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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。 

東 京の大手広告会社『電

通』の20代女性社員が

長時間勤務で疲れ果て自殺し

たニュースは記憶に新しいと

ころです。残念でなりませ

ん。電通の最高責任者である

社長はこの事件を受けて引責

辞任しています。大都会の中

でしのぎを削る競争社会の象

徴のような事件だと思ってい

ました。 

し かし、驚いたことに広

島市役所でも同じこと

が起きていました。広島市の

20代の女性職員が自ら死を選

んだのです。2014年から区役

所で児童手当の支給や保育所

の入所手続きの事務を担当し

ていました。2014年 12月～

2015年9月に月100時間前後の

時間外労働が続き、10月に自

ら命を絶ってしまいました。

遺族は「過重な仕事や職場の

人間関係に悩んでいた。事実

を明らかにしたい」と公務災

害認定を申請されました。 

問 題なのは、時間外で100

時間を越えている職員が

いながら、課長補佐・主幹と

いう直属の上司たちの時間外

労働は、せいぜい10時間程度

だったというバランスの悪さ

です。業務全体を把握し、適

切に分担を図るというマネジ

メント能力が上司に欠けてい

ると、このような事件が起き

やすいといえます。また職場

の誰かが彼女の切羽詰まった

状況に気づいていなかったの

でしょうか？あるいは彼女が

自分のつらさを訴えにくい雰

囲気があったのでしょうか？ 

彼 女の自死から1年以上た

ちます。が、職員が時間

外労働や人間関係で疲労困憊

し、誰にもSOSを出せないま

ま追い詰められかねない職場

風土をどう改めるのかという

提案を私はまだ聞いていませ

ん。それは公務災害の認定と

は別にすぐにでも取り組むべ

きことです。早急に、時間外

労働時間の制限、相談しやす

い窓口の設置や、個別面談、

管理職の部下への指導方法の

研修等、今までやってきたこ

とを見直すと共

に新たな制度の

導入も検討すべ

き だ と 思 い ま

す。 

団 塊の世代の職員が一斉に

退職し、今年は、昨年よ

り41人少ない281人(男性132

人、女性149人)の若者が入庁

しました。4月3日、辞令交付

式で、松井市長は「自分自身

に誇りがもてるような仕事の

仕方で充実した役所人生を送

ることが広島を世界に誇れる

まちにすることにつながる」

と激励しています。 

夢 を抱いて入ってきた若者

ひとりひとりが仕事に誇

りがもてるよう、具体的な環

境整備を着実にすすめていか

ないと、言葉だけの激励には

意味がありません。元労働省

出身でワークライフバランス

という公約を掲げて当選され

た市長の腕のみせどころだと

思っています。これからも議

員として、職員の働き方改革

に注視していきます。 

 中央では、閣僚の相次ぐ失言、不祥
事が報道されています。共同通信社
の世論調査によると、「緩みが出て
いると思う」との回答が73.2％に上

りました。「安倍首相の任命責任あり」と思っていた
ところ、今度は広島4区選出（安芸区も選挙区）の議
員の考えられない失態が二度も表沙汰になりました。   

 なぜか市議会のなかに東京からの情報がいち早くも
たらされるホットライン議員がいて、報道前に「近々

週刊誌に出るぞ情報」が流れます。そして、週刊誌発
売当日には、コピーが机の上に･･･。そこにはがんで
闘病中の妻がいながら満面の笑みの中川国会議員のハ
ワイでの仰天写真!! 開いた口がふさがらないとはこの
ことです。撮影された時期は予算折衝をはじめ政策立
案で多忙を極める時期でもあります。 

 地元の有権者は「全く、人間としていかがなもの
か！」「政治家として失格！」とキビしい声が上がっ
ています。私も100％同感です。 
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 2017年 2月議会・3月予算特別委員会 
すべての予算特別委員会 

において質疑をしました !! 

予算特別委員会(経済観光環境関係) 

     予算特別委員会(総務関係) 

文化芸術振興と映像文化ライブラリーについて 

広島市立大学について 

東京都の 

ヘルプマーク 

     予算特別委員会(厚生関係) 

福祉避難所について 

難病対策について 

 福祉避難所とは、地震などによる災害が発生し、学

校の体育館などの生活避難場所(1次避難所)での避難

生活が長期になった場合、福祉的配慮(車いす使用者

等対応トイレやスロープ等の設置や専門的なケアな

ど)が必要となる高齢者や障害者、乳幼児、妊産婦、

傷病者、内部障害者、難病患者等のために設けられ

る2次避難所のことです。 

●福祉避難所を設置する場合には、あらかじめ「福

祉避難所の設置及び管理運営に係る協定」を締結し

た施設に広島市が要請して施設内に開設します。被

災地が広域に及んだ場合、十分とは言えないと思わ

れます。広島市内には医療系・福祉系の大学がある

ので連携協定してはどうでしょうか？ 

→ 良い考えだと思いますので、大学をあたってみた

いと考えます。 

★前向きな返答で新聞記事になりました。熊本地震の際

大学生たちが活躍しました。若い力を活用すべきです。 

 見た目は元気そうでも、体につらさを抱え

ている人たちがいます。そんな障害者や難病

患者らが電車内や街中で適切な配慮を受けら

れるよう、身につけて周囲に知らせるマーク

が各地で生まれています。ただ、自治体に

よって推すマークがまちまちで、妊婦さんの

マークのように広く知られていません。 

●全国で統一するべきだと思いますがどうでしょうか？ 

→ 広島市は独自のマークを作らず「東京都のヘルプ

マーク」が経産省でJIS規格として承認すれば、それを

採用することになるのではと思います。 

恵下埋立地のダイオキシンについて 

 広島市はスポーツ振興基本計画はありますが、文化芸

術振興に関わる計画は見当たりません。国との連携を

図りつつ地域の特性を生かした新たな施策を策定し、

映像文化ライブラリーの貴重な文化財もきちんと保護

活用していきたいものです。 

●映像文化ライブラリーの地下にあるフィルム収蔵

庫は、どのような保管をしていますか？他都市の施

設と比較をしたら何が違うのか、リニューアルすべ

きではないか、どのようにお考えですか? 

 広島市立大学へは昨年度、市民の税金31億円を交付し

ています。質の高い教育をしてほしいものですが、市

立大学へ出向していた市の事務職員が定年後、単位の

ない授業をもつ特任教授として再就職し、図書館長に

任命されています。図書館長は今まで教授である学科

長が兼務していたのですが、どうしたのでしょうか。 

●教授を選考する場合は公募にするべきではないで

しょうか？大学の付属図書館長はアカデミックな立

場なので、特任にするべきではないと思いますがど

うでしょうか？ 

→ 選考委員会で決めております。 

★その選考委員会がお仲間では?! お友だち人事ではいけ

ません!! 他大学の図書館長は修士以上の人材です。 

 市は湯来町恵下地区に一般廃棄物最終処分場を作ろ

うと整備しています。ここでは昭和60年(湯来町と合

併前)に、不法投棄の山積み廃タイヤの一部が燃える

火事がありました。今回、処分場を造る請負業者が

工事を始めて、その燃え殻から、基準値の29倍のダ

イオキシンを発見しました。何故、処分場決定以前

の環境影響調査時にはそのことがわからなかったの

か、火事は知っていたのか、知っていたならどうし

て予見できなかったのか、そして、ダイオキシン確

認時から4か月間も市民に公表しなかったのか等不可

解なことが多くあげられます。さらに汚染された土

地(4400㎡）の買値は700万円。しかし、この汚染土

地の処理に6億円!!かかるのです。 

●どのように汚染された土壌を処理していきます

か？また対象範囲をもっと拡大して調査していく必

要があるのではないでしょうか？ 

→ 汚染土5600ｔのうち4000ｔは中間処理施設で処

分、残りの1600ｔは出島処分場で行いました。すで

に環境評価をしているので今後の調査はしません。 

★昭和60年の火事の頃から地元の人たちは有害なものが

あるのではと心配していました。この場所を処分場にする

ことが先に決まっていて、辻褄合わせのための調査があっ

ただけではないかと疑われかねません。調査をきちんとし

ていれば、すぐに処理して住民の不安を解消することもで

きたし、別な場所を選定することも可能だったのでは？ 

→ 映像文化ライブラリーは34年経過しており、老朽

化が課題となっています。他都市はフィルム保管の保

存温度と湿度が国際基準の『6℃ 40%』となっていま

すが、広島市は『20℃ 40%』です。将来的には検討

していかねばならないと考えております。 

★中央公園周辺の建築物は老朽化したままで、上記のよう

な事業もすすみません。球場跡地を含む広島市中心部

の利用計画の早期決定がのぞまれます。 

★県も市も同じ、全国同じがいちばん望ましいです。 
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     予算特別委員会(建設関係) 

     予算特別委員会(文教関係) 

 近年の新生児医療の発達により、医療的ケアを必要

とする子どもの数は増加傾向にあります。広島市の特

別支援学校及び小学校等に在籍する医療的ケアを必要

とする生徒数も増加しています。子ども達の支援に向

け、専門的ケアができる看護師の確保が不可欠です。 

医療的ケア児のサポート体制について 

子どもの“うつ”と自殺予防について 

空家対策について 

かき船について 

●特別支援学校及び通常学校等に医療的ケア児の

ケアをする為に看護師が配置されていますが待遇

はどうなっていますか？ 

→ 看護師の処遇改善は重要なので、検討します。平

成29年度は賠償責任保険に加入します。 

「医療的ケア児」とは、生活する中で経管栄養、人

工呼吸器、胃ろう等を必要とする子どものこと。 

 子どもの“うつ”はあまり知られていません。言葉

で複雑な感情である憂鬱感を表現するのは難しく、

身体的症状や行動の変化として表れることが多いか

らです。しかし、自殺は10歳から15歳までの死因第

3位に。その原因にうつは大きくかかわっています。

子どものうつに関する知識がないとSOSを見逃して

しまいます。まず、教職員が学ぶことが大切です。 

●子どもの“うつ”に対しては研修項目として上

がっていますが、“自殺予防”に対しては項目が

ありませんがなぜですか？ 

→ 平成29年度は生徒指導主事研修において、自殺

予防に特化した内容の研修を計画しています。 

★平成21年より手引きがあったのに、いちども実施して

いない!! 命にかかわる問題なので更なる充実を図って

もらいたい。 

予算特別委員会(消防上下水道関係) 

漏水調査について(水道局) 

除染車について 

 水道局では、専門業者に委託して道路内の配水管か

らお客様の敷地内にある水道メーターまでの漏水調査

を実施しています。その年間費用は7100万円、1件あ

たりのコストは54万円です。またその専門業者にOB

職員5人が監督として関わっています。2人1組となっ

て委託の調査員24人をまとめ管理する仕事です。 

●熟練した監督業務を若い人に伝えるために、OBの

指定席から、ベテラン+新人のペアにする段階的委譲

を考え、局の一般業務にすべきです。 

→ 若い職員との職務の分担については、今後検討

を進めて参ります。 

★水道局は市が運営する地方公共事業（市町村が経営し、

法人格を持たない。一般会計とは切り離された特別会計で

の独立採算制を採る）なので、余剰金が80億円もあります。

といって、人件費の無駄遣いは許されません。むしろ水道料

金の値下げにつなげていただきたいと思います。 

  広島市には除染車（核・化学製剤・生物製剤の災害

が発生した時に簡易除染をするための車両）がありま

せん。G7の時には岡山市から借りてきました。国内外

から要人の来訪が増えていることから万全にしておく

必要があります。 

●サリンやVXガスのテロの危険性もあります。対応

ができるのでしょうか？ 

→ 今後要人等の訪問があることから導入を図ります。 

★言ってみるものです。今年度末から、国からの無償貸与が

決定しました。必要なものは時代によって異なるので、早い

対応が必要です。 

 人口、世帯数の減少や少子高齢化の進行等により、

全国的に空き家が増加しています。適切に管理されて

いない空き家は、保安上、衛生上、景観上等の多岐に

わたる問題を生じています。空家に関する対策を推進

することを目的に広島市空家等対策計画を平成27年2

月に策定しました。実態調査をした結果、市域内に約

4200戸の空家を確認(周辺への影響を抱える空家約600

戸、内保安上危険となる空家が約450戸)しています。 

●危険な空家については解体除却することに補助

金を出してはどうでしょうか？ 

→ 公平性や公益性の観点に立って、除却にどのよ

うな支援策が必要なのか検討します。 

●実態調査からも住宅団地以外においても数多

くの空家が見受けられます。住み替え促進事 

業は団地限定にせず、一般住宅にも拡大しては

どうでしょうか? 

→ 住み替え促進事業の成果をみて、対象範囲を

拡大していきます。 

年1回、離岸報告（船が岸を離れることができると

いう証明）を提出する必要があります。情報開示請

求して報告書をみると、かき船が離岸している様子

がうつっているはずの写真が真っ黒に塗りつぶされ

ているので、よく分かりません。 

★出前講座のように地域に出向き、遺産相続の話等

とともに、制度の説明をすることが大事だと思います。 

●船なので動くという前提で許可が下りているの

ですが、がっちり固定されていて動くようには見

えません。本当に離岸したのでしょうか？ 

→ 移動したという状況写真を書面で確認するだけで

現地での立会いはしていません。 

★事業者から提出された報告書も書面に不備があり、何

度も提出し直しています。どう離岸作業をしたのかを立会

いもなく何をもって真実と確認ができるのでしょうか… 



 は
る
ぜ
ん 

グ
ラ
ン
・リ
ー
ブ 

 
 

 
 

 

二
階 

 

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2017.1～2017.4 

9 都市魅力づくり対策特別委員会 出席 

10~11 聖路加看護学会(東京) 出席 

12 広島YWCA理事会 出席 

2/13 本会議（市長説明） 

15 

～17 
本会議(一般質問) 

20 

～23 

本会議(一般質問) 常任委員会 

議会改革推進会議 出席 

24 恵下埋立地 視察 

25 かき船裁判総会 出席 減らそう犯罪中区大会 

26 日本尊厳死協会支部理事会 出席 

27~28 予算特別委員会(文教) 

3/1~2 予算特別委員会(厚生) 

3・6 予算特別委員会(建設) 

7~8 予算特別委員会(経済観光環境) 

9 予算特別委員会(消防上下水道) 

10 予算特別委員会(総務) 

13 予算特別委員会(総務) 

14 予算特別委員会(総括質疑) 

21 予算特別委員会(討論・議決) 鷹野橋商店街総会 出席 

22 本会議(議決) 

27 高齢社会をよくする女性の会・広島運営会議 出席 

28~29 市民相談 

4/2  日本尊厳死協会支部理事会 出席 

4 市民相談・国土交通省太田川事務所 

5 性被害ワンストップセンターひろしま電話相談 

7 舟入高校入学式  大手町商業高校入学式 参列  

9 広島市スポーツ協会創立80周年記念式典 参列 

10 袋町小学校入学式 国泰寺中学校入学式 参列 

11 広島YWCA理事会 出席 

21 安佐北区母子寡婦福祉会 講演会 

22 広島女学院同窓会 ホームカミングデー 出席 

編集後記 

 

 

日時：2017年 5月 17日(水) 

     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 

  大手町5丁目  
商店街中央あたり 

１/12 広島市医師会新年互礼会 出席 

15 日本尊厳死協会支部理事会 出席 

16 中区袋町社協新年互礼会 出席 

20 常任委員会 

21 広島YWCA平和部会 出席 NPOおりづる総会 出席 

22 CAP研修会 出席 

24 広島YWCA理事会 出席 

25 基町の家 訪問 

26 議会改革推進会議 出席 

29 暮らしの保健室研修会(大阪) 出席 

30 中区大手町2丁目女子会 出席 

31 広島YWCA理事会 出席 副議長就任パーティー 出席 
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都 市 魅 力 づ く り 対 策 特 別 委 員 会 行 政 視 察 

（仙台・今別町・埼玉）            

7 広島YWCA理事会 出席 

8 高齢社会をよくする女性の会・広島運営会議 出席 
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庭
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事

務
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都市魅力づくり対策特別委員会 行政視察  

≪ 仙台・奥津軽今別・埼玉 ≫  2017年2月1日~3日 

 今回の視察は3ヶ所めぐりま

した。いずれもスポーツ振

興・東京オリンピックの事前

合宿誘致のための施策です。   

 小さな町も奮闘してモンゴ

ルの合宿に力を注いでいま

す。埼玉サッカースタジアム

は非の打ちどころがない環境

を整えていました。 

 ≪ 本会議報告 質疑!! ≫   包括外部監査報告 

【 監査報告】 

 『マニュアルはできているのに、事務手きがその通りに行われていなかった』

『新しい仕組みができていたのに職員が知らないままだった』『現実に即した

制度の見直しができていない』等が指摘されました。 

今回の監査の特徴は、監査人が公認会計士から弁護士に変わったということです。 

【 監査のテーマ (毎年すべての監査はできないので、テーマを決めて行います) 】 

 ＊未収金収納金の事務執行と産業の創造と振興について 

 ＊中小企業の活性化と商店街の振興にかかる事務執行について 

【私のひとこと】  

 想像以上に職務が十分に遂行できていないことがあきらかに…日頃からきっ

ちりやることこそが大切だと思います。間違いを少なくし、職員の異動時にも

引継ぎしやすいよう、業務情報を共有するための工夫が必要だと感じました。 

        皆様、今回のニュースレターはいかがでしたか？ 

 馬庭議員は65歳になりましたが、衰える様子もなく色々な課題解決のため

日々走り回っています。うまくいったりいかなかったり…最近は特に高齢者の

経済的格差が拡大してきていることを実感しているそうです。 

ニュースレターをＥメールでもお送りします。メールでの送付をご希望の方は、 

まにわ恭子ＨＰ から（http://www10.ocn.ne.jp/~ikiiki ) 直接メールでお申し込み

ください。また、HPでも見ることができます。 

 何でもチャンスを

生かすことです。 

 芝生も完璧で国際

試合もOKです! 

Kyoko’s   
selection 

 負の遺産である収容所博物館ただ

一人の日本人ガイドの記録です。 

 収容所で起きた事実を丁寧に語

り、平和を次世代につなげていく

ことの大切さを学べます。 

≪アウシュヴィッツ博物館案内≫ 

著者： 中谷 剛   

出版社： 凱風社  

 5月に 

行ってきます 


