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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。 

 政務活動費の不適切な使い方が全国で

ニュースになっています。号泣会見で

有名になった兵庫県の県議会議員の裁

判をはじめ、広島でも市議会議員が市民から告発され

ました。新聞報道によると『人件費の領収書に記載さ

れた住所が架空だった』とか･･･？自分の住所を間違

えるなんて、まずありえないことです。額の大小は関

係ありません。倫理問題です。司直の手に渡り今後ど

のようになるのかが注目されます。 

 今までにも政務活動費については色々と取り上げら

れてきました。よくよく探せば、まだまだ見えていな

いことがあるかも･･･ウミを出さないといけません。   

 私は「領収書の公開こそが透明性を担保できるいち

ばんの方法」だと以前から主張しています。 

◆ サッカー場について 

◆ アストラムライン延伸事業化?! 570 億(広島市 289 億) 

 

 新しいサッカースタジアムは検討協議会の提

言を受けて、平成27年度末に建設候補地、事

業主体など一定の方向性を出すことになって

いました。そんななか突然、サンフレッチェ

広島の久保会長が「旧市民球場跡地にサッ

カースタジアムを建設する」案を発表しまし

た。今まで知事、市長、商工会議所会頭との3

者会談で『みなと公園優位』の論調で推進し

てきたことへの反発とも思える「みなと公園

に建設されてもそこには行かない宣言」もあ

り県、市、商工会議所は大慌てで「誤解があ

る、依頼した確認事項への回答が得られてい

ない」と共同コメントを出し、3者会談の延期

を決定しました。検討協議会の議事録さえも

取っていなかったことが判明。予算特別委員

会でも議員から「今まで全体で1000万円余り

の税金を使って何を議論していたのか」との

追及に担当者はタジタジ。そもそも市民抜き

で秘密会議のように3者で物事を決めようとい

うことが間違いです。 

 私はなぜ『みなと公園』案が浮上してきたの

か理解ができません。市民から「是非、みな

と公園に建設を」といった要望も全くありま

せん。むしろ市民や関係団体からの声は「み

なと公園では困る」「旧市民球場跡地へサッ

カー場を」という要望書や陳情書が議会に届

いています。現地にはヘリポートと駐車場、

国際コンテナターミナル、物流関係の会社な

どがあります。『みなと公園』に決定した場

合、物流機能に支障をきたすのではないかと

いう関係者の方々の不安も大きく、交通混雑

による遅滞は死活問題です。また、登下校に

23台のバスが行きかう広島市特別支援学校も

あります。解決の糸口はみえていません。こ

ういった状況でどこにサッカー場を建設すれ

ばよいのか･･･難題です。 

 今回、西広島駅までアストラムライン延伸の

基本設計などの予算7360万円が可決しまし

た。私は次の理由で反対しました。①広島市

の人口減少です。広島市への通勤に利用する

であろう生産人口は、延伸が完成する2030年

には53000人減と予測されています。②広域公

園前駅から５つの駅(団地)をぬけ西広島駅まで

延びますが、単線です。地形は急勾配があり

事故が起こった場合、車輌の自力脱出ができ

ません。③立ち退き交渉がまだ260件

も残っています。などなど課題が山積です。  

 公共交通は循環性が重要だという認識はもっ

ていますが、そもそも経営する広島高速交通

株式会社は累積損失が113億円、広島市への借

入金は32億円も残っています。それに車両の

買い換え233億円、設備更新106億円など考え

ると二の足を踏みます。次世代に負担を残す

ことは避けたい思いでいっぱいです。 



● 平 和 記 念 公 園 と か き 船 に つ い て 

●市営墓地はどうあるべきか?について 

●乳幼児等医療費補助制度について 

2016年2月 議会報告 総括質疑をしました！ 

 平成27年度包括外部監査結果報告について  ＝ 高齢者施策に関する事務執行のチェック状況 ＝ 

 公認会計士による監査 

⇒委託料1700万円! 
 その時と比較しますと事務執行に関わるチェックが甘いと思います。 

このたびの報告書は198ページで構成されています。最初の50ページは概要で、内閣府の白書からの抜粋や

引用、残り148ページの内、23ページは広島市の高齢者施策推進プランの抜粋、残りの125ページが監査結

果21項目の報告でした。私はもっと切り込んで欲しい事が沢山あったのに、と残念でしかたありません。そ

の少ない監査報告の中で、唯一市に対して取り組むよう指摘したのは『有料老人ホームの財務諸表』につい

てです。諸表の収集はしているが、その分析をしていない!!  立ち入り検査もできていない!! ということ。

なぜチェックができなかったのか？「人員不足でできない」という答弁に驚くとともにガッカリしました。 

とっても甘いチェックです!! 

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

高齢者が高額な入居料を支払い生活しているのです。安心して暮らせるよう適正で安定した 

運営をしているか市当局が確認するべきです。 

有料老人ホームの様々な状況が市民の目に届くように『しくみ』を提案しています。 

 昨年中国新聞に『縮む平和公園』と題したコラムが記

載されていました。その記事はアカデミー賞候補と

なった記録映画監督が「平和記念公園は縮小されつつ

ある」と述べた内容でした。「世界遺産登録をされた

後の原爆ドームとその周辺が街の中に埋没してきてい

る」と憂いを表現しているのです。 

 市の担当局は、慰霊・鎮魂のための『聖域』としての

静けさや雰囲気を確保し区域全体として平和を願う世

界の市民が集い、憩う場、行動する場として、国際平

和文化都市の顔にふさわしい地にしていくと考えてい

ますと言いながら… 

元安川に浮かんでいた旧かき船については、河

川・東部河岸緑地の占用許可は2015年12月末で

した。2月になっても一向に動きがないので違反

状態なのではないですか？と問いました。 

Q 

A 2016年2月19日に工事申請が提出されたので、

すみやかに取り掛かるよう指導します。 

 広島市が保有する墓地は45ヶ所あります。そのうち売れ

残っている区画は292。金額にすると総額4億1300万円で

す。平成27年度に公募したのは96区画。1区画25万円～約

300万円、面積は2.29㎡～6㎡と各種取り揃えたが使用許

可したものは18区画でした。 

核家族化や少子化が進む現代、お墓を受け継ぐ者がお

らず、無縁墓は年々増加傾向にあり、今後もさらに増

えていくと予想されます。身寄りのない市民の『市民

合葬墓』が必要ではないでしょうか? さらに広い区画

を小さくして売却してはどうでしょうか? 

合葬墓は、身寄りのない市民の遺骨を受け入れて頂い

ている寺院のご意向や今後の需要など踏まえながら検

討します。また、今後は広い区画を細分化して募集す

るとともに期間も延長するなど、市民のニーズに適合

するよう墓地の空き区画の有効活用に取り組みます。 

 今回市長は「世界に誇れるまち広島の地域福祉の

再構築にむけて広島型・福祉ビジョン」で出生率を

1.81(現在は1.49)と高い目標を挙げました。現行の

未就学児と小学2年までの発達障害児対象が ①入院

費(無料)；中学3年までに拡充 ②通院費(初診料500

円自己負担)；小学3年まで補助対象拡大しました。 

但し通院に対して新たに所得区分導入をしました。 

今回の変更により、一部、負担が増額となる

層ができることは、すべての子育て世帯への

支援になりません。時代に逆行しているので

はないでしょうか？ 

対象年齢を拡大して補助制度を継続するため

に、一定程度の所得のある方には負担をして

いただくことが必要であると考えました。 

私が今年の2月15日に市担当者へ確認した時は、まだ工事

申請は業者から提出されていませんでした。市担当も業者

も私の問いかけに大慌てで動いたようです。今年に入って

すぐ“違反”であると通知しているのですが業者はずっと

放置。市担当も2ヶ月放っておくなんて、便宜を図ってい

るとしか考えられません。 

 広島市の対応はあまい!! 

11年前、同様の内容で他の公認会計士の監査

を受けています。それは厳しいものでした。 

Q 

A 

神戸市は昨年7月より所得制限を撤廃し0歳～3歳未満

のいちばん負担の多い時期に子育て支援を平等に受

けられるよう負担ゼロに制度設計をしたとのこと。 

広島市も思い切った政策が必要では!! 

Q 

A 



3月予算特別委員会  文教委員会 

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

Q 

A 

ALT(外国語指導助手)について 
 ALTとは、小中高校などの英語の授業で日本人教師を

補助し、生きた英語を子どもたちに伝える『英語を母語

とする外国人』を指します。国が1987年から実施して

いる『語学指導等を行う外国青年招致事業』で世界の英

語圏から大学を卒業した青年を日本に招致。最長3年契

約で県や市町村から税金で給与が支払われます。 

今回、3年ぶりにALTの予算がついていますが、

どのような体制ですか？ 

公募型プロポーザル方式により業者を決定し、

このたび 8人を委託雇用する予定です。 

直接雇用と委託雇用で、英語教育の進め方が

違っていますがどうしてですか？ 

消防車輌『はしご車』について 

介護予防・日常生活支援総合事業について 

 常任委員会（経済観光環境委員会） 質疑 

Q 

A 

恵下(えげ) 埋立地(仮称)について 
 広島市のごみ焼却施設からの焼却灰や不燃ごみなど

については、埋立処分に頼らざるを得ません。最終

処分場は、長期的に安定した廃棄物処理体制を確立

するために不可欠な施設ですが、その整備には計画

段階から埋立てを開始するまで長期間を要します。  

 このため広島市では、現在稼動中の玖谷埋立地が平

成31年（2019年）度末に埋立てを終了することか

ら、平成32年（2020年）度からの新規最終処分場と

して恵下埋立地（仮称）の供用開始を目指して、計

画的に整備を進めていく予定にしています。 

《恵下；広島市佐伯区湯来町》 

広島県の出島の処分場が、まだまだ余裕があり

受け入れることが可能なのではないですか？ 

手続き的には可能ですが、出島処分場にもっ

ていくことはしません。水に浮く不燃ゴミの

搬入はできないことになっています。 

広島県と広島市との連携、二重行政だと言う

のであれば、活用してもいいのではないかと

思います。焼却灰は埋め立て可能ですから。 

労働局の指導が入り、委託だと直接教師がALT

に指示できません。 

 高所の消火及び救助に使用されるはしご車は、日本では

最低10mから最大50m（規格地上高50.3m）の高さまで

届くものがあります。現在、広島市が所有している種類

は、20m・25m・30m・50m で、50mは1台のみです。 

メンテナンスで使用ができない時に、高層ビル

が火事になったらどうするのですか？ 

･･･使用できません。他のはしご車が出動します。 

耐震構造の基準を満たしている消防庁舎に『はし

ご車』は置いているのですか？ 

耐震済みの消防庁舎にはしご車は置いています。

50mの1台は基町に配置しています。 

広島市には100mを超えるﾋﾞﾙがすでに11ヵ所あります。

50mのはしご車が稼動できない場合はどうするのでしょう･･･ 

投票所入場券(選挙入場券)の郵送について 

 投票所入場券とは、各世帯の有権者に投票所での事

務作業（誰が投票に来たのかの照合）軽減のためと

『近々選挙がありますよ』とお知らせするために、投

票所を所管する選挙管理委員会から郵便で送られる信

書。投票用紙ではありません。形式は特に規定はな

く、葉書・圧着葉書・圧着封筒・封筒などで送られて

います。投票権利を持っている本人が投票所に行けば

入場券はなくても投票は可能です。 

以前は個人宛てのハガキでしたが、現在は世帯

主宛に世帯単位で家族有権者分の投票所入場券

が入っている封書が届きます。どうして封書と

いう形式にしたのですか？ 

国(行政刷新会議)の指導で封書にし、コスト減

にするよう通知されました。このことにより

970万円減となります。 

投票の権利は個々にあります。宛名を世帯主宛

ではなく連名にならないのでしょうか？ 

連名にするとシステム改修でコストがかかりま

す。また連名にして封書につめる印刷技術のあ

る会社が東京にしかありません。 

男女共同参画の視点から連名で郵送するか、税

金を負担してでも個別送付にするべきです。夫の名

前だけだと先に開封しにくいですし、DVを受けてい

る人は受け取れないといった状況になります。 

 2015年介護保険制度改正により、要支援1･2の一部が、

平成29年度に市町村事業に完全移行します。 

介護予防などを地域の事業で、ボランティア団体へ

任せるとのことですが、事故が起きたときどのよう

に対応するのですか？ 

ボランティアは無償なので、ボランティア団体保

険に加入してもらいます。 

地域の町内会や女性会をあてにしていますが、地域力

が低下しているところではどうするのですか？ 

地域の力で努力していただくよう進めております。 

何もかも無償で市民の力をあてにするのはいかがなもの

か。行政が本気で取り組まないと超高齢社会は渡れません。 

 消防上下水道委員会 

 厚生委員会 

 総務委員会 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

A 

A 

A 

A 

A 

直接雇用の方が話し合いながら授業を進められるの

で良いです。委託では授業現場がALTにお任せに!! 

Q 

A 

Q 

A 
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日時：2016年 5月 13日(金) 

     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 

≪子どもは「この場所」で襲われる≫   

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2016.1～2016.4 

2/2 中区袋町小学校創立記念式典 参列 

3 公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー 視察 

5 藤の木小学校 ICT 教育視察 

6 消防音楽隊コンサート 参列 

8 議会改革推進会議 

9 会派勉強会 

12 都市活性化対策特別委員会 

13 ひかりまちサロン講演 

15 本会議（市長説明） 

18 

～25 
本会議（一般質問） 常任委員会 

29 予算特別委員会 

3/1 

～11 
予算特別委員会 

12 国泰寺中学校卒業式 参列 

13 

～17 
予算特別委員会 

18 袋町小学校卒業式 参列 

24 予算特別委員会（討論・議決） 

25 本会議（議決） 

4/7 舟入高校入学式 参列 

21 常任委員会 

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? Vol.35から始まっている≪

KYOKO’S SELECTION≫ コーナーでご紹介しています本。ご時世や政治

課題に合った内容のものを馬庭さんは本屋さんに足を運んでチョイスしてい

ます。もちろん目指すは中古本コーナー。「本当にこれ中古?!と思っちゃう

くらい綺麗～(^^♪」と感激。本に囲まれて最高の時間を過ごしているようで

すよ。数ある中から手に取った本ですから超～おススメです。「今回も安く

ていい本見つけちゃった!!」と持ち帰った本の背表紙の中古本のシールを見せ

て得意顔でした(^^)v 税金ですもの。そのコスト感覚は尊敬します（大田） 

出版社；小学館 

著者；小宮 信夫 

  大手町5丁目  
商店街中央あたり 

１/5 広島市消防出初式 参列 

7 医師会新年互礼会 出席 

9 中区大手町新年互礼会 出席 

11 きょうされん新年互礼会 出席 

13  消防上下水道委員長説明 

14 中区袋町社協新年互礼会 出席 

16 
安佐市民病院説明会 出席 

NPO法人おりづる総会 出席 

18 サンフレッチェを励ます会 出席 

21 常任委員会（消防上下水道委員会） 

29 都市魅力づくり対策特別委員会 

子どもの安全をどのように担保するか!! 

防犯のスペシャリストで地域安全マップの考案者でもある

著者に防犯知識の間違いや危ない場所を見分けて危険から

遠ざける景色読解力を学ぶことを教えられました。 

馬

庭

恭

子

事

務

所 

都市魅力づくり対策特別委員会 行政視察  

≪ 福岡市の観光戦略 ≫  2016年2月3日 

主要7か国(G7)外務大臣(外相)会合  

≪ 広島市 ≫  2016年4月10日～11日 

 福岡市は、福岡空港が博多駅

から地下鉄で最短5分、博多港

には博多駅からバスで20分と

いうアクセスの良さ。福岡空港

は滑走路が1本しかないのに年

間離着陸回数は、なんと日本

一。国際観光船は年に200回以

上寄港するとのこと。広島との

差を見せつけられた思いです。 

 民間の会社で働いた経験がある市職員のやり手ウーマ

ンがマネジメントされていて、目からウロコ…の話を

たくさん伺いました。私たちも、もっと多角的な視点

で広島市の行政を見つめなおす必要があるとつくづく

思いました。 

 各国の外相が11日、平和記念公園を訪れ、公園内の

広島平和記念資料館を訪問し、原爆死没者慰霊碑に花

を供えました。核保有国のアメリカ、イギリス、フラ

ンスの現職の外相による公園訪問は初めてです。広島

市にとっては歴史的なことではあり一定の評価をしま

すが、原爆証言を聞くことなく、また平和記念資料館

の下から掘り出された品々を見ることもなく、外務省

サイドの意向通りに動き“おもてなし”が終わった感

じです。果たして、オバマ大統領は来広するのでしょ

うか?! 

平和記念公園の前に7カ国

の旗がひるがえりました。 


