多くの女性が再就職できたか、また期間終了時には企業の改

善実例や再就職した女性の意見等を取りまとめた事例集を作成し、そ

れを活用して他社にノウハウの提供・意識啓発を図る予定です。 

県と共同で懇談会・シンポジウム等を計画し、1000万円予算が計上されていますが、すべて

コンサルティング会社に委託しています。予算を計上した担当部署が案を作るのが本来のや

り方だと思います。 

職員のチカラで遂行できないのはなぜですか？ 

1000万円かけるシンポジウムの目標集客数は300人程度と聞いています。費用対効果

はどう認識していますか？ 

市域・県域の発展をけん引する役割を担っていくために充実すべき都市機能を検討し、具体的な

施策につながるアイディアを得るため、また他都市の都市活性化事業や枠組みを調査・分析する

には、幅広い視点や専門的な知識・経験を有する業者への委託が必要と考えました。 

具体的には、シンポジウムの開催に合わせて比較的新しい手法である

ワールドカフェを開催し、多様な意見を収集できると考えています。ま

た集客人数は、シンポジウム300人、ワールドカフェ100人を目標に、

様々な広報を行いできるだけ多くの方々に来てもらえるよう努めます。 

● 『ひろしまわがまち2015航空写真パネルの作成』 について 

政令指定都市移行35年・被爆70年の記念として、市全域の航空写真を22枚(本庁・各区役所等に

設置)作成します。予算は775万円となっています。ちなみに、広島市は固定資産税課が適正課税

をはかるために、毎年3500万円かけて撮影しています。調べると他都市(神戸市・岡山市・北九

州市)は３年毎(固定資産税の見直しごと)に撮影しています。福岡市は撮影していません。IT技

術が発達していますし、国土交通省の国土地理院においてもHPから航空写真が購入できます。 

本当に経費削減の知恵をしぼった予算計上ですか？もっと検討をしてみてはいかがですか？ 

財政局固定資産税課が保有する画像データを利用することや作成枚数の見直しを行い

ました。例えば全市版のパネルを作る場合だと、データを基に必要な修正を行いなが

ら１枚の完成地図を作成し枚数を複写し重ね合わせることでパネルを

作成します。削減の視点は実施段階でも必要なため、作成方法やパネ

ルの材質等の見直しなど対応していきます。 

本来、出産や介護が

あっても離職せずに

続けられることを考

えるべきです!! 

私の指摘を受けて、こ

の答弁になりました!! 

市民団体でも200万

円 ～ で、1000 人

は集めることが

できます。甘い

予算立てです!! 

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 
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● 『データヘルス計画の策定』 について 

視察報告（消防上下水道委員会・厚生委員会・建設委員会） 

 

 
《安佐南区砂防ダムの視察》 

《動物管理センターの視察》  

《二葉山トンネルの視察》 《広島修道院の視察》 

《高陽浄水場の視察》 

《原爆ドームの視察》 

《総合防災センターの視察》 

広島市はこれから取組むということですが、どのように展開し成果を見込みますか？ 

データヘルス計画とは、保険者(健康保険組合等)が保有するレセプト(診療報酬明細書)や、事業

主から提供された健康診断データなどの情報を活用し、加入者の健康づくりや疾病予防、重症化

予防を行う事業のこと。平成22年度に広島大学大学院が開発したプログラムを利用する取組で

す。呉市はいち早く採用し、年間3億円余りの医療費削減等の成果を出しています。これをみた

厚生労働省がこの原型を採用し全国に波及しました。日本人の死因の約6割は生活習慣病が占め

ています。このシステムを活用して保健指導し、重症化を防ぐことで、医療費を削減できます。 

 ≪私は平成22年から提案してきました!!≫ 

  

地域によって対象施設がなかったり、特定の人しか利用しない施設に税金を投入することに

平等性は感じられず、具体的なプランがないですがどのような活性化を期待していますか？ 

年5回公衆浴場に無料の日を設け、人数に応じた金額を補助するという事業です。対

象の公衆浴場は14施設(中区6、東区1、西区4、南区2、安芸区1)で佐伯区、安佐北

区、安佐南区はありません。それぞれに地域特性があり、歓楽街に位置する浴場、地

域密着で昔馴染みの浴場もあります。 

『公衆浴場での住民交流事業』について (厚生委員会) 

データ分析により、例えば生活習慣病の患者のうち、将来重症化するリスクの高い方

を見つけ出し、主治医と連携して、食事や運動等の保健指導を行う。あるいは継続的

な受診が必要なのに一定期間以上放置している方を見つけ出し、医療

機関への受診を勧奨するといったことが可能になると考えています。

医療費削減については、人口規模から考えれば、呉市の数倍の効果が

期待できると考えます。 

「たねこ」という名の老犬 

物価統制のしばりがあるので、最後の1軒になるまでやります。 

早く取組んでいれ

ば、すでに成果が

出ています!! 

 そもそも『住民交流』という目的が狙いではなく、後づけで考える

から政策的にアンバランスになり困ることになるのです。 

しかし、未だに物価統制が残っているとは…仰天!! 

消防上下水道委員会 

厚生委員会 
建設委員会 
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 今期の役割 

が決定！ 

★ 都市魅力づくり対策特別委員会 

★ 消防上下水道委員会委員長 

★ 議会改革推進委員会 

＊新たな観光資源の創出 

＊スポーツの振興 

 を調査研究する委員会 

 

2014年4月～2015年3月までの馬庭恭子分の会計

です。余剰金となった1,151,684円は返還しました。 

情報公開可能となっています。いつでも閲覧を。 

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

 

 

日時：2015年 9月 3日（木） 

     13：30～15：00 

場所：タカノ橋商店街 

 ふれあいYOUプラザ前 

青空市政報告・相談 Kyoko’s  selection 

≪改定介護保険法と自治体の役割≫   

 広島市の介護保険改正に伴う動きとして、 

 H29年度までに要支援1・2の対象者の一部が市町村事業になります。 

 対象者の選択、新たな基準作りなど課題山積です。増大する介護費用と    

 介護保険料の値上げ等どのようにバランスをとっていくのかが課題です。 

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2015.5～2015.8 

5/14 

15 
臨時議会 

18 臨時議会 

27  中区大手町2丁目総会 出席 

6/3 消防上下水道委員会 中区行政懇談会 

5 国土交通省ヒアリング 

7 女性目線の防災(ゆいぽーと) 参加 

9 会派勉強会  

14 性暴力を考える会 出席 

15 本会議(市長説明) 

19 本会議(一般質問) 

22 

23 
本会議(一般質問) 

24 

25 
常任委員会 

25 本会議(議決) 

7/5 中区スポーツ大会 参列 

８ 女性団体・女性議員交流会 出席 

9 正副委員長会議 

10 大都市税財政対策特別委員会 出席 

12 厚生委員会 

21 建設委員会 

22 中国消防技能指導会 参列 

26 クリーン太田川 参加 

27 消防上下水道委員会 

28 県助産師会ヒアリング 

8/1 袋町学区慰霊祭 参列 

5 
原爆死没公務員追悼式典 参列 

韓国人原爆犠牲者追悼式典 参列 

6 原爆の日 各式典 参列 

21 会派勉強会 

24 

25 
9月議会に向けてヒアリング 

26 タカノ橋バタバタまつり 参加 

編集後記 

私は費用弁償全額・期末手当20％ 私は法務局へ供託しています 

広島市議会議員には、報酬・費用弁償・期末手当が『報酬』として支払

われます。それとは別に、政務調査費(政治活動のための費用・上記参

照)もあります。 

費用弁償とは、議員が議会や委員会に出席するたびに一律1日8,000円～

5,000円支給されるものです。給料にあたる『報酬』とは別に支給され「報

酬の二重取りだ」と、私はずっと反対してきました。また期末手当とは、

年に3回支給されるボーナスのことです。 

まにわ恭子ニュースはこの47号からリニューアルしまし

た。多くの方からのご要望にお応えし、文字サイズを大

きくしました。それに伴い、4面全体を市政報告としま

す。今まで『kyoko watching』ご愛読いただきましてあ

りがとうございました。（高井・大田） 

私は費用弁償全額、期末手当20％を法務局に供託しています。(報酬は条例で

「受け取り拒否」ができないので、法務局に一時的に預けておくことにな

り、5年経過すると国庫に入ります) 私以外では、8名の議員が費用弁償を、

1名の議員が期末手当20％(加算分)を供託しています。 

発行所；㈱自治体研究社 

著者；伊藤周平・日下部雅喜 

  大手町5丁目  
商店街中央あたり 

2014年度政務調査費収支報告 


