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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。 

 議会のなかで、東京都の舛添前知

事の「セコイ」事件にムネがイタ

イ…いやミミがイタイ市議会議員は

いるのではないかと話題に上がりました。情報公

開がこれだけ進んでいるにもかかわらず、議員の

政務活動費の使途はなかなか市民の目には届きに

くいものになっています。私は議会改革推進会議

の委員なので領収書のＨＰ公開を目指して発言を

重ねていますが、まだ実現できていません。 

 このたび海外視察に3会派が出かける(①ネパー

ル-インド-マカオ ②シンガポール-オーストラリ

ア ③中華人民共和国-ドイツ-ポーランド-ウクラ

イナ-フランス) 予算総額は1360万円です。財政の

厳しいなか、今税金を使って本当に行かねばなら

ないのでしょうか??? 広島市の抱える課題とマッ

チしているのでしょうか??? しかもビジネス席で

行くのです。海外視察の議案には私は反対しまし

た。自腹の視察は大賛成です。 

 参議院選挙が終わりました。

与党が3分の2を目指し、大方

その勢いを維持しつつありま

す。残念でしかたがありませ

ん。これから日本はどうなっ

ていくのでしょう。 

 日本には「憲法」という最高

の法規がありますが、与党自

民党はまったくためらいもな

く、一内閣の閣議決定で憲法

9条を無視し安保法制を可決

しました。立憲主義・民主主

義という言葉さえ、なくなっ

てしまった感じです。 

 私は、参議院選挙で憲法改悪

阻止をかかげた『国民怒りの

声』の主張は的確であったと

思います。政党ではないので

組織もありませんが、与党の

実態をみて奮起した小さな団

体だったのです。 

 私は、政府に肝に銘じてほし

いと思っています。憲法は主

権者である国民が国家権力に

対して、その力を縛るもので

あるということを。 

◆ オバマ大統領 来広！ 

◆ 参議院選挙！ 

 オバマ大統領は広島訪問の

要請に対し、以前から「行き

たい」と意思表示をしていま

した。しかし、アメリカ国内

の世論調整に時間が必要だっ

たという話を聞きました。日

本の交渉能力の問題ではな

く、アメリカ国内の風向きに

より来広できないというのが

本当の事情だったのです。 

 ケリー国務長官がG7で広島

訪問した際にその土台をつく

り、米メディアも応援し、体

制を整えての訪問となったわ

けです。資料館の展示物を見

た時間は10分程度。長いとそ

れに批判がくるので短くした

のでしょう。どの展示を見学

したかは影響を考えて公表で

きないそうです。残念です。 

 私は、2機の大型ヘリコプ

ター、2台のリムジンという

念には念を入れた二重の防備

に唖然としました。テロの脅

威から守るということなので

しょうが「大統領の暗殺」が

起こりかねない銃社会の感覚

がそのまま持ち込まれた感が

あり、違和感と同時に超大国

アメリカ大統領の存在感を思

い知りました。事件がなく、

一番安堵したのは広島市民で

はなかったのでしょ

うか。   

 とにもかくにもプラハ演説

からはじまり、任期を終える

前の広島訪問が、彼の描いた

核廃絶への筋書きだったと思

われます。 

 被爆者の方々にとって、今

回の来広への思いは様々でし

たが、核兵器廃絶への願いは

同じです。なんといっても14

万人の人間の命が1発の原子

爆弾で消え去ったヒロシマ。

私は、核なき世界に向けて、

被爆地の思いを発信し続けた

いと考えています。 

＊参議院選挙期間中はニュース配布が出来ないので発行が遅くなりました。 
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行政視察    神戸市 

＝ノエビアスタジアム神戸＝ ＝神戸港国際ターミナル＝ 

乳幼児等医療費（こども医療費）補助制度の再考を求める 

どうしても納得がいかな～～い!!!! 

≪私の提案≫ 

▲広島市のこども医療費補助制度の見直し案が

2016年2月議会に提案され、可決されました。問

題なのは、その際、薬を院内で処方してもらう

か、院外の薬局で処方してもらうかで、通院患

者の窓口負担額に差が出る場合があることを担

当課が全く説明しなかったことです。2016年6月

に明らかになりました。 

▲今年の5月に広島市医師会との会合で指摘をさ

れ、初めて負担額に差が出ることを説明。広島

市の推計では未就学児の約10%が割高になると

しています。新たに制度を変えようとする時

は、市民に対しても、議会に対しても十分な説

明が必要ですが「分かっていたのに説明しな

かった」と答弁。あきれた話です!!!本当は医師

会が指摘するまで気がついていなかったので

は？と疑われても仕方ありません。 

▲同じ医療を受けても、院内処方の医院受診の

ほうが、院外処方の医院より、窓口負担額が

1000円近く高くなる場合があると小児科医から

聞きました。本来、制度は公平・公正が基本で

す。すみやかに制度を再度検討し改正すべきだ

と思いますが、担当課は「差は出るが不適切で

はない。変更しない。」の一点張り!!! 

▲中国新聞の記事によると「負担額に差が出る

というのは全国でも初めて聞く事例だが、自治

体独自の取り組みなのでコメントできない」と

厚生労働省が答えています。日本でただ1ヶ所な

のでしょうか…？ 

▲再考を求める決議案を提出しましたが否決さ

れました。 

サッカーを観戦しながら食

事ができるレストランがあっ

たり、サッカーのみならず他

の行事(例えば結婚式など)も

行えるそうです。また併設し

たジムには地域の住民のみな

さんが体力づくり、介護予防

のため出入りされています。 

熟練した技術者たちが、大き

なコンテナの積みおろしをし

ています。またこの技術者を

育成する学校も神戸にあり就

職率100％です。定時性を求

められる物流業者のしくみが

理解できました。 

病院へかかる時  ～初診時の料金値上げ～   

★ 健康保険法の改正で ≪紹介状がない場合≫ 初診料が値上がり!! ★ 

広島市民病院  

安佐市民病院 1610円 ⇒ 5400円  
全国の日本赤十字病院は 

一律5000円と決定 

他の公立病院と400円の差 

厚生委員会 

6月議会・常任委員会 

活動報告 

県立広島病院      2690円 ⇒ 5400円  

(2016年8月から) 

開閉式の屋根、 

天然芝の美しいスタジアム 

この補助制度の施行は、2017年1月1日からです。初めて保護者が窓口で清算

する時、その金額に驚くと思います。 

   市民のみなさんも、もっと声をあげていただきたいです。 

定員3万人 

総工費230億円 

広島港の 

ライバル!! 

コンテナターミナルは 

世界各国から船がやってくる拠点 

＊参議院選挙期間中はニュース配布が出来ないので発行が遅くなりました。 

5400円( 変更なし) 広島大学病院 

全国で1ヶ所？ 不公平な制度設計では?? 



 消防上下水道委員会 
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★都市魅力づくり対策特別委員会 

 ★厚生委員 

 今期の役割 

が決定！ 

厚生委員会初顔合わせ 

  1年間委員長を務めました。消防局・水道局・下水

道局の3局の事案に関し、この委員会に所属している

議員からの意見や質疑を取りまとめ、つつがなく?!運

営をしていくことが委員長の役割です。 

 大きな案件としては、①下水道汚泥の処理不履行に

伴う二重払い、約1億6000万円(裁判中)。②流川町の

飲食店火災を受けた立入検査と是正に関すること。 

③このたびの熊本地震へのすみやかな派遣支援。 

 私がこの任期中に一番気がかりだったのは、流川町

火災における『消防法』『建築基準法』の縦割りによ

る死角です。例えば、飲食店が営業許可のみを取得し

て開店、その後、用途変更をして消防法違反となって

も、立入検査まで是正指導ができないのです。 

 

G7並びにオバマ大統領の来広に伴い

警備にかかった費用はいくらか? 
G7 オバマ大統領 来広の警備  

消防局関係のみで、警備に284名。広域応援体制として、岡山市から特殊災害対応隊 1隊、除染隊 

1隊、航空隊 1隊、の応援派遣を受けました。かかった費用は510万円でほぼ人件費です。 

私は、議員になった当時から 

13年間ずっと追求してきました!! 

広島市立大学・平和研究所の問題について 

■教員採用について 

■セクハラ・パワハラ・アカハラ問題について 

 

演説を聞く席には、被爆者の方々や広島県知事、広島市長、

県議会議長、市議会議長、国会議員が並んでいました。 

私が不思議だなと思ったのは、今まで核兵器廃絶を訴えてき

た、平岡元市長と秋葉前市長たちの姿がなかったことです。

いったい人選は誰がしたのでしょう? アメリカからの招待や

官邸主導の国レベルでの指示があったのだろうという話も聞

きます。核廃絶に貢献した人たちなのに…残念です。 

オバマ大統領演説の聴衆の選び方 

ひとこと言いたい !! 

総務委員会 委員外質問 

  相談件数 セクハラ パワハラ アカハラ 

27年度 8 2 3 5 

26年度 3 1 2 0 

25年度 17 3 13 9 

（重複回答有） 

＊参議院選挙期間中はニュース配布が出来ないので発行が遅くなりました。 

広島市立大学には昨年度の一般会計から31億円余りの税金がつぎ込まれています。 

当然ですが、そこには透明性が求められます。 

●広島市立大学の付属機関である平和研究所において、2年連続で女性研究者が雇いどめになりました。

被爆者について研究をしてきた講師たちです。その後、新たな採用は非公募にするということでした。 

私は、市立という『公』であるので、教員の採用は本来公募がふさわしいと思っています。 

●広島市立大学では、開学以来20年間でセクハラ・パワハラで3名の教員が懲戒免職になっています。私

が過去3年間にわたり調べたところ、相談件数等は下記の表の通りでした。 

これらのハラスメントの訴えに対処する対策委員会メンバーはすべて広島市立大学内の男性教員・男性

事務職です。 

私は、外部も含め女性メンバーが必要だと訴えています。 

◇アカハラ=「アカデミックハラスメント」の略。 

『研究教育に関わる優位な力関係のもとで行われる理不

尽な行為』 

【例え】 

＊教員の場合、上司にあたる講座教授からの研究  

 妨害、昇任差別、退職勧奨など。 

＊院生の場合、指導教員からの退学・留年勧奨、 

 指導拒否、学位不認定など。 

★議会改革推進会議 
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 青空市政報告・相談 

Kyoko’s  selection 

≪「憲法改正」の真実≫   

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2016.5～2016.7 

6/1 恵下埋立地ヒアリング  

2 議会改革推進会議 出席 

6 本会議（市長説明・報告質疑） 

8 正副委員長会議 出席 

9 

10 
本会議（一般質問） 

12 広島YWCA理事会 出席 

13 本会議（一般質問） 

14 常任委員会（消防上下水道・文教・建設） 

15 常任委員会（総務・厚生・経済観光環境） 

16 本会議(議決） 

17 

18 
緩和医療学会 出席 

26 高齢社会をよくする女性の会・広島 総会出席 

27 広島YWCA理事会 出席 

29 厚生委員会（初顔合わせ） かき船裁判・報告会 

30 広島女学院大学 講義 

7/2 「不思議なクニの憲法」上映会 参加 

11 おりづるタワー内覧会 参列 厚生委員会市内視察 

12 広島文教女子大学 講演 

13 大都市税財政対策特別委員会 出席 かき船裁判  

16 詩の朗読会 

17 
日本尊厳死協会中国支部打合せ会 出席 
広島県理学療法士会介護予防・健康増進キャンペーン 参加 

19 総務委員会市内視察 広島YWCA理事会 出席 

21 常任委員会(閉会中） 

25 女性議員クラブ総会・研修会 出席 

26 
経済観光環境委員会市内視察 

子ども食堂、学習支援 勉強会参加 

30 袋町地区原爆死没者慰霊祭 参列 

31 NPO法人食べて語ろう会講演会 出席 

発行所；㈱集英社 著者；樋口 陽一・小林 節 
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10 
視察（大阪・神戸 国際港ターミナルetc.） 

11 高齢社会をよくする女性の会・広島 会議出席 

13 鷹野橋青空市政報告・相談 

14 広島YWCA理事会 出席 

15 中区スポーツ大会 参列 

17 広島YWCA理事会 出席 

19 中区行政懇談会 出席 

20 常任委員会 

23 
広島YWCA総会 出席 

安全・安心まちづくり対策特別委員会 出席 

24 都市魅力づくり対策特別委員会 出席 

25 都市活性化対策特別委員会 出席 

29 
広島市ろうあ協会 総会出席 

NPO法人食べて語ろう会 総会出席 

31 会派勉強会 大手町2丁目地区役員会議 出席 

馬

庭

恭

子

事

務

所 

イベント 

(タカノ橋商店街でのバタバタまつり) 

 2016年8月26日 

編集後記 

 皆様、今回のニュースレターはいかがでしたか？ このニュースレター

も発行し続けて50号になりました。支援者の方々の熱いメッセージのお

力添えに助けられての50号です。本当に感謝いたします。 

 さて、『50』といえば、以前kyoko watchingでもご紹介しました、馬

庭さんが大学時代に大ファンで『スター・千一夜』の番組中、彼が突然

結婚宣言をし、その夜馬庭さんは号泣したという(ちょっと前振りが長

かったですが…^^; ) 加山雄三さんも1stアルバム発売50周年記念復刻

LP盤を発売されたそうです。79歳を迎えられても若々しく変わらぬ若大

将さんですよね～(*^^)v 日本のポップスとロックの原点を忘れることな

く歌い続ける姿勢は自分の軸はブレない意思の強い方なのでしょう。 

 馬庭さんも、大ファンの加山さんと同じく、無所属の市民派女性議員

として『まにわ恭子のめざすいきいきひろしま』の本質はブレることな

く、13年間で実現してきた公約は多々あります。意見を求められた時

に、しっかりと責任を持って発言するということ自体が意思をもって生

きているということなんだな～と、そばで見ていて思います。しなやか

さと柔軟性ももっている女性。どうぞこれからもまにわ恭子とニュース

レターをよろしくお願い致します。(大田) 

自民党のブレインである改憲派の憲法学者が反旗をひるがえして、憲法改正の

問題を鋭く分析した1冊です。護憲派学者との対話で、いかに「自民党の草案」

がおかしい事になっているかがつかみ取れる秀作です。 

8月26日は『タカノ橋商店街』で峯本稲荷神社二十六

夜祭が行われます。古くから伝わる民話｢バタバタ石も

のがたり｣の紙芝居があります。毎年、商店街活性化の

一助になれば…とお手伝いをさせてもらっています。 

紙芝居を上演した後、

青空市政報告・相談を

いたしました。皆様に

お知らせするタイミン

グを逃してしまい大変

失礼をしました。 

＊参議院選挙期間中はニュース配布が出来ないので発行が遅くなりました。 


