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恭子の

審議会の活性化
い年を迎えたと思った
新 しら、は
や 2 月。昨 年 末 に 起
こった新潟・中越地震、スマトラ
沖大地震と津波は、10年前の阪神
大震災を思い出させました。医療
ボランティアとして、まだくすぶ
りのある被災地神戸に入った私
は、倒壊したビルや家々から一人
暮らしの方を見つけ出したり、感
染がひきおこされないように仮設
トイレ周辺の消毒作業をしたり
と、さながら戦場での救護活動の
ような10日間を送りました。一瞬
のうちに命が奪われるという理不
尽さに胸を締め付けらるようでし
た。この度の災害のニュースを見
る度にその思いが蘇ってきます。

さ

て、12月議会について報告
します。広島市は、「国民

市議会
こぼれ話

健康保険運営協議会委員」につい
て、現在の委員から市議会議員を
除くこと、および、１０人の削減
を 提 案 し て き ま し た。あ る 議 員
は、市議会議員は公益代表だから
はいっていて当然だという反対意
見。ある議員は審議会は市長の諮
問機関であり、議決機関の人間を
入れるのは、行政権への侵害にな
るからと賛成、というように、議
員の意見は二つに分かれました。
私は、定数削減自体はコスト削減
にもなるので、趣旨は理解できる
のですが、そのまえに、「審議会
のあり方」をもっと見直すべきで
はないかと意見を述べました。

現 在、広島市にはこういった
審議会等の委員会が１１８
設置されています。私は情報収集
のために関心のある審議会などを
選択して傍聴に行きますが、活発
な委員会もあれば、意見交換のほ
とんどない静かな委員会もありま
す。過去３年間の「国民健康保険

会 議 員 は、議 員
広 島の 歳市費（手
当 て）以 外

に政策調査費が月34万円支
給されています。 政策調査費と
は、文字通り、政策についての調査費のこと
で、法律によって定められているものです。先日、この
政策調査費の使途に関して、初めて、包括外部監査が
入りました。14会派のそれぞれの責任者が監査人か
ら、1年間の調査費の使途について細かいチェックを受
けるのです。もちろん、私も公認会計士2人の方と面談
しながらチェックしてもらいました。電卓をかたわらに質
問をしながら、監査をする光景は、まさに口頭試問の雰
囲気。

運営委員会」会議録を調査してみ
る と 欠 席 者 は 年 々 多 く な り、１
６％から４２％となっています。
なかには２年間出席をしていない
委員さえいました。こうなると、
問題は定数だけではなく、委員の
選任を含めた審議会の持ち方にあ
るといわざるを得ません。審議会
を活性化させるためには、もっと
市政について真摯に議論できる人
材を増やす必要があります。たと
えば、女性の委員の割合を増やす
ことなどを検討すべきでしょう。
しかし、各審議会等委員の男女別
構成比をみると、女性は３０％以
下です。「国民健康保険運営協議
会委員」に限らず、審議会を、ど
う質的に向上させるかが今問われ
ているのだと思います。

しかし、実は私は 「待っていました！」という気持ち
で、監査人を迎えたのです。というのは、私は、市民派
議員として、一点の曇りもない使い方をしてきたのだと
いう自負があるからです。領収書をそろえ、月別に整理
し、支出入管理もパソコン（エクセル）で処理するなど、
ごく当たり前の作業をしていたのに、ここまでやるのは
珍しいと驚かれたことに驚いてしまいました。私の監査
報告書の詳細は追ってホームページでご紹介します
が、議員の監査報告書を読むと、いく
つかの疑問が浮かび上がってきま
す。私は現在、シャーロックホーム
ズのように、この謎ときに取り組んで
いるところです。

１２月議会の決算・常任委員会での
質問の中からいくつかご報告します。
総務関係

市職員のタクシーチケット使用

建設関係

動物園・植物園の赤字対策

●タクシーチケットはどんな時に使っていますか？

●人件費の割合は？

→ 公共交通機関を利用することが著しく困難な場
合、または緊急の公務の場合にのみ利用します。

→ 安佐動物公園は総収入額３億８６６万円、人件費
の割合は１５０．４％、植物公園は、総収入額８２４３
万、人件費の割合は３３３．９％です。

●不正使用防止のために
どのようなチェックをしていますか？
→ 各局の単位で使用後直ちに使用区間・使用料金
を管理者に報告するなどしています。

●市役所から県庁までのタクシーはだいたい570円
ですが、1050円というものもありました。たぶんど
こかに寄ったのだろうという説明でしたが、その報
告を受けて管理者が内容をただしたりはしないの
ですか。また市役所から安佐北区までの7200円
のタクシーチケットが使われていますが、公用車
の手配は難しいのですか？
→ チェックはしているはずと考えています。

●チケットの管理・保管はどのようにしていますか？
→ チケットは金庫に保管し、保管管理は各局総務担
当課長が行っています。局長級も報告を管理者であ
る担当課長に渡します。
またタクシーチケットは換金できませんので、金券
ショップ等への流出の恐れはありません。

DVシェルターに
ご協力をお願いします

ＤＶ

（ドメスティックバ
イオレンス）という言葉をご存知
でしょうか？夫や恋人からの暴
力のことです。広島市では、女性の8人に1人は身体的暴力を
受けているという実態があります。（平成12年広島市男女共同
参画に関するアンケート調査より）
ＤＶから逃れてきた女性が一時的に避難する民間施設
「ふぁみりぃ」(広島市内）の運営が経費不足から危機に陥って
います。この施設は、夫や恋人から逃げ出した女性たちが、
安心して心と体を休め、新たな人生を歩み出すための準備を
する大切な機関です。近年、ＤＶ被害者は増加し続け、今ま

●動物園の夜間開催は好評だと聞くが、
なぜもっと拡大しないのか？
→ １５年度が2日、今年度が4日開園しました。それ
ぞれ結果を分析し、来年度は拡大に向けて検討中
です。

●収入アップのためにどんな工夫をしていますか？
→ 収入の増加対策として、5月のゴールデンウィーク
期間中の開園、８月の動物公園の夜間開園、９月の
植物園の夜間開園、10月には秋のグリーンフェアを
植物園に移しての実施など、新しい取り組みを実施
しました。その結果、新規に約４万５０００人余り入園
者増となっております。今後とも園の活性化や入園
者の増加対策に努めていきます。
★人件費がこんなにオーバーして
いる事が驚きです。収入を増や
すために必死の努力がいりま
す。

でどおりの寄付と行政からの補助金（年間県より170万円、市
より50万円）だけでは対応しきれなくなってしまいました。
そこで、皆様に緊急の寄付のお願いです。下記口座に少し
ずつでもご寄付いただけましたら助かります。また助成をいた
だけそうな団体の情報も大歓迎です。ＤＶは犯罪です。けれ
ども社会的にも経済的にも弱い立場の女性は声をあげること
ができず、日々暴力におびえ続けています。そして最悪の場
合は死に至ることもあります。こうした状況を理解していただ
き、ご協力をよろしくお願いいたします。
郵便振込口座 ： ０１３７０−４−６５９３７
口座名 ： 特定非営利活動法人ふぁみりぃ

「DVを考えるセミナー」 日時／2月19日(土)１時半から 会場／平和記念資料館 (無料) 問合せ 504-2108 広島市男女共同参画室

厚生関係

文教関係

薬害C型肝炎への対応

学校給食の安全性について

●C型肝炎に感染する可能性のある血
液製剤を使用した機関が１２月１０日に
新聞紙上に公表されましたが、市民の問い合わせ
は？また市民病院の対応はどうですか？
→ １週間で588件の問い合わせがありましたので、
今まで整えた体制検査の案内をしています。また、
病院のカルテから判明した43名の方には連絡をと
り、対応しています。

●神戸市は検査を無料にしているが、広島市は有
料です。なぜですか？
→ 既存の市の制度（基本健康審査1900円、保健セ
ンター一般検診2470円）を活用していただく方針で
対応しています。検査は国の責任において実施さ
れるべきだと考えているので、国に無料検査の実施
を要望したいと考えています。
★同じ政令都市で差があります。
当事者の不安は大きいです

●安全な材料をどう購入していますか？
→ 学校給食用食品の規格、品質の基準に適合し
た給食物資を入札により購入しています。また、納
品業者に対しての指導の徹底、毎月学校栄養職員
等による表示や品質のチェック、さらに随時、抜き取
り検査を実施しています。

●材料の中に入っている食品添加物はどのような
ものですか。例：みそ
→ １５年度納入された中みそについてのみ合成添
加物のソルビン酸カリウムと次亜硫酸ナトリウムが添
加されております。

●食品添加物について情報開示をしていますか
→ 献立表に添付して、月ごとに学校に
配布させていただいております。
★保護者には情報が伝わって
ないのが問題です。

答弁を聞いて・・・
すべての答弁を聞いて、チャレンジ精神と広島市の赤字財政に対する危機感の欠如を感じました。
これから私たち広島市民は莫大な借金を抱えた状態で、地方自治の時代を迎えます。
「奇跡を起こした」といわれる多くの企業で語られることは「社員一人一人に危機感があった」と
いうこと。広島市という巨大な赤字経営会社をどうたてなおすのか、職員一人一人が自分の課題
に真剣に取り組むことが問われているのではないでしょうか。予算をどこに何の目的で投入
するのか、大胆さと緻密さが必要だと思います。庶民の目線で見ると、まだまだ多い税
金の無駄使い。自分のお財布と同じように税金を大事に思うことで、無駄遣いは
減っていくはずです。市職員それぞれがこの財政危機をきちんと受け止め、
書類作りに終始するのではなく、チャレンジ精神を持って発案でき
る環境整備をすることが急がれていると思います。
その他にもたくさん質問をしていますのでHPで見てください。

裁判傍聴からみえたもの
「介護に疲れた親が寝たきりの娘を手にか
ける」という事件の公判が広島地裁で行われていま
す。私の住んでいる中区でこのような事件がおこった
ことにおどろくと同時に痛ましく感じた私は早速裁判
の傍聴にでかけました。被告人である母親Aさんは高
齢で、長い介護生活による疲れからか膝関節も痛そう
でした。
現在老老介護が問題になっていますが、高齢になっ
てからの介護がいかに大変かをAさんの姿を通して改
めて感じました。

2回目の公判の証人喚問では、息子さんの妻が「や
さしいお母さんで何一つ愚痴を言わない人」と述べ、
介護をやはり被告人ひとりがしていた事、息子も肝臓
病で亡くなり気落ちしていた事などを涙ながらに語ら
れましたが、検察側は「被告人が楽になりたいという
利己的意図がないとは言えないこと、5年間病院に連
れて行かなかったこと」などを指摘し、懲役4年を求
刑しました。地域からは285名の嘆願書も提出されて
います。弁護側は被告人が介護を1人でやらざるを得
ない状況にあったこと、また更生意欲が強いことをあ
げ、執行猶予を求めました。
次回は、裁判の結果とともに、私の感じたこの事件の
背景と新たな再発防止のための提案をお伝えします。

Run! Kyoko!!
まにわ恭子の走行記録
11／ WABAS映画上映会打ち合わせ
１ 第33回広島市社会福祉審議会出席
広島市社会福祉審議会高齢福祉専
門分科会 参加
2 臨時議会
4
決算委員会（厚生委員会）
5
クラブデモクラフッツ中国設立記念講演
6
会参加
7 メンター制度シンポジウム参加
議会運営委員会出席
笑う門の会で講演
市営住宅視察
9
比治山小学校 性教育講座視察
8

2004.11
〜2005.1

12/1 議会運営委員会
6 福山女性会講演
7 政務調査費監査
8 議会
13
14 本会議
15
高齢社会をよくする女性の会
19
尊厳死協会 打ち合わせ
20 議会
21 都市活性化対策特別委員会
23 婦人科がん患者会参加

10 決算全体会議（説明）

1／6 安佐地区医師会 互礼会参加

12 名古屋手術学会講演

8 婦人科がん患者会電話相談

13 青森看護協会講演
15 決算全体会議（質疑）
17

広島女学院で講義
青空市政相談会

14 議会運営委員会 ・ DV基本講座参加
地裁傍聴

18
日米都市サミット 参加
19
20

社会福祉審議会
13 高齢社会をよくする女性の会打ち合わ
せ

第３回医療情報システムフォーラム参
加

18
19 大都市県外視察
20
21 愛媛医療技術大 講演

21 スペシャルオリンピックス トーチラン参加

24

22
24 決算委員会分科会
25

26

26 大都市委員会
27

婦人科がん患者会
電話相談

監査勉強会
医療安全推進対策協議会傍聴
地裁傍聴

大都市制度等対策委員会
27
DVヒアリング
29 ローカルマニフェスト推進大会出席

Kyoko
みなさん、こんにちは。
馬庭さんの隣であっ！と
Watching
いうまに３ヶ月が過ぎまし
た。11月には、初めてタカ
ノ橋商店街で『青空市政相談』のお手伝い
をしました。馬庭さんは、いつものように張り
きって、看板や垂れ幕、相談を聞くための
資料など、両手いっぱいに荷物を抱えて議
員会館を出発！！そんな馬庭さんを見て、
いったい何が起きるのかと不思議そうな顔を
した市役所の職員さんもおかまいなしで、
「近いけん、歩いていくよー！」と元気いっ
ぱいでした。
そして、商店街に到着すると、寒空の下
にも関わらず、たくさんの方が声をかけてく
ださいました。さっそくとばかり馬庭さんも自
分から進んで声かけをし、しっかりと耳を傾
け、ともに楽しく、有意義な時間を過ごして
いました。ニュースレターも足りなくなるほ
ど、たくさんの方々に触れ合うことができて、
とても嬉しかったです。貴重な意見や暖か
い 応 援 の 声、本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し
た。馬庭さんの口癖である、「無駄なことな
んて1つもない」「思いは必ず叶う」という強
い信念を身をもって感じられた一日になりま
した。馬庭さんにとって、このようなみなさん
との積み重ねが大切な糧となって、まわりが
ハッ！とする鋭い質問や新しいアイデアと
いった馬庭節がバシッと決まるのだと思いま
す。 （＾＾）
中島

31 議会運営会議 ・ 夾竹桃の会参加

２ 泊 3 日 で、熊 本
市、久留米市、北九
州市を市町村合併
問 題 で 調 査 研 究・
視察しました。市町
村合併は地域自治
の住民の力が大切
であることがわかり、
湯来町との合併の
参考になりました。

す
待ちしていま
ご参加をお

≪日時・場所≫
3月28日(水) 13:30〜15:30

タカノ橋商店街
バタバタふれあい広場

★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。

事務所からのお知らせ

★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

県民文化
センター
元安川

★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。

そごう

デオデオ

ココ！

本通り
ホテル高田屋

ＮＨＫ

サンルート
ホテル

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

