
台 風が猛威をふるったと思えば、地震まで。まさに天

変地異という今日この頃です。 

被害にあわれた方々に対して、

こころからお見舞い申し上げま

す。寒さに向かう折から、これ以

上の災害が起こらないようにと

祈るばかりです。 

さて、９月議会は、１０月５日の

未明まで会期延長されました。

未明の延長は１２年ぶりだという

ことです。議論白熱で、政策論

議するのであれば何時になっ

ても大賛成です。しかし、残念な

がら、議論の中身は薄いもので

した。というのは、そこで繰り広げ

られたのが、議論以前のいわ

ば、「意地の張り合い」だったか

らです。 

こ んな状況になったもともとの経緯は、広島高速

道路公社への追加予算１９億

円を市長が議会に予算提案し

なかったことに対して、議会主流

派が反発したことにあります。６

月議会では、同じ提案をしなが

ら否決されていることから、市長

は「６月議会で同じ案を否決し

たので再提案なし」というスタン

スを崩しませんでした。 

さ らに市長が「高速道路予算案に関して、議員と

職員が賭けをしていた」と発言し

たことから、「賭けを理由に議案

提出をしなかったのか」「真相は

どうなのか」と議会は大荒れとな

りました。その上、担当局長が、

「賭け」について、「それらしい話

もあったが、冗談程度」と答弁し

たものだから、「軽はずみな発言

は議会への冒涜だ」と荒れ模様

が加速されました。結局、７時間

も長い、長い休憩のあとで、再開

されたのは、未明。「こんなことで

会期延長なんて。延長すれば、

人件費もいるのに。」と思うのは

私ひとりではないはず。  

議 会主流派と市長の根深い確執があることは感じ

ていましたが、なんと根深いこと

かと１年生議員の私は、驚くやら

呆れるやら。とうとう市長の「私の

不徳のいたすところ」という詫び

で、高速道路への補正予算は

再提案、可決され、お開きとなっ

た次第です。まさに、満ち潮の夜

明け前の難産だったという感じ。 

上 手なお産婆さん役がいないこともさることながら、生

産的な議論が生み出そうという

議員がもっとたくさんいれば、引

き潮の時間でもラクに結論が生

み出せたはずなのですが。 

未明の決着 
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 市議会は1４会派にわか

れていて、そのうち５会

派が1人会派です。政治的に

は、議案提出権のないこと

や、議会での質問制限などのデメリットも

ありますが、これまで、そのデメリットをできるだ

け小さくするよう走り回ってきたつもりです。しか

し、目に見えないデメリットもあります。たとえ

ば、情報量。といっても公式情報ではなく、いわゆ

る裏情報です。今回は新聞報道された佐伯区の土砂

災害復旧工事に絡む詐欺事件関連で、さまざまな裏

情報がファックスで各会派に流されたようですが、

1人会派には届きません。実際は根拠のない推測情

報だったりすることも多いので、届かないことがメ

リットの場合もあるのですが、このテの情報を

キャッチしていないと、状況判断ができないことも

ままあるので、新聞記者や色んな人から自分なりに

情報収集して、その補完をしています。議会の廊下

をかけめぐる情報合戦。最近、老

眼傾向にある私は、メガネを新

調したところですが、情報を見

分ける視力だけはいつも確かで

ありたいと思っています。 

市議会 

こぼれ話 
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公約の一つだった 

｢女性外来｣が市民病院に開設されました！ 
 

今年の11月25日からスタートします。 

女性医師とゆっくり話をして総合的に診断をしてもらう 

女性外来は多くの女性が待っていたものです。 

 

 診療日   第２、第４木曜日の１５：００～１７：００ 

        （但し8月6日と祝祭日は除く） 

 場   所   外来診療棟3階 

診療内容  

 ○診療は完全予約制 

 ○診察時間は一人30分程度 

 ○担当は女性医師 

 ○当面は  

   ・相談 ・セカンドオピニオン 

   ・アセスメントトリアージ 
    （状態を判断し治療法を選択する） 

  以後の診察を希望、必要とする時は紹介をおこなう。 

  ＊予約 ：０８２－２２１－２３８０（専用）へ電話 

念願の「女性外来」が 

 市民病院で 

   スタートします！ 

  市民にとっての 

  本当の行政サービスとは？ 
 

高 齢社会を迎えて、多くの国民が、年金、介護保険などに注目していますし、少し

ずつ改善にむけて検討されつつあります。 

 けれども、小児がん、あるいは若年の痴呆、

壮年期のがんなど、行政サービスの｢はざま｣に

あると感じています。 

 広島市内で、40代の病弱な子を親が殺害す

るという不幸な事件がありました。そこにある問

題は何なのか、再発を防ぐには何をどう解決し

ていけばいいか知りたくて裁判の傍聴に行って

います。 

 私たちが、難病や障害をもつ時提供されるべ

き行政サービスとは何なのか、またそれを実現

する方法を考えていくつもりです。 

昨年 12月議会で否決された後、様々な職員の不祥事が

露呈し、この条例は今回再提出となりました。 

市職員の不祥事の実態をみていますと、組織での対応、規則

の制定が必要だと思わざるをえません。もちろん、倫理面で

の教育はかかせませんが、それだけでは不十分だと考え、私

は賛成の討論を行いました。結局、「条例は役に立たない」

「職員一人ずつの倫理の問題だ」「市長に権限が集中しすぎ

る」などの理由で再度否決されました。 

 条例趣旨には賛成だが、内容の一部に反対している議員も

いますので、問題のある個所を修正し、是非成立させたい議

案のひとつだと考えています。折角、自らを律しようとする

条例が提出されたのに、それをただ否決したのでは、結局「何

も変えなくてもいい」ことになりかねないからです。 

本会議質疑 
「広島市事務執行における公正の確保に関する条例の制定」 

施設名・病院名 所在地 電話 登録料 利用料 

さくらんぼ病児保育室 

（住田小児科） 

中区大手町5丁目2-20 

  鷹の橋パーキングビル2階 
249-9302 5,000円 2,000円 

みどりキッズ 

（もり小児科） 
南区翠2丁目27-27 251-1717 2,000円 3,000円 

病児保育室ピッピの森 

（はまだ小児クリニック） 
西区己斐本町1丁目25-3 272-3110 2,000円 3,000円 

あすか病児保育室 

（高橋内科小児科） 

安佐南区緑井3丁目 

 20-1-103 
879-3143 2,000円 2,500円 

コアラ病児保育室 

（谷本小児科） 

佐伯区五日市5丁目15-4 

  第2泉コーポ2階 
943-3771 3,000円 2,000円 

働きながら子育てしている人を応援するた

めに、病児・病後児保育室の増設について

何度も関係者と検討を重ねてきました。 

この度、努力が実り、南区と西区に新たに

２つの施設が開設されたのは、とても嬉し

い事です。さらに全区に最低一箇所の開

設へ向けてがんばりたいと思います。 



 

広島市の健康診査受診状況 

検診の機会のない３０歳以上の女性 

（ 専業主婦など ） 

年度 子宮がん 乳がん 

2002年度 13.6％ 11.2％ 

2003年度 14.3％ 11.8％ 

専 業主婦など検診のチャンスのない
３０歳以上の女性たちは、検診の機会が

なかったり、知らなかったりで受診率が大

変低いのです。40-50代の女性70％以上

が受検している米国に近づくよう、もっと

受診率をあげていくためには、工夫がい

ります。乳がんのマンモグラフィー検診車

が地域を回って、もっと多くの女性たちが

受診できるといいですね。 

現 在広島市内の一人暮らしの方の
数は 26398人（平成13年度老人基本

調査）で、年々増加しています。 

それに対して、広島市ではいろいろな

システムを工夫をしています。 

・広島市安全な町づくり推進条例制定 

・民生委員の相談業務 

・老人クラブの友愛訪問 

・地域社会福祉協議会の近隣ミニネット  

 ワーク作り事業 

・安心電話サービス 

・安全情報ネットワーク運用開始 

 （犯罪問題など情報提供） 

 

 ただ、私はこれらが有効に機能してい

るとはいいがたいと感じています。制度

は整ったので、これからは、中身（人と人

とのつながり等）の充実が求められま

す。民生委員の話し合いの場をつくっ

たり、より広範囲に有償ボランティアを

求めるなどのアイディアも生かしていけ 

ればと思います。 

● 一人暮らしの見守り事業 

  ？ 一人暮らしの安全・見守りは 

昨 年６月初めての一般質問で若
い女性に子宮がんが広がっているの

で、検診対象年齢をさげてはどうかと

提案しました。その後国の方針転換も

あって、このたび実現しそうです。20才

以上の女性が2年に一度検診の対象

となります。 

 ただ、検診や要精検（専門医療機関

でのより詳しい検査を必要とすること）

のお知らせを 従来の文書による通知

などだけでなく、携帯のメールアドレス

を登録してもらい、メール連絡するなど

の新しい方法も検討してほしい旨、提

案しました。 

 折角制度が整ってきましたので、それ

らをより活用するための工夫やアイ

ディアをぜひお寄せください。 

乳 がん検診にはマンモグラフィーを
使った検査が有効です。早期発見・早

期治療のために、ぜひ、マンモグラ

フィー検査を実施してほしいと要望して

いましたが、来年度より、４０歳以上の女

性を対象に２年に1度マンモグラフィー

と視触診の併用実施が決まりました。 

 今回の質問でマンモグラフィー検

診車の購入を来年度をめどに検討中

だとの答弁も得ましたし、市民病院にあ

るマンモグラフィーを買い換えることも

答弁されました。 

期待できます。 

● 早期発見のための乳がん検診 

 ？ マンモグラフィー検診車の導入は 

● 子宮がん検診 

 ？ 検診の対象年齢は。 

 ？ 検診通知・要精検の通知方法は 

＊マンモグラフイー 
乳腺・乳房専用のレントゲン撮影です

が、放射線が人体へ及ぼす危険性

は、ほとんどありません。 

 

厚生委員会で 

こんな質問をしました 

 

8/18 

広島の乳がんの患者会「のぞみの会」が市

長、市議会議長に要望書を提出。私の役目は

つなぎ役とこれを予算の結びつけることです。 

8/26  
タカノ橋商店街バタバタ広場で、 

古いお話の紙芝居上演をお手伝い 

商店街活性化の一助になればと・・ 

9/21 
女性議員勉強会です。 

9/2 

基町高層アパート補修工事見学。 

力の弱い高齢者も使いやすい 

蛇口への変更を提案。 

９/３ 
防災訓練見学。阪神大震災での

医療ボランティアの経験から訓練

がどう活かされるかに注目。 



                                  

 

≪日時・場所≫ 

11月17日(水) 13:30～15:30 

タカノ橋商店街 

バタバタふれあい広場 

 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。 

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  
  

こ んにちは。１０月か
らの新米です。今月の馬

庭さんは、とにかく忙しく跳

びまわっていました。（ウサギのように！？）

人気者であるのに加えて、馬庭さんの好奇

心がどんどん予定を増やしていきます。審議

会やセミナーなど、少しでも勉強になりそうな

ものがあると、「行きたーい！！」と目をキラ

キラと輝かせ、スケジュール帳がみるみる黒

くなっていきます。その多忙さに心配すると

同時に、尊敬してしまう今日この頃です。 

深夜まで行われた空転の議会も何のそ

の、当日には元気に「いってきまーす」と長

野まで県外視察に出かけていくパワフルさ！

さらに、「何か困ったことがあったら言ってね」

と優しい心づかいまで添えて出かけていく余

裕。さすがです！ 

 今月は馬庭さんのお誕生日の月だったの

ですが、そのお祝いメールにも、「おめでと

うって何が？？」「あっ！私の誕生日か～」と

いう具合。 

忙しく跳びまわる馬庭さんの傍にいてみな

さんに必要とされ、大切な役割を果たしてい

ることを実感させられました。この不安な社会

の中で、市民の気持ちを市民の感覚でくみ

取るということが、いかに大切で、かつ大変な

ことなのかを身近に感じているこの頃です。

常に前向きな馬庭さんを、微力ながら支える

気持ちでこれからお手伝いしていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。       

（中島） 

Kyoko 

Watching 
Run! Kyoko!! 

まにわ恭子の走行記録 
2004.8 

～2004.10 

17 児童育成計画改定検討委員会傍聴  

19 
高齢社会をよくする女性の会打ち合わ

せ出席 
 

25 
日本尊厳死協会中国地方支部公開

講演会出席 
 

26 
YMCA訪問看護ステーション・ピース 

遺族会出席  
 

27 

28 

29 

本会議  

10／1 

4 
本会議  

5 

6 

7 

県外視察(長野･神奈川)  

8 視察(東京）  

9 年金学習会参加  

15 少子化対策セミナー参加   

16 緩和ケア講演（富山）  

18 

19 
大阪府立看護大学講義（大阪）  

25 講義（広島大学医学部付属病院）  

26  大手町第１公園のあり方会議出席  

28 明石医療センター講演   

29  大都市委員会   

30 柳原和子講演会開催   

8／１ 
高齢社会をよくする女性の会実行委

員会出席 
 

5 広島市職員原爆死没慰霊祭参列    

6  原爆死没者慰霊行事参列   

9  市立大学授業受講  

 14 
ウィメンズキャンサーサポート 

電話相談  
 

18 議会運営会議    

21 皆実高校同窓会出席  

23 児童育成計画改定検討委員会傍聴  

26 
峯本稲荷神社２６夜祭にて 

紙芝居上演手伝い 
 

28 長崎（全国看護セミナー）講演  

29 中区子どもまつり 参加  

9／2  基町高層アパート補修工事見学   

3 防災訓練見学  

6   タカノ橋青空市政相談会  

7 
日本看護サミットふじのくに静岡2004 

シンポジストとして参加  
 

8  大都市制度対策特別委員会出席   
10 

11 

高齢社会をよくする女性の会交流会・

全国大会参加（東京） 
 

13 議会運営会議  

14 朝一勉強会    

15 会派勉強会  

16 
広島県緩和ケアセンター 

開所式出席 
 

ＮＨＫ 

サンルート 

  ホテル 

県民文化 

センター 
デオデオ 

そごう 

ホテル高田屋 

本通り ココ！ 元
安
川 

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  

 ★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。 

ご参加をお待ちしています  
公園事情 / part２ 
＊吸殻のポイすて対策＊ 

今 まで喫煙所として、隅っこに
灰皿がおいてあるだけでしたが、こ

れをベンチの傍に移動してみまし

た。 

 

公園事情 / part２ 
＊吸殻のポイすて対策＊ 

今 まで喫煙所とし
て、隅っこに灰皿がお

いてあるだけでした

が、これをベンチの傍

に移動してみました。 


