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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。 

 号泣議員の裁判が「本人欠席」とい

う異例事態になったと報道されてい

た。なんでも取材にきたマスコミの数

が多く、号泣議員はパニックになった

という。「議員はあんな人でもなれるんかー!?と市

民から言われる」「あの議員に投票した住民は

ショックだろう」「実際に誰がよい議員かわから

ん」など、議員や市民のなかで話題沸騰。有権者へ

『どの議員がどのような主張をしているのか』とい

う情報を何とか身近に届けられないものか。 

 その方法の１つに候補者の氏名、経歴、政見等を掲

載した『選挙公報』がある。条例に従って発行され

るもので、国政選挙や都道府県知事選挙では既に実

施されている。候補者の主張を公費で有権者に届け

る選挙公報は、無党派の新人にとって特に大切だ。 

 広島県議会は、無投票選挙や投票率の低下に伴い選

挙公報の発行を決定した。一方広島市議会は、議会

改革推進会議でやっと話し合いが始まったばかり

で、いまや政令指定都市で選挙公報がないのは広島

市だけとなった。私は今まで幾度か選挙公報発行を

提案してきたが「今となっては時期が遅い」「予算

がとれない」などという理由で先延ばしにされた経

緯がある。次回選挙にはなんとしても選挙公報の発

行を勝ち取りたい。 

市議会 

こぼれ話 

パ リでのテロ事件は、遠く

日本にいる私たちにも大

きな衝撃を与えました。いまな

お、その恐怖は続いています。

グローバルな現代社会のなか

で、これからは日本も影響を受

けざるをえません。世の中が変

わってきていると強く感じます。 

今回、安倍首相は中国が軍事

拠点化をはかる南シナ海への

自衛隊派遣を検討すると日米

会談で述べています。大国との

外交のなかで安保法制による

自衛隊派遣の流れがおし進め

られていると思います。 

こ の広島では11月、平和

を希求し核廃絶を願っ

て、原爆、原発事故や核実験な

どで放射線による被害を受けた

と訴える人たちが集う  『世界核

被害者フォーラム』 が開かれま

した。世界10カ国から延べ900

人が参加。NGO団体が呼びか

け実施しました。国等の動きに

比較して伝わってくる熱気が違

います。広島市長も平和首長

会議で国内外に出向いていま

すが、なぜか熱意が伝わりませ

ん。平和行政だけではなく、他

の行政手腕も「さすがだね」の

部分が私には見えません。 

9 月議会終了後、引き続き決

算特別委員会が開催され

ました。昨年度決算についての

討議では  『なにも決定してこな

かった旧市民球場跡地問題』 

が非難の的になりました。さらに

安佐市民病院の移転について

は  『２か所に機能を分散させる

基本計画案』  がわずかな差で

可決され計画が動き始めまし

た。この機能分散案とは、現在

の病院の一部に医療機能を残

し回復期医療や緩和ケアに充

て、移転先の場所には、最先端

の高度急性期医療や災害時の

拠点となる病院を新設して2022

年春に開業を目指すとしたもの

です。この案は、議長判断で記

名投票となり全議員の意見が明

らかになりました。 

病 院 移 転 反

対 派 住 民

の署名は5万筆を

超え、その活動に

は大変な思いがあったと察しま

す。今回私は、①全面移転で

はなく日常診療の機能は残すと

いうところで折り合いをつけ前に

進めなければ、患者さんをはじ

め市民の皆さまに多大な負担

がかかると思ったこと ②私が提

案していた  《緩和ケア病棟設

置》  を新たに加えてあったこと

の２点で賛成にしました。 

こ れから迫りくる高齢社会

のなか 『住み慣れた我が

家で最期まで過ごす』 ことを中

心に据えれば、現在地の病院

は大切な拠点に生まれ変わると

思います。運営コストの心配も

ありますが、皆さまの安心につ

ながる医療機能をもつ病院にな

るよう、私は今後とも注視してい

きます。 
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議会 

活動報告 
〘2015年9月～11月〙 9月議会・26年度決算特別委員会  

本議会 一般質問  

★被爆70年平和宣言について 

 ★比治山の平和の丘構想について 

 ★ゴミ屋敷問題について 

●ビッグデータ・リーサスについて 

●水の都・広島の観光について 

●シュモーハウスについて 

●安佐市民病院の将来像について 

＜被爆70年平和宣言について＞ 

決算特別委員会 経済観光環境委員会 

◎『協同労働』個別プロジェクト立ち上げ支援事業補助金について 

◎広島発高齢者見守り支援システム開発プロジェクトについて 

◎山林における立木の推定蓄積量について 

◎ごみのないまちづくりについて 

 広島・長崎ではそれぞれの原爆投下の日に、全世界にむけて平和宣言が

発信されます。2つの平和宣言を比較すると田上長崎市長の宣言は格調が

高いと思います。彼が安保関連法案に言及し慎重審議を求める文章を安

部首相の前で読みあげたとき、会場の市民から2回も大きな拍手が沸き起

こりました。広島でも安保関連法案に言及すべきではなかったですか？ 

 

 

 比治山公園の中に被爆建物である頼山陽文徳殿があり

ます。この建物は50年間重要視されず、放置されてい

ました。建物の前には被爆樹木のソメイヨシノがあり

ます。これらの貴重な素材を平和の丘構想のなかに組

み込んでいく必要があるのではないですか？ 

  今回の決算特別委員会で、私は全体会での副委員長ならびに所管委員会(建設関係・消防上下水道関係)で

の主査を務めました。そのため委員会運営が主な役割となり質疑の出番が少なかったことが残念でした。   

 しかし所管外委員会(経済観光環境関係)では、しっかりと質疑を致しました。 

 ＜比治山の平和の丘構想について＞ ＜ゴミ屋敷問題について＞ 

「ムダな支出ではないのか?」「政策として効果があったのか?」「市民の利益になったの

か?」という視点から質疑をしています。 

借入金（市債）がなんと1兆832億6812万円!!!   

 赤ちゃんからお年寄りまで1人当たりの借入金額は91万2000円です。単年度決算としては市民１人あたりの収

入は48万6551円、支出は48万1960円でほぼトントンですが、今年度は新たな借入金もあり前年度に比較して

6000円の増加となりました。次世代に重くのしかかる…私はこの残高を減らすことが大切だと思っています。 

 

   

高齢者の耳に入れたワイヤレスイヤ

ホンで、常時体温や脈拍等を計り、体調を

チェック。そのデータを自分や家族、医師の

スマートフォンに伝達して緊急時に備えると

いうものです。でも聴力の低下した高齢者

は、耳に何かを入れるとさらに聞こえにくく

なる可能性があります。また市場調査どころ

か対象者へのヒアリングも実施されていませ

ん。担当者は地場産業の発展に役立つという

のですが、大いなる疑問です。全部で3000万

円近くの開発ですが、本当に成功しますか？ 

『協同労働』とは、全員が出資者で経営者かつ労働者

でもあるという新しい働き方で、元気な高齢者が働く

場として期待されています。立ち上げの時、ここを支援するた

めに単年度限りの補助金を出していますが、この継続性はどう

担保するのですか？ 

 また、これらの団体は地域包括ケアの事業として連携が可能で

すか? 

 宣言は世界の人々や為政者に対し核兵器廃絶と世界恒久平和の

実現に向け、心に刻み、軸におくべき基本的考え方を訴えるべ

きと考えています。各為政者と対話を重ね、信頼をえることで、武力

に依存しない幅広い安全保障の仕組みをつくりだすことが重要です。 

質 問 

質 問 

質 問 質 問 

質 問 

答 弁 

答 弁 

 各関係機関と連携したうえで『居住者に義

務を課す』または『権利を制限する』方法が

必要と判断されるような状況となれば、条例の制定

についても検討する必要があると考えています。 

答 弁 
 今後は、頼山陽文徳殿の活用をかかげ、被

爆の実相を広く伝えるよう有効活用すること

としています。 

答 弁 

 ゴミ屋敷の実態調査の対象には一戸建てだけではな

く、マンションも加えるべきではないですか? 

 また、他都市では条例(通称：ごみ屋敷条例)制定が

され始めましたが、広島市でも考えるべきではないで

すか? 

＜『協同労働』個別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ立ち上げ支援事業補助金について＞ 

 継続できるように、担当課をはじめ、これらの市民団

体を支援しているワーカーズコープがサポートしてま

いります。また連携は可能であると思います。 

答 弁 
 協議会を重ね、開

発が成功するよう努

力してまいります。 

 
類似したシステム

がすでに発売され

てるのになぁ… 

＜高齢者見守り支援システム開発について＞ 

ツッコミ 
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都市魅力づくり対策特別委員会 広島市内行政視察 
安佐動物園 

 
トピックス 

ユネスコ（国連教育・科学・文化機関）の諮問機関である

イコモス（国際記念物遺跡会議）の一行が福岡での国際会

議の年次総会にあわせて、広島を訪問されました。 

安佐動物園は現在、リニューアルの基本計画を練っているとこ

ろです。繁殖実績が高く、国内外の動物園から注目されている

オオサンショウウオ。その研究成果を展示する『オオサンショ

ウウオ館』が新設されます。また『かば』の来広も予定されて

いますし、他の園舎も準備に大忙し。待ち遠しいですね。 

～老朽化した動物園をリニューアルし、動物の種類も増えます～ 

長崎市 

熊本市 

北九州市 

 11月1日、かき船がある現地にも立ち寄ってくださいました。

一行はインド、フランス、カナダなど様々な国の方々でした。 

 会長のアローズ氏は、熱心に説明を聴き、表情も真剣でし

た。彼は報道陣からコメントを求められ「この状態だと次々に

飲食店ができ、聖なる場所の意味が薄まる・・なんらかの措置

を取るべき」と驚いておられました。  

 私は、メンバーのカナダ人の方と話ができました。彼からは

「川にこの船が浮かび、水上レストランとなったことに市民が

怒っていることは理解できる。平和活動をこれからもしてくだ

さい。」との励ましをいただきました。 国が違い、文化も違

うのに考えが同じだったことに「やっぱり、私たちの主張は国

際的にも通じるものがあるんだ、これが国際感覚のものさし

だ」と勇気百倍となりました。 

公園条例による

と、かき船は公園

使用料の減免申請

をしなければなり

ません。しかし業

者が申請もしてい

ないのに、すでに

減免になっていま

した。これはいっ

たいどういう理由

なのでしょうか?! 

行政が先回りして

減免にしたという 

こと??? 

おかしいなぁ… 
これ!! 

かき船を世界イコモス委員会一行が視察 

   

どこの都市も急傾斜地の問題を抱

えています。計画的に優先順位を

きめて取組まねばなりません。 

熊本水道水はすべて地下水というか

ら驚きです。阿蘇山の恵です。 

火災発生時にいかに動くかは、

課題のひとつです。航空からの

画像、現場からの画像がいち早

くみれるシステムです。 

園内レストランの 

ハヤシライス 

 環境局には、町のなかをお掃除するクリーンアップチームが2

つ、ポイ捨て巡回パトロールが1チームあります。この人件費が

時間給(1250円～1375円)、体制の見直しが必要ではないですか？

ちなみに広島県の最低賃金は797円です。(2015年9月1日現在) 

  ＜ごみのないまちづくりについて＞ 質 問 

答 弁 

仕事量と体制の見直し

をはかっていきます。 

びっくり豆知識!! 

ゴミ屋敷から失火した場合でも、失

火者に重大な過失がなければ、民法

709条に基づく賠償責任はありませ

ん。そのため類焼があっても保障は

ないのです。広島市においては火災

は小規模な災害とされ、せいぜい見

舞い金1人世帯3万円、2人世帯4万5

千円程度が支給されるだけです。 

 適正な人件費とは思えません。お手

盛りしすぎです。障がい者の就業支

援にするなど知恵を絞るべきです。 

ツッコミ 
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日時：2015年 12月 28日(月) 

     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 

≪ナラティヴ・ソーシャルワーク ≫ 

“〈支援〉しない支援”の方法    

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2015.9～2015.12 

10/7 決算特別委員会 

13 決算特別委員会(総括質疑) 正副委員長会議 

17 中区青少年育成大会 参列 

19 経済観光環境委員会 厚生委員会 

20 文教委員会 建設委員会 

21 総務委員会 消防上下水道委員会 

23 決算特別委員会 正副委員長会議 

28 決算特別委員会(討論・採決) 

11/1 世界イコモス委員会視察 

2 正副委員長会議 

3 NPO食べて語ろう会 出席 

4 臨時本会議(討論・採決) 

6 都市魅力づくり対策特別委員会市内視察 

9 消防上下水道委員会県外視察(長崎市) 

10 

11 

消防上下水道委員会県外視察(熊本市) 

                                           (北九州市)                     

12 消防上下水道委員会正副説明 

15 子どもホットライン 

17 ひろしまドルミネーションオープニングセレモニー 参列 

20 常任委員会 

24 

25 
都市魅力づくりr対策特別委員会 

27 会派勉強会 

12/3 本会議(市長説明) 

12/8 

9 

10 

本会議(一般質問) 

11 常任委員会 

15 本会議(議決) 

編集後記 

皆さま、今回のニュースレターはいかがでしたか? 事務所は NHK近くの元

安川沿いのマンション2Fにあります。広島市にいまだ選挙公報はありませ

んが、事務所の窓ガラスには馬庭さんの主張が大きく貼り出してありま

す。本人は窓から毎日叫びた～い!! と言っていますが…(*^^)v お近くをお

通りの際は是非歩道からウォッチングしてくださいね。（高井） 

発行者；㈱新泉社 

著者；荒井 浩道 

  大手町5丁目  
商店街中央あたり 

9/3 都市魅力づくり対策特別委員会  市政報告会 

7 議会改革委員会 

8 会派勉強会 

10 安全・安心まちづくり対策特別委員会 

14 本議会(市長説明) 

17 

18 
本議会(一般質問) 

19 防衛省(東京市ヶ谷)  視察・研修 

24 本会議(一般質問) 

25 常任委員会 

26 中区袋町小学校防災訓練 参加 

27 常任委員会 

29 本会議(議決) 

30 決算特別委員会(全体説明)  正副委員長会議 

職業柄、患者さんやご家族、市民の皆様のお話を聴くこと

が多いのですが、新しい視点での「傾聴」を知ることがで

きました。この手法は地域おこしにもつながりそうです。 

馬

庭

恭

子

事

務

所 

88本の竹の先端に結びつけられたロープを中央に置か

れた1.5ｔの大石に結び、竹の張力によって大石が空中

に吊り上がります。その大石を「亥の子石」とみたてて

「イノコ」を行います。亥の子祭りの精神を受け継ぎな

がらも、今を生きる私たちにふさわしいスタイルで甦ら

せる、古くて新しいお祭りです。NPO法人が中心と

なって取組んでいます。 

広島の新しい伝統「大イノコ祭り」

袋町公園 2015年11月7日～8日 

夜も灯火で幻想的な

風景になります。 

WTIS-15クロージングイベント 

(タカノ橋商店街での日本文化の体験と夕食) 

 2015年12月2日 

タカノ橋商店街でのWTIS祭

り。「日本を感じる」という

テーマで、太鼓や獅子舞など

の伝統芸能を紹介したほか、

広島地酒販売や広島の食材を

使った屋台も準備しました。

98カ国の外国の方々がバス4

台で訪れました。アーケード

の中は熱気でムンムン。仕掛

けとしては面白いおもてなし

となりました。 


