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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。 

 富山市議会では、政務活動費の使い方

が不適切だということで相次いで議員

が辞職しました。このことで政務活動

費は多くの方の注目を集めることとな

りました。しかも補選後に不正が発覚し辞職するとい

うおまけつき。開いた口がふさがりません。 

 広島市でも市民から、ある議員が政務調査費の不正

使用をしているのではないかと告発がありました。広

島県警はその告発を受理し捜査中と聞きます。 

 議会棟には倉庫がいくつかあります。会派の控室と

同じフロアにありトイレに行く度、人の出入りがわか

ります。ある日、見慣れない男性3人が倉庫に入って

いきました。誰? なんで? と首をかしげました。議会

事務局の職員じゃないし･･･会派控室の職員に尋ねても

「??」。後日「県警の人だったらしい」と判明。「ど

ういうこと?」かは今後明らかになると思います。  

◆ サッカースタジアムは中央公園??!! 

旧 市民球場跡地の活用方策

をめぐっては何も決まら

ぬまま、もう空白期間(一時的

なイベントに利用されている

状態)が5年間も続いていま

す。サッカースタジアムをど

こに建設するか？という話し

合いは、サッカースタジアム

検討協議会で行われてきまし

た。H25年6月6日～H26年11

月21日に計19回の協議会が開

かれ、協議会開催費用や交通

量の調査などで1248万円余り

出費しています。そして3者会

談(県・市・商工会議所)や検

討協議会で出した結果は『み

なと公園優位』。球場跡地の

案は陰が薄くなりました。 

と ころがH28年3月、サン

フレッチェ広島の久保

会長の「みなと公園にはいか

ない」発言で一気に方向転

換。今度は4者会談(サンフ

レッチェ・県・市・商工会議

所)で練り直し、近隣への騒音

問題で一旦消えた『広島中央

公園』案が再浮上しました。

そして今や本命かとも言われ

ていますが、地元の基町地区

自治会の皆さんが先日話し合

いで出した結論は「反対」で

した。「理解を求めていく」

と広島市は説明しています

が･･･。さて、サッカー場をめ

ぐる落としどころはどう設定

しているのでしょうか？ 

みなと公園がダメ、中央公園

がダメ、球場跡地は？となる

と混迷のきわみです。結局、

今ある安佐南のエディオンス

タジアムをリニューアルとな

る可能性も出てくるのではと

考えたりします。 

そ もそもこの話は、H14

年 12 月にサンフレッ

チェの久保会長が前市長に建

設にむけた協力要請をしたこ

とに始まります。前市長が

H15年3月の所信表明の中で

『サンフレッチェと市民がつ

くるサッカー専用スタジア

ム』の建設支援を行うと述

べ、H21年10月、第5次広島市

基本計画に『民間主体のサッ

カー専用スタジアム

整備の気運に呼応して必要な

支援に取り組む』と記述して

いますが財政の問題もあり何

となくなし崩しになっていま

した。その後、市長は交代し

H24年3月に松井市長がサンフ

レッチェ広島激励会で「3回優

勝すればスタジアム建設を検

討したい」と発言。これを機

に議論が再燃したわけです。 

私 はあくまで市のスタンス

は「民間主導で、それに

広島市が必要な支援を行う」

というものであると捉えてい

ましたから、広島市が主導す

るとは思ってもみませんでし

た。都市の機能を考えて空間

をどのようにデザインするか

は、都市計画の中で大変重要

です。「サンフレッチェは2位

でいい」等の発言や球場跡地

利用の決定をきちんとしない

ことも、こうした混乱を招い

ている一因です。首長の「ひ

とこと」の重さをひしひしと

感じています。 
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議会 

活動報告 
9月議会・27年度決算特別委員会  

2016年 

9月～11月 

9月議会 一般質問 

★被爆地ヒロシマの継承について          

★市営住宅の活用と抽選について 

 ★地域包括ケアの推進について 

 ★中学校の基準服の価格・就学援助  

  の時期について 

＊ 9月議会の模様はHPでご覧になれます。 

   広島市議会のHPを検索 → 議会中継   

        → 本議会 → 本議会録画中継 

～～ 質疑のいくつかを報告します ～～ 

●廃棄物の処方のあり方について 

●市長の発言とサッカースタジアムの検討について 

●育成型ジョブローテーションについて 

被爆地ヒロシマの継承について 

就学援助の時期について  

 

中学校の基準服の価格について  

市営住宅の活用について 

小・中学校は義務教育です。公的な支援が必要な対

象者には対応していかなければなりません。広島市

は小学校は基準服を導入している学校と私服の場合

とありますが、中学校はすべて基準服です。 

平和記念資料館の免震化工事の時、平和記念公園

内に奇跡的に残っている遺構が見つかりました。

被爆地ヒロシマとして、平和であることの意味を

伝え続け、都市機能だけでなく、そこで生活を営

んできた人々の暮らし、生きてきた時間、それら

を実感してもらうことが大切だと思います。 

福岡市では、入学に間に合うように、就学援

助金の支給時期を3月に早めました。広島市

は現在5～6月に支給していますが、時期を早

め、3月に支給すべきではないでしょうか？ 

Q 
全市営住宅の空き家率は16.9％ と高くなっていま

す。また入居者の高齢化や単身化も進んでいます。

市営住宅の空き住戸の何戸かを合わせてグループ

ホーム等にするとか活用してはどうでしょうか? 

Q 

平和記念公園という象徴的

な場所で、黒い地層をはじ

めとする被爆当時の暮らし

がみえる遺構が発見されま

した。保存・活用すべきで

はないでしょうか? 

Q 

保護者会が主体となり学校ごとに選定し協議した

上で決定していることなので差が生じることと

なっています。保護者の主体的な選定に委ねられ

ているものであることから公表はしません。 

A 

就学援助金の支給時期については保護者の実

情に配慮したものになるよう、他都市の取り

組み状況を参考にしながら検討していきたい

と考えます。 

A 

被爆75周年も念頭に置き、発

掘場所や公開の手法も含め、

遺物、遺構の活用について検

討していきたいと考えます。 

A 

A 市営住宅の空き家をグループホーム等で活用する

ことについては、地域の市営住宅の需給状況や事

業の必要性等を勘案し、健康福祉部局と連携をと

りながら対応していきたいと考えます。 

市営住宅の半数近くは高齢者(高齢者の単身世帯を含

む)が住み、これからもその数は増えていくことにな

ります。公営住宅は住宅に困窮する低額所得者の住

居の安定を図ることを目的として整備されたもので

すが、法令等により本来の目的に支障がない範囲内

で社会福祉事業を行う社会福祉法人等に対し住宅と

して使用させることができるとされています。 

義務教育なのに個人負担が大きいという問題

をいかに解決するか、就学援助をうける対象

への負担軽減ができるように、きめの細かい

対応をするべきだと考えます。 

Q 基準服が高く、学校により価格に2倍の差が生

じているようですがなぜですか? また価格を

一斉に公表することで、適正な価格となるよう

にするべきではないでしょうか? 

 夏服  冬服  

最低価格 最高価格 最低価格  最高価格 

男子 7040 15820 18570 41970 

女子 7660 18420 23300 36560 

(単位：円) 
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消防法が改正となって、病院はすべ

てスプリンクラーを設置しなくては

ならないことになりました。入札が

まとまらず設置できていません。 

病院なので急ぐ必要があるのではな

いでしょうか？ 

下水道局が持っている天神川

駅近くの土地が売れていませ

ん。努力はしているのでしょ

うか? 売れないのなら目的外

使用として、駐輪場やコイン

パーキングにするなど工夫す

べきだと考えます。 

今年度は22億9500万円の黒字です!! 

が、今年も中期経営計画で予定され

ていた元金償還の財源に充てるための

一般会計からの繰入をします。来年の

繰入額は削減すべきです。広島市と

いう母屋では粥をすすり、水道局で

はすきやきを食べているようなもの

ではありませんか？ 

地域包括ケアの推進について 

介護予防・日常生活支援の総合事業への参入

等就業機会の拡大・就業率の向上・組織活性

化のチャンスと捉えて積極的に活用しつつ育

成につとめていきます。 

A 

2000年に開始した介護保険制度は家族の負担を減らし

介護を社会化することをうたい、スタートしました。

しかし、介護保険給付額は天文学的数字になってきま

した。そのため財政を圧迫することが必至だと国が方

向転換。新たに提案した概念が地域包括ケアです。い

わゆる地域の中における医療と介護と福祉の土壌づく

りです。この土壌の上に『自助』『共助』『公助』と

いう花は本当に咲くのでしょうか。今介護予防をはじ

め、健康寿命の重要性が論じられていますが、私たち

は立ち止まってよく考えなければなりません。 

Q 豊富な人材を持つ公益団体の広島市シル

バー人材センターをもっと活用してはどう

かと思います。高齢社会のニーズに合った

介護等の分野での育成をすすめればよいと

考えますが、いかがですか？ 

決算特別委員会（第2分科会） 

常任委員会 （厚生関係） 

→ 有識者とともに地域ケア会議を開いて

検討し、年末をメドに対応していきます。 

安佐市民病院への対応 

 
安芸市民病院事業会計決算 

 広島市水道事業決算  
広島市下水道事業決算 

急いで検討します 検討してみます 努力します 

●安佐市民病院はふたつに分かれ、新安

佐市民病院と旧安佐市民病院(北館)にな

ります。この移転に伴う人事交流について

どのように考えていますか？ 

→ 旧安佐市民病院(北館)には、地域

包括ケア病棟と緩和ケア病棟を計画

しています。働くドクターや看護師の

意見を聞き対処していきます。 

介護予防アセスメントシート 

●現在、要介護認定基準は7段階(要支援1～2、要介

護1～5)に分かれています。「要支援」には、介護サー

ビスを利用することにより、心身の状態が回復に向か

う可能性が高いと思われる方が分類されます。その要

支援1・2の一部のサービスが介護給付の枠から外

れ、市町村事業になります。アセスメントシートは、そ

の対象者の査定を行う大事なチェックリストです。早め

に公表するべきではないでしょうか？ 

 

広島市立大学の報告・評価への質疑 

●平成22年～27年の広島市立大学の中期目標期間に係る事業報告書（業務状況を大学がまとめたもの）  

 評価結果（大学の自己評価したものを外部法人評価委員がランク評価するもの）が発表されました。 

市立大学には市民の税金を毎年投入しています。（昨年は31億円） 不適切だと思う3点を質問しました。 

1.役員構成に問題あり。 

 女性がいない!! 

 学生は現在1770名、うち女子

は839名います。大学の運営には

男性だけでなく、多様な視点が必

要だとの認識を持ってますか。 

2.大学の自己評価は甘い。 

 教員が処分になったハラスメン 

ト事案は報告書に記載がありま 

せん。このようなマイナス要素を

含まない報告書は適正ではないと

思います。 

3.大学教員（教授職等）の採用は  

 公募にすべき。 

 一部の学部・研究所で、大学職員

が個別に教員採用する「一本釣り」

が行われています。公立大学なので

積極的に公募を進めるべきです。 
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日時：2016年 12月 19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 

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2016.8～2016.11 

26 

27 
本会議（一般質問） 

28 

29 
常任委員会 

30 本会議(議決) 

10/1 呉YWCAミーティング 出席 

2 広島YWCA平和部会 出席 

4 都市魅力づくり対策特別委員会 出席 

6 決算特別委員会(全体説明) 

7 安佐医師会懇談会 出席 

9 

10 
東京(ナラティブ・メディスン研修) 参加 

12 決算特別委員会(総括質疑) 

13 中区大手町2丁目女子会 出席 

14 安佐南区戸山地区ヒアリング 出席 

18 

19 

20 

決算特別委員会(分科会) 

25 会派クラブ会 出席 

26 決算特別委員会(討論･採決) 

27 廿日市市佐伯町(認知症マップ) 講演 

28 中区老人クラブ大会 出席 

30 中島地区防災訓練 参加 WABASシンポジウム 

11/2 広島文化学園大学 講義 

4 臨時議会 

5 島根大学医学部 講義 

8 広島YWCA理事会 出席 

14 和光市 行政視察 

15 広島女学院高等学校 講義 

16 神戸市 行政視察 

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 

18 

19 

20 

東京YWCA総会 参加 

21 常任委員会(閉会中) 

編集後記 

  大手町5丁目  
商店街中央あたり 

8/27 

28 
WABAS山梨大会 出席 

29 廿日市市柿の浦集会所(認知症マップ) 講演 

31 廿日市市九区大野町(認知症マップ) 講演 

9/7 都市魅力づくり対策特別委員会 出席 

８ 都市活性化対策特別委員会 出席 

9 YWCA「9の日」サイレントアピール 参加 

11 日本尊厳死協会理事会 出席 

12 会派勉強会 

15 議会改革推進会議 出席 

16 本会議(市長説明) 

18 

19 
リレー･フォー･ライフ尾道 参加 

21 かき船裁判(地方裁判所) 

23 本会議(一般質問) 

25 日本尊厳死協会市民公開講座 
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 厚生委員会行政視察  

≪和光市の地域包括ケアシステム≫ ≪神戸市のチャイルド・ケモ・ハウス≫ 

広島県性犯罪ワンストップセンター 

のステッカーができました！ 

県内(特に広島市・福山市)での

性犯罪の件数が多くなってきて

います。この度、各都道府県に

1カ所は相談センターを設置す

ることになりました。「市内の

繁華街のお店や病院、学校のト

イレなどに貼っていきましょ

う」と提案しています。 

ワンストップセンターひろしま 

電話 082-298-7878 

埼玉県和光市は全国に先駆

けて、介護予防に取り組

み、医療費の削減を視野に

いれて、全市で市民の個別

ケアに力を入れています。 

＊神戸市のチャイルド・ケモ・ハウス 

小児がんの子どもたちが『第

二の我が家』の雰囲気の中

で、がん治療を受ける空間で

す。院長先生も小児がん体験

者で、夢をかなえた有床診療

所です。神戸市が土地を無料

貸与し積水ハウスが億単位の

寄附をしています。 

＊和光市の地域包括ケアシステム 

皆様、今回のニュースレターはいかがでしたか？紙面を最大限に使ってお伝えして

いますが、まだまだ書ききれないことがいっぱいあります。2面にも記載しましたが

HPから馬庭さんの勇姿を見ることができるので是非とも入ってみてください。さ

て、そんな馬庭さんは、つい最近誕生日を迎えました。突然届いた『介護保険証』

を見て「いったい誰の～?」と思ったくらい当事者意識がなかったようです。「65歳

の仲間入りをして嬉しいやら悲しいやら…」とつぶやく(*_*; これには私も「…」

返答に困ってしまいました。馬庭さんは、いつも「介護保険料が高いのを何とかし

た～い!!」と言っています。そのことも気になりますよね(-.-) 人生100年時代を何

とか健康で過ごしたいものです。（大田） 


