
  

まにわ恭子 

 発効日／2004年4月30日 発行者／まにわ恭子 http://www.10.ocn.ne.jp/~ikiiki 
 

 広島市議会議員無党派クラブ 

VOL.６ 

KYOKO MANIWA’S 

NEWS  LETTER 

恭子の 

＜連絡先＞ 

馬庭恭子事務所・まにわ恭子後援会 

 〒730-0051  

 広島市中区大手町2-5-11-204 

 TEL／FAX 082－541－3151 

 ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp  

 広島市議会議員控え室 

 TEL 082－245－2221 

 FAX 082－245－2223 

Maniwa-k@giin.city.hiroshima.jp 
NEWS LETTER 

 市民の皆様のなかには、新聞紙上をにぎわせた議員

報酬削減案がいったいどうなったのかという思いをお

持ちの方がおられると思います。「結局、なにもまとま

らんかったん？」とおたずねの電話もいただきました。

そうなのです。結局は「数」が勝負の世界なんです。 

 前号のニュースでも述べたように、広島市は現在、深

刻な財政難にあります。市長はじめ、一般職員にいたる

まで給料カットが実施されているなかで議員もそれに

対して、何らかの態度表明をする必要があると思い、い

の一番に、議長に議員報酬削減の意見書を提出しまし

た。 
 その後、報酬削減をめぐって会

議が開かれ、「報酬削減だ」「いや、

議員定数削減が先だ」「市長の退職

金の削減もいれて３つ削減すべき

だ」と会派別に意見が３通りに分かれました。３回話し

合いが持たれ、さらに、会派代表者会議も開かれました

が、結局、結論がでないことから、それぞれの意見を議

員提案というかたちで議会へ提出するという運びにな

りました。私は一番に提案した責任と、なんとしても可

決成立させたいという思いから、実際に議員報酬を

10％削減したらどうなるのか、５％削減したらどうな
るのかという概算と他政令都市における議員削減の資

料をもって、「議員削減案に賛成してくださいよ。一緒

に提出しましょう」と各会派を回りました。私の10％の
削減案に賛成という議員は５人いました。５人いれば、

議員提案は可能です。そうこうしているうちに、議会も

終盤に入った頃、「５％だった

ら、もっと賛成の議員が増える

よ。もっとみんなで話し合おう」

という話が持ちあがったので、「５％削減案」に私も署

名し、共同提案という形で議案提出することに決定し

ました。すると、いよいよ議会の最終盤になった時、公

明党が「2007年から、議員定数を削減する」という定数
削減案を出してきました。「いずれは定数も考えなくて

はいけない」と考えていた私は、「報酬、定数削減賛成」

の 両 案 に 起 立 い た し ま し た。 
 結局、保守系最大会派が起立

せず、どちらも過半数を得られ

なかったため、この両案は否決

という流れになってしまいま

した。 
 議員になってはや１年。質問や質疑、討論を重ねる

なかで、他の議員がどのような姿勢でどう考えて行動

しているのかが大分わかってきました。「数」の壁が

あることは分かっています。「根回しと駆け引きの世

界」であることも分かっています。「パフォーマンス

にすぎない」などという批判も受けましたが、そうい

う批判をおそれ、あきらめていては、一歩も先へ進め

ません。無駄な努力に見えるかもしれないけど、一つ

ひとつ既成概念や慣習を崩して行くことが大切だと

思っています。これからも市民の目線を忘れずに議員

活動をしていこうと思っています。どうぞご支援くだ

さい。 

否決された議員報酬削減案 

 私が議会でびっくりしたのは、やじ

の多さです。海外の国会ではつかみあ

いの喧嘩もあるくらいですから、ど

うってことないと思われる議員さんも

いらっしゃるのかもしれませんが、や

はり議会は議論する場であって、怒鳴

りあう場ではないと思うのです。 

 今学校では落ち着いて他の人の話が

聞けないことなどが問題になっていま

す。自己主張をするためには、相手の

話をよく聞かなくてはいけません。や

じや罵声で相手を威嚇したり、相手の

発言が他の人に聞こえないよう妨害す

るのはもってのほかだと考えます。も

ちろんウィットにとんだ皮肉や、丁々

発止のやりとりは大歓迎です。多少の

揚げ足取りもありでしょう。ただそれ

らはやじとしてではなく、きちんと議

長の許可を得て、発言されるべきもの

だと思います。ある意味、社会のお手

本であるべき議場で、今の様子は本当

に子どもたちにも誇れるといえるもの

なのでしょうか？ 

 将来議員をめざしたり、政治に興味

をもつ社会人を育てるためにも、私は

学校の社会見学として議会傍聴を誘致

し、子どもたちに議論のお手

本となるような議会をみ

せたいと考えています。 

市議会 

こぼれ話 



基本検診について 

基本検診からこぼれていくよう

な人たちに、重大な慢性疾患

を抱えている人も多いので、検

査からこぼれていくような人た

ちにもきめ細かい行政の手を

さしのべて欲しいと思います。 
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詳しくは、ＨＰでもご覧いただけます。 
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2月議会では、本会議総括質問、文教・厚生委員会での

での質問をしました。多くの質問を通して、よりよい市

広島市における小児医療について 
 広島市は、≪舟入病院の名前を「舟入・こども病院（仮称）」とする

≫との議案を今議会に提出しました。 

 子どもに限らず病気やけがはいつおこるかわかりません。ましてや

症状を訴えにくい子どもの病気の治療は迅速に的確に対応しなければ、

いのちを奪うことにもなります。そういう意味で、昨年８月からの安佐

市民病院における、日曜日・夜間の小児科救急診療の開始や、舟入病院

における２４時間３６５日の夜間救急体制で小児医療をしてきた実績

は高く評価できますし、また、小児精神科を新たに加えることも小児医

療における大きな前進だと思います。しかし、これを持って、舟入病院

の名称を「舟入・こども病院（仮称）」とすることに関しては、疑問を

もたざるを得ません。 

 こども病院は、すでに幾つかの県で設立されていますが、公的な病院

が、こども病院と命名する場合には、いくつかの要件を備えている必要

があります。しかし、残念ながら、現在の舟入病院では、名実ともにこ

ども病院としての機能を果たせるような条件が満たされているとはい

えません。名称だけこども病院を名乗ることは、そういう機能を求めて

来る市民を裏切ることにならないでしょうか。もちろん、私は、十分な

機能を備えた子ども病院の設立をのぞんでいます。しかし、市の現在の

厳しい財政事情を考えると、新たな用地取得を含めた病院建設、運営は

極めて難しいと言わざるを得ません。と言っても、すべてをあきらめる

のではなくて、まずは、今ある４病院を生かし、そこでの特色ある小児

診療科の充実を図り、ステップバイステップで、どこか一つの病院の中

にこども病院の機能をもった小児センターを作り、充実させていくと

いう道筋と工夫を提案したいと思います。 

 そこで、私は議決に際して、これからの地域での医療のさらなる充実

を目指して名称を「広島市立舟入市民病院」とすること、そして、「２

４時間３６５日こども急患センター（仮）」をつけるという意見を「反

対討論」で登壇し述べました。 

 現行どおりの「広島市立舟入病院」だと、転勤族の多い広島で、夜間

の小児医療の拠点がどこであるかわかりにくいからです。 

 しかし、この議案も結局否決され、市立舟入病院の名前は現行のまま

になり、それ以上のつっこんだ議論はもちこされました。 

 市が、こども病院を、どのようなものとして想定しているのか明らか

になっていませんが、いずれにしても、１０年後２０年後の医療環境に

ついての明確なビジョンがなくては、今すべきことが何なのかが、はっ

きりしません。単なる名称の問題だけではなく、小児医療政策の根幹と

も結びついているこの問題については今後、議論を深めていくつもり

です。 

≪本議会総括質問≫ 

★鳥インフルエンザへの対応

★こども病院設立をどう考え

★市民参画・市民活動に対す

★公募市民の市政創造委員会

★女性・高齢者起業家パッケ

≪外部監査についての質問 

  ～平成１５年度包括外部監査結果

★舟入病院内部のチェック機能につ

★安芸市民病院赤字補填について

★医療事故対策委員会の評価と今後

≪文教委員会≫ 

★混合名簿について 

★学校図書館の専任職員設置と

★不登校ネットワーク作成の経

≪厚生委

★基本検

★市内市

≪

★

★

 

≪市議会での議案

★介護保険利用セ

★広島市民病院

不妊治療のレベ

★安芸市民病院事
新人議員が 

予算特別委員会で 

こんなに質問したのは 

前代未聞なんだってぇ。 

頑張りすぎないでね。 



予算の長期プラン・短期プラン

（介護保険を例に）  

 これから広島市の高齢化率は
アップし、その結果介護保険料も

上がります。将来をみこして、介

護予防に力を入れる等介護プラン

の見直しが必要ですが、各介護保

険サービス事業所の監査のあり方

や介護予防のトレーニングなどに

ついてどうお考えですか。 

 また、財政局・社会局・企画総

務局の３局で縦割りでない調整が

行われているのでしょうか？ 

≪予算特別委員会≫ 

★図書館充実のための対策～IT化の具体策 
★鳥インフルエンザウィルスへの対応策について 

★病院におけるリスクマネジメントについて 

★医療安全支援センター設置の経過は？ 

★自動車関連中小企業のISO（国際規格）取得のための 
 補助金の効果について 

★日米経済サミット開催についてもっと情報公開について 

★環境保全のための市役所の節電等具体策について 

★グリーン購入法について 

★市営住宅～高齢者むけの住宅整備について 

★交通対策～特に違法駐輪について 

★国際協力として放置自転車を海外へ送ることについて 

★広島市役所での女性の登用（委員会・管理職） 

★ＤＶ～窓口の一本化・協議会・外国人への対応策 

★日米都市サミット～メリット・市民参加･テロ対策 

★予算の長期プラン・短期プラン（介護保険を例に）  

での質問、文教・建設・厚生・経済環境・総務・上下水道の各予算特別委員会

い市政の実現をめざしたいと思います。質問内容は下記の通りです。 

公共事業見直し会、市政創造委員会、 

公営企業等あり方検討委員の設置に、賛成 

 公共事業見直し委員会に賛成する理由は、広島市の財政難を

切り抜けるために、従来からの発想の思い切った転換が必要だ

と考えるからです。メンツだとか自助努力ではもうどうしよう

もないところまで来ている現在、数多くの事業の見直しを効率

よく短期間に行う必要があります。そのために、公共事業の見直

しに実績のある専門家に適正な判断を仰ぐことは、とても重要

です。また行政職にとっても費用対効果の算出方法や新しい視

点で大規模プロジェクトを査定する厳しい眼をもつこと、また

その方法論を学ぶ大事な機会だと考えます。 

 公共事業見直し委員会は、あくまで市長の諮問機関ですが、公

共事業見直し委員会と議会による公開討論会の開催を求めたい

と思います。 

 新規事業としての「市政創造委員会」は、広島市の街作りをめ

ざす公募による市民主導の委員会であり、住民の市政参加を促

す一つのきっかけとなるのではないかと考えています。 

 また、「公営企業等あり方検討委員会」は、検討対象として、

水道事業と下水道事業、病院事業と公益法人が含まれ、急速な変

化をとげた時代の要請に応えるため、そのあり方を柔軟に検証

し見直す必然性はあると考えます。たくさんの客観的な目で企

業を見直し査定することは決して悪い結果はうみません。財政

再建に向けて大いに議論を闘わせるためにも必要な委員会だと

思います。 

 しかし、結局、この意見も通らず、議案は否決。市役所外部に

委員会を作るではなく、内部で見直していこうということにな

りました。皆さんはどうお考えですか？ 

対応策について 

考えているのか 

対する基本姿勢 

委員会は何をめざすのか 

ッケージ型支援事業について 

結果報告について≫ 

能について 

いて 

と今後の課題について  

置と蔵書のデータベース化について 

の経過 

厚生委員会外質問≫ 

基本検診の受診増のための対策 

市内市民病院の医療職の賠償保険加入について 

≪本議会採決前の討論≫ 

★市立舟入病院の呼称変更について 

★公共事業見直し委員会、市政創造委員会、 

公営企業等あり方検討委員会の設置に賛成。 

 

の議案についての質問≫ 

利用セービスの予算の根拠 

病院医療過誤に係わる損害賠償金と  

のレベルについて 

病院事予算策定の根拠について 



★あなたの町に伺って、市政に対する要

望や提案、ご相談などをお聞きします。 
 井戸端会議から市議会へとつないでみませ

んか。 お気軽に声をおかけください。  

★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 

 まにわ恭子のHPから直接メールでお申込みください。 

 できるだけ送料を節約したいと思いますので 

 ご協力をお願いします。 

★カンパのお願い 
  後援会にカンパいただけると助かります。 

 一口千円で、何口でも下記の郵便局の口座へお願いします。 

 ◎口座番号 ０１３１０－１－７４３２０ まにわ恭子後援会  
 ★後援会入会のお誘い 
 お友達をご紹介くださいませんか。 

 イキのいいニュースレターを年４回お送りします。 

 次回発行は６月議会終了後の７月予定です。  

 事務所からのお知らせ 

 月に一度の青空市政相談
会。中区大手町のタカノ橋

商店街バタバタふれあい広

場でバタバタと行うので、バ

タバタよろず市という感じ。 
「こんにちは」「おかえり、学校終わったん」

商店街を通り抜ける人たちに声をかけると、

みんな不思議そうにこちらを振り返る。「私

ね、ここに座ってたら『今日は無料の占いでも

やってるんですか？』って聞かれたことがあ

るんよ」とまにわさん。確かに、スチール机ひ

とつ並べ座っている姿はインチキ占い師の様

相。そこへ、80歳過ぎと思われる女性が「私
はこれでいいのでしょうか」と、ご自分の人生

の幕引きについて話に来られた。「誰かにそう

ですねって聞いてもらいたい気持ち分かるよ

ね」。何でも持ち寄れるよろず相談市。そんな

目線の低い市政相談を行っています。 

Kyoko 
Watching 

Run! Kyoko!! 
まにわ恭子の走行記録 

2004.2 

 ～2004.4  

2／2 広島市献血推進協議会・面談   

6 広島市立大学（研修）   

7  松山市コムズフェスティバル   

9 ＤＶ早期対応ワークショップ  

10  市議会議長受賞祝賀会   

 16 市政報告会 ｉｎ 江波   

17 会派勉強会   

19 本会議（市長説明）   

21 女性のための政治スクール(東京)  

23 超党派女性議員勉強会   
24 

25 

26 

 議会（総括質問）   

3／1 議会 厚生委員会   

2 
議会 本会議議決  

予算特別委員会 運営委員会  
 

4  議会 予算特別委員会 文教関係   

5 
議会 予算特別委員会  

上下水道関係  
 

6 静岡緩和ケア研究会 於下田市   
8 

9 
議会 予算特別委員会 厚生関係   

10 

11 

議会 予算特別委員会  

経済環境関係 
 

12 議会 予算特別委員会 建設関係  

   

14 中区ゴルフ大会  
15 議会 予算特別委員会 建設関係  

16 議会 予算特別委員会 総務関係   

18 議会 予算特別委員会 総括質疑   
23 エイジング研究会  
25 議会 予算特別委員会 討論・採決   

26 議会 本会議   

27 看護協会修了式  

28 座談会「今こそ協働 市民参画の町・  

4／3 講演（メルパルク広島）  
4 WCSお花見  
5 YMCA入学式   
6 舟入高校入学式   
8 消防局システム運用開始式  

9  「第17回春のグリーンフェア」  

10 WCS  
11 高齢社会をよくする女性の会   

16 女性のための政治スクール(東京)   

24 北海道看護協会  

馬庭恭子事務所・まにわ恭子後援会 

〒730-0051 広島市中区大手町2-5-11-204 
TEL＆FAX 082-541-3151 
ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp  

●                       ● 

青空市政相談会 
≪日時・場所≫ 

５月２４日（月） １３：００～  

タカノ橋商店街 

バタバタふれあい広場 

本を出版いたしました。 

「ナース がんばる ふんばる はしる」 

 （学習研究社 定価1470円）です。 

中高生や若い看護師志望の方が対象です。 

私の半生の中から「いのち」を考えてもらえ 

ればと書きました。 

読んでいただけると、とてもうれしいです。 

ご購入を希望される方は、後援会事務局まで

お問い合わせください。 




