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恭子の
大きな土地の活用を
めぐって、
ケンケンがくがく！
広島南道路・西飛行場問題、広大
跡地問題が依然として解決してい
ません。
広島南道路について、広島市は5
月19日、広島高速道路の整備事業
見直し案を発表しましたが、懸案
だった広島南道路が太田川を渡る
部分は、従来通りトンネルとする
内容でした。事業費約170億円の橋
をかける案に対し480億円もかか
るトンネル案を主張する理由は
「長期展望の都市計画として、広
島西飛行場を残すことは百年の大
計である」と説明されました。つま
り、簡単に言うと広島西飛行場を
いずれ活用したいので、滑走路を
残しておきたい、ということです。
ところが、2週間後の広島県知事と
の話し合いのあと、市長は橋梁方
式案に傾き、広島道路交通局長は
辞職、議会でも市長の政治的手法
に疑問や不信が広がっています。

市議会
こぼれ話
６月議会が終了すると、議会棟は
しんと静まりかえります。特にこの
夏は参議院選挙があったので、各党
に所属している議員達は、応援や実
動部隊として県内をかけずりま

「迷走している」という声も聞か
れます。私は「何かの戦略なのか」
とも考えましたが、よくわかりま
せん。
もちろん広島市内に空港があれ
ば便利ですが、今さらという気が
します。地域住民の中には騒音問
題や航路の下にくらす不安を訴え
る人も多くいます。時間ばかりか
かって結論がでないことに多くの
方が苛立っていることも事実で
す。住民の意向をくんで、もう無駄
遣いはさけ、橋梁案で決着をつけ
るべきではないかと思います。
広大跡地問題ですが、1995年広
島大学が広島市中区から東広島市
に移転完了してから、この跡地は、
広島市の（土地の一部ですが）
「遊
創の杜（もり）」、広島県のがんセ
ンター、県庁舎建て替えの候補地
として浮上しました。しかし、財政
難を理由に先送り状態です。市の
中央に位置するため、地域活性の
意味でも大切な土地です。結局、国
から跡地を引きついだ国立大学財
務・経営センターに、この土地を買
うのかどうかの返事を10月までに
するようにとその期限をせまられ

わっている感じです。一票をめぐっ
ての攻防戦がくり広げられ、結局は
「民主躍進、自民敗北」の大きな文
字が新聞紙上でおどっていました。
各会派の議員控室には、それぞれ
党首の大きな顔写真のポスターが
貼ってあります。私の部屋には「他
人の顔」はありません。講演のチラ
シなどに載っている「私の顔」が

ています。
以上の2点以外にも、市民球場、
ヤード跡地、広島市と土地開発公
社の塩漬け土地とよばれる利用さ
れていない土地など、土地に関す
る問題はまだまだたくさんありま
す。土地ばかりゴロゴロしている
状況で、決定の先送りばかりして
いたら、地価は下落するし、債務は
増えるし、ここで大きな決断が必
要です。私はもう右肩上がりでは
ないこの経済状況のなかで早期に
意思決定し、新しい社会に対応で
きる基盤を作り出すことが火急の
課題だと思います。今、社会の構造
変化に対応する柔軟な政策を共に
作ることです。すでに社会は「量か
ら質へ」
「標準から多様へ」動き始
めています。近視眼になるのでは
なく、遠くがよくみえる「めがね」
をかけて、踏みはずさないように
この広島を考えていきましょう。

貼ってあるだけです。誰かの指示を
あおいだり、誰かに頼ることもな
く、自分で判断し、選択していきま
す。それはとても厳しいけれどやり
がいがあります。
国は二大政党の流れになりまし
た。市議会にはどのよう
な変化が生まれる の
でしょうか。

2004年度6月議会
7月臨時議会報告

６月議会では、
本会議討論、文教・厚生委員会での
質問をしました。
7月臨時議会では質疑をしました。。

教育基本法改正を求める意見書決議に
反対討論 （結果は可決）
日本の子どもたちからは、経済的な豊かさのなかで、い
じめや家庭内暴力、麻薬、援助交際など言葉にならな
いSOSが聞こえています。教育基本法を見直そうという
提案は、凶悪な少年犯罪の原因として学校において道
徳教育の不足をあげていますが、ほんとうにそうでしょう
か。
そこで、凶悪な少年犯罪が増えているかどうかを人口
統計と警察統計犯罪白書のデータに基づいて分析する
と、殺人を犯す子どもたちの数は、1940年代は、年間
100から150人、しかし2001年は100人以下で、戦前の教
育勅語体制であっても殺人で検挙される少年の数は今
より実は多かったのです。
さらに、2001年７月の法務省の全国調査によると、全
国の少年院52箇所の実態調査（男子2125人、女子229
人、合計2354人）の回答結果から、虐待経験が少年を
非行へと追い込んでいく様子が浮き彫りになりました。
凶悪な犯罪へはしる少年たちの背景には、様々な要因
が複雑に絡み合っていると思います。
私は子どもたちに向き合い、丁寧なサポートをすること
こそが、犯罪を少なくすると思います。広島では、暴走
族の子供達に大人が声かけをしたことによって、子供達
が暴走族から離脱し、ボランティアに精を出すという実
績もあるではありませんか。
少年の凶悪犯罪解決のために、道徳教育を徹底する
という方向違いのこの教育基本法の改正には、疑問点
が多く見られ、到底賛成できるものではありません。

公的病院の苦情処理（厚生委員会）
医師は医療行為の中心者であることから力を持ってい
ます。そのため患者から声をあげていくことが難しいの
で、患者権利を尊重していくために、苦情の情報公開を
行ってはどうですか。
≪答弁≫
苦情の情報公開は病院評価を受け
る際に必要。これから公開していきたい。

性教育（文教委員会）
性教育は重要な教育活動と
思 う が、本 会 議 で「行 き す ぎ
た性教育」「偏った性教育」と
いう発言が他の議員から聞か
れたが、これはどういうことで
すか？なぜこうした指摘が生
じたのですか？
≪答弁≫
本会議で教育長が答弁しましたように、性教育は、人
間の性に関する基礎的・基本的事項を正しく理解させる
とともに、健全な学校教育活動全体を通じて行うもので
あり、性に関するさまざまな情報が氾濫する今日にあ
たっては、より一層、重要であると考えています。教職員
の指導のばらつきがあり、学校で行われている性教育の
内容が、児童生徒の発達段階に即していなかったり、性
教育を行う意義や内容について、保護者の理解を十分
に得られていないということと考えています。

顧問採用案に賛成討論
*市長の顧問を採用する案（結果は否決）
顧問の設置は、提案のプロセスに問題はあるにせよ、任
期をつけ、指導助言の内容を公表するという条件で賛
成します。顧問に就任予定の経済産業研究所上席研究
員の横山氏は、日本を本当の意味で「生活大国」に変え
ていくための明快なビジョンを持っておられます。
彼は、２年前に2002年から出生率が1.2台になることを
ぴたりといい当てています。また、50年後には少子化が
さらに進み、平均賃金が下がると指摘しています。出生
率が下がるということは国が滅びるということに繋がって
います。
出生率が低いのは日本、ドイツなど女性の社会進出を
阻む土壌がある国です。スウェーデン・フランスは、未婚
の母を認めることで出生率をあげました。今の日本にこう
した柔軟な発想の転換が必要です。
ここにいらっしゃる議員の皆さんで５０年後にあえる人
は少ないでしょう。今こそここでギアチェンジし、横山氏
の知見を広島市政に生かすことで、「住みよい広島」に
つくりあげる第一歩になると考えます。

2004年度
4月〜7月報告

厚生委員になりました！！
２年目になって念願の厚生委員会に所属することに
なりました。任期は１年。これまでもできるかぎり
厚生委員会には出席し、委員外質問もしてきまし
た。これからは他委員会と重なってしまう事もな
く、自由に発言できます。
介護問題をはじめ、よりよい医療・福祉の提供を
すすめていきたいと思っていますので、応援よろし
くお願いします。

心身障害者福祉センター
車いすダンス同好会
見学

医療安全支援センターの開設
中立な立場で医療に関する相談を受ける
「医療安全支援センター」が広島市庁内に
開設されました。議員になってからずっと
質問したり提案したりと、かかわってきた
ことなので、大変うれしく思っています。
電話番号：０８２−５０４−２０５１
（月―金 10時から12時 13時から15時）

下水道工事見学
下水道事業は、地下にあるため市民にとって理
解しにくい分野です。普及率は92.4％と年々高く
なってきているのですが、ご存知のように、7月1
日から料金が引き上げられています。下水道事業
は実際どのように工事がされているのか、自分の
眼で確かめてみようと西区井口地区下水道築造14
−2号工事にヘルメットと長靴といういでたちで行
きました。「シールド工法」で地下トンネル工事
をしているのですが、「縁の下のちからもち」に
ふさわしく、114万人の生活汚水整備がなされてい
ることが理解できました。
シールド工法：掘削する面に圧力をかけながら堀り、
掘った後すぐにブロックを組み立て隙間をあけない
ようトンネルを作っていく方法です。

公園のごみ箱実験中
大手町第一公園は、近くに大型店やパチンコ店、
飲食店など
が立ち並ぶ繁華街のなかにあります。大手町2丁目の町内会
の方々が、早朝清掃をされているのですが、ペットボトル、
コーヒー缶などがたくさん落ちていますし、公園内２ヶ所に
配置されている喫煙コーナーは利用されず、タバコの吸殻が
ベンチの周りに捨てられています。そこで、NHKの「ご近所
の底力」を参考に3分別のゴミ箱を置いてもらいました。１ヶ
月の試用期間の設置で、どんなものがどのように捨てられる
のか観察し、調査をしています。今、公園のごみの問題だけで
なく、公園をどう積極的に使うことができるのかを考えてい
ます。次回のニュースでは、
ごみ箱実験の報告と共に何らかの
提案ができると思います。
落書き消去活動支援事業について
地域の住民団体及び市民活動団体による自
主的な落書き消去活動に対して必要な清掃用
具などを貸付けることを市の区政振興課が窓
口で取り扱っています。大手町の町内会と
「消し隊中組」（代表・馬庭恭子）は少しで
もまちをきれいにと行動を開始しました。

Run! Kyoko!!
まにわ恭子の走行記録
5／１ 尊厳死協会中国地方支部総会出席
7 議会運営会議
15

政治スクール(東京) 出席

16 ピンクリボンキャンペーン参加
17 感染症対策協議会 傍聴
18 中区行政懇談会参加
19 岩国YMCAにて講義
21 常任委員会 出席
24

養護学校視察・
タカノ橋青空市政相談会 開催

2004.5
〜2004.7

18 常任委員会 出席
政治スクール・
19 高齢化社会をよくする女性の会総会
（東京） 出席
21 常任委員会 出席
22 本会議
ウィメンズ キャンサー サポートがん
26 電話相談実施
訪問看護師懇話会 参加
29 慶応大学にて講義（東京）
7／1 安芸市民病院・矢野西小見学
3 全国看護セミナー（長崎）にて講義

26 下水道事業視察

6 車いすダンス同好会見学

29 広島文教女子大にて講義

7 土堂小学校見学（尾道）

6／1 大手町平和ビル完成式 参列
大手町婦人会ごみ処理場見学・
2
都市活性化対策特別委員会

ウィメンズ キャンサー サポートがん
10
電話相談実施
12 タカノ橋青空市政相談 開催

3 議会運営委員会

13 広島県女性議員クラブ 出席

4 会派別勉強会参加

14

6 高齢化社会をよくする女性の会出席
8 広島市青少年問題協議会傍聴
9 緩和ケア推進委員会出席
10 本会議
12

看護協会総会・老人ボケの人を支え
る家族の会総会出席

15
16 本会議
17

この１年の間に、市民の方
から様々な困り事が寄せら
れている。介護・医療、ゴ
ミ、育児、教育、道路整備…
と多岐にわたる。人のお世
話が大好きな馬庭議員は、その数が増えれば
増えるほど生き生きとしてくる。時折、愛の
キューピットもかってでる。｢ねえねえ、あな
た独身？｣にやりと笑って議員控室を訪れる
人の顔を覗き込み、誰のお相手にいいかしら
と、頭の中でカップリングをはじめる。実はす
でに一組のご夫婦が誕生したという実績もあ
ります。まにわさんの「まとめる力」はこんな
場面でも生かされるのだとつくづく思うこの
ごろです。
（よ）

Kyoko
Watching

厚生委員会
大都市制度対策特別委員会
聖路加看護大学国際駅伝シンポジ
17
ウムにて講演（東京）
19 大阪府看護協会にて講演（大阪）
21 県立緩和ケアセンター委員会 出席
23

★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下さい。
◎

◎

青空市政相談会
8月はお休みです
≪次回の日時・場所≫

1年生議員勉強会出席

24 尊厳死協会理事会 出席

９月６日(月) 13：30〜16：00

26 次世代支援対策特別委員会傍聴

タカノ橋商店街

30 広大跡地利用研究協議会 傍聴

バタバタふれあい広場

● 同封のお友達紹介カードのお願い
お友達をお一人紹介ください。
同封の用紙にお友達のお名前、ご住所等ご記入の上
同封の封筒にいれて投函していただくか
０８２−５４１−３１５１へＦＡＸ送信してください。
広島市以外の方も歓迎です！
イキのいいニュースレターを年４回お送りします。
もちろんたくさんご紹介いただけると、もっとうれしいです！

8月26日、27日は｢タカノ橋｣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。
お楽しみに！！

事務所からのお知らせ
★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
後援会にカンパしていただけると助かります。
同封の振り替え用紙をご利用の上
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

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

