
  

恭子の議会つれづれ 

 広島市議会議員    無所属 

発行日／2018 年  4 月  10日  

発行者／まにわ恭子 http://www10.ocn.ne.jp/~ikiiki 

まにわ恭子  

NEWS LETTER 

馬庭恭子事務所 

 〒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 082－504-2616 

 FAX 082－244-1620 

Maniwa-k@giin.city.hiroshima.jp 

VOL.55 

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

国 会は『森友問題』で大揺れ

です。全く! 公文書改ざん

という信じられない行為が国レ

ベルで行われていたなんて。

「行政の根幹がゆらいだ」「国

民を無視している」「政治と官

庁との“癒着”“忖度”だ」と

の批判はもっともで、何を信じ

てよいのかわからなくなってき

ます。野党議員は安倍首相を退

陣においこもうと勢いを増して

いますが、金正恩朝鮮労働党委

員長が中国を極秘訪問した

ニュースが飛びこみ、新聞紙上

から一気に関連記事が少なくな

りました。が、公文書の書き換

え等の再発防止策を論じるため

にも、まず森友問題の「真実」

とその「原因」をあきらかにす

る必要があります。国会・内閣

は私たちの「なぜ」にきちんと

回答を示す必要があるのではな

いでしょうか。 

広 島市では、公文書は広島市

情報公開条例に基づいて誰

でも公開請求ができます。私は

公文書開示により手に入れた数

多くの情報を調査研究のために

役立てています。開示決定と

なったものでも、届いた公文書

の中には、真っ黒に塗りつぶさ

れている書類もたくさんありま

す。公文書を読み解く中でみつ

けた疑問を、議会の一般質問や

各委員会での質疑のなかで隠し

球として投げ、貴重な答弁を引

き出すこともあります。 

松 井市長になってから、公文

書の申請件数が以前の5倍

になりました。入札制度の見直

しで各業者の見積価格が事後に

公表されることになったため、

業者が他業者の価格見積りを入

手し、次回の入札に役立てよう

とするからです。5倍の量の請求

に職員は忙しすぎて、タイミン

グよく情報が届くというわけに

いかないこともあるのが残念で

す。しかし市民生活のなかで政

策がどのように決定されていっ

たのか？知りたいことはたくさ

んありますので、今後も同じよ

うに開示請求していくつもりで

す。 

今 回の予算特別委員会は、各

会派が与えられた質問時間

の上限まで使

うと、午後6時

～7時までかか

る は ず で す

が、午後3時～

4時に終了しま

し た。質 問 す

る議員が少ないからです。それ

に以前に比べると、質問しても

「当局と打合わせ通りのお決ま

り型」「こうしてほしいお願い

型」などが多く、なるほどねと

身を乗り出すような質問は数少

なくなりました。議員の意欲や

能力が落ちているように感じま

す。こんなことで政令指定都市

の行方を決めていいのかと歯が

ゆいのは私が年を重ねたせいだ

けではないように思います。 

来 年４月には統一地方選挙が

控えています。大きな政党

はすでに候補者選びを始めてい

るはずです。議員のなり手がな

いという話も聞きますが、市民

目線で行政をチェックしていく

ことができる、まっとうな人た

ちが議員になってほしいと思い

ます。 

 全国では「政治とカネ」の問題が紙面

を賑わせましたが、広島市議会でも政務

活動費を実際には雇用していない人物に

支払うという「訳のわからない」行為をして告発され

た市議会議員が辞職。それに伴い、安芸区の補欠選挙

が、3月の予算特別委員会開催中に行われました。立

候補したのは、辞職した議員の妻と共産党候補で、一

騎打ちとなりましたが、17.04％という低い投票率の

なか、共産党候補(5585票)が当選しました。清潔な政

治を地域で訴え、共感した市民の投票が生かされたと

思います。 

 実際は、白票を含む無効票が692票ありました。これ

は、元議員及び市議会への物言わぬ批判に思えてなり

ません。落選した辞職議員の妻候補には、元同じ会派

の議員たちが交代で演説会などに出向き応援をしてい

たということです。現職議員が詐欺罪で起訴されると

いう前代未聞の状況の中、政治家としての倫理観より

も付き合いを優先したことにとても驚きました。 

 しかも、敗戦の弁は候補者本人ではなく辞職した元

議員である夫が述べたというのです。立候補したなら

ば、候補者本人がしっかりと選挙の総括を支援者に伝

えるべきではなかったかと私は思います。 
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議会 

活動報告 
2月議会・平成30年度予算特別委員会  

2018年2月～3月 

     2月議会では  “ 公の施設の指定管理について ”  議案質疑を行いました 

指定管理制度は平成18年から開始されました。選考基準の加点項目の中に『地域貢献』があります。こ

れは本社・支店が広島市内にあるかどうかで評価されるもので、あれば加点されます。私はここで、制度

そのものが10年経過しているので、審査の枠組み、指標、審査委員の選定のあり方など、見直すべきだと

言いました。その結果  

今回の私の指摘により、指定管理制度すべての選考基準において、バーチャルオフィス
は加点対象にはしないことが決定しました。 

指定管理とは、公の施設の管理を民間に委託する制度です。今回問題になったのは、広島市の五つの火葬場と

納骨堂の指定管理を、A社・B社で構成するグループに委託するかどうかでした。「会社の実態が不明」との指摘を

受けて広島市が12月議会で一旦撤回した【公の施設の指定管理について】の議案が、指定審議会で再審査した

結果「問題なし」として再び2月議会に上程されました。私は修正案をだしましたが、否決。その顛末です。 

なぜ、12月議会で議案撤回したのでしょうか？ 

広島市にある5カ所の火葬場及び納骨堂を管理する業務に関して、指定管理を受けようとしたグループ

（Ａ社+Ｂ社）を調査してみると、Ａ社には問題ありませんでしたが、 

①Ｂ社は財政が不安定なことを理由に他都市の指定管理を落選している。 

②Ｂ社は本社の住所に看板もなく、広島支店と申請している場所は法人登録のみのバーチャルオフィ

ス（仮想事務所：事務所をもたず住所貸し・電話番号貸しサービスを利用している場合が多い）である。 

ことがわかりました。事前にきちんと調査しなかった広島市に責任があるという私の指摘を受け、 

広島市は提案を撤回しました。議案撤回は平成19年以来です。 

 

広島市は「B社の決算書は会社情報なので提示できない」との返答！ 

ねばって 

考えて… 

会社法第440条に『株式会社は法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終

結後遅滞なく貸借対照表（要旨）を公告しなければならない』とあります。しか

し、Ｂ社はその義務を果たしていないこと、誰にでも貸借対照表（要旨）を見る権

利があること、を追求すると・・・ 

貸借対照表の提示がありました。 

分析してみると、自己資本金率《会社経営の安定性を評価する指標》 0.47％(あま

りの低さに驚きです。標準値は30％)、流動比率《企業財務の安全性を評価する指

標》110％(標準値は150％)でしたが、赤字計上でした。政令指定都市の火葬場・納

骨堂を管理する業務の14億円余りのお金を、Ｂ社を含むこのグループに任せても良

いのでしょうか？ 

そこで私は2月議会にその予算を削除する修正案を提出しました。賛成9：反対43で否決されました。 

数字は嘘をつきません。見る人が見れば不安定さは明らかです。私の提出した修正案

に反対した議員に理由を尋ねたところ、「いまさら、この段階で否決したら、火葬場

の現場が混乱する」というものでした。私は再々審査すればいいことだと思います。 

広島市が、再審査した結果｢問題なし」と結論付けたので、私はB社の決算書等の提示を求めましたが・・ 
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厚生関係 地域包括ケアシステムの看取り 

■■  予算特別委員会  ■■ 

文教関係 学校現場におけるLGBT環境づくり 

総務関係 文化財(被爆建物の国指定)について 

経済観光環境関係  中央市場について 

高齢者の寿命がのび、これから「多死社会」になってい

くなか、いかに「死んでいくか」その時の心づもりを明

確にする準備をしておくべきではないでしょうか? 

現在13人にひとりが、性的指向・性別に違和感があり

悩んでいるという統計が出ています。学校内で入学時

の配慮をはじめ学生生活の中で本人が不安を持たないよ

うにしなければなりません。トイレの問題、制服、水着

等、これからの環境づくりをどのように考えていますか? 

LGBTとは：性的少数者の総称。女性同性愛者(Lesbian)、男

性同性愛者(Gay)、両性愛者(Bisexual)、トランスジェンダー

(Transgender)の各単語の頭文字を組み合わせた表現。 

当事者が困らないように学内をはじめ様々な場面で環境

を整えて参ります。 

【その他の質問】 

・不審者情報について 

国に申請して進めていきます。 

爆心地 

浦上天主堂旧鐘楼 

旧城山国民学校校舎 山王神社二の鳥居 

国指定史跡 

『長崎原爆遺跡』 
旧長崎医科大学門柱 

【その他の質問】 
・情報公開請求事務・広島市立図書館について 

長崎市では2016年10月に爆心地をはじめ5つの遺跡が国指

定の史跡と認定されました。しかし広島市の被爆建物で、

認定されているのは原爆ドームのみです。レストハウス等被

爆建物が国指定の史跡認定を受けられるよう行動すべきと思

うが、いかがでしょうか？ 

手数料を支払わなくても入場できます。 

 市場内に入場するための入場証発行の手数料が徴収され

中央市場の中央市場中央連合会の収入となっています。

条例には、そのような徴収を“よし”とすることは書かれて

いません。だとしたら手数料を支払わなくても入場できると

いうことですが、いかかがですか? 

今まで無料で入場できたのに、

突然手数料と称した駐車料金を

とるのは、条例違反。しかも中

央連合会への利益供与になるの

ではないでしょうか? 

【その他の質問】 

・ピースツーリズム・かき船について 

【その他】 

・社会福祉法人のあり方・虐待など 

日本は超高齢社会・多死社会になってい

ます。死亡数が増加し人口減少がすすむ

現象を「多死社会」と呼びます。看取り

の場所、家族や介護者へのケア、遺産等

の取り扱いなどが課題となります。広島

市ではこどもから高齢者まで、年間約

13000人が亡くなります。亡くなる場所

は病院が77％で自宅は12％となってい

ます。しかし、今後は病院で死を迎える

ことは、少なくなりそうです。高齢者に

とって、自分の最期をどう迎えるかは大

事なことです。元気なころから、考え、

書き記しておくことが望ましいと思いま

す。どのように死ぬかは、どう生きるか

ということです。その準備を市民に啓発

することこそが、今、必要です。 

広島県でもACP(アドバンス・ケア・プラニング)をすす

めており、今後重要な課題であると認識しておりま     

す。 

渋谷区の 
性別に 
こだわらない 
公衆トイレ表示 

“わたしの想いをつなぐノート” 
宮崎市は行政の取組みとして、看取り手

帳をつくっています。いざというとき、

もしもという時にチカラを発揮していま

す。 

アドバンス・ケア・プラニング： 

将来の意思決定能力の低下に備えて、患者・家族とケア全体の目標

や具体的な治療・療養についての“もしものための話し合い” 

自分の意思・希望が何であるかを考えて、それを大切な人と話し合

いしっかりと理解してもらい、できれば書面で残すことが大切 
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Kyoko’s  selection 

≪それでもわが家から逝きたい ～在宅介護の現場より～≫   

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2018.1～2018.4 

6 議会改革推進会議 出席 

9 会派勉強会 

14 平和推進･安心社会づくり対策特別委員会 出席 

15 本会議(市長説明) 

16 本会議 

19~23 本会議 

26~28 予算特別委員会 

3/1~2 予算特別委員会(文教関係) 

5~6 予算特別委員会(厚生関係) 

7~8 予算特別委員会(建設関係) 

9 予算特別委員会(経済観光環境関係) 

12 
予算特別委員会(経済観光環境関係) 

第69回国泰寺中学校卒業式 参列 

13 予算特別委員会(消防上下水道関係) 

14~15 予算特別委員会(総務関係) 

16 予算特別委員会(総括質疑) 

20 第145回袋町小学校卒業式 参列 

24 第57回タカノ橋商店街振興組合定期総会 出席 

26 予算特別委員会(討論・議決) 

27 本会議(議決) 

4/7 舟入高等学校入学式 参列 

8 広島みらい創生高等学校開校式・入学式 参列 

10 袋町小学校入学式 国泰寺中学校入学式 参列 

発行所；岩波書店 著者；沖藤 典子 

 

 

日時：2018年  4月 27 日(金) 

    13：30～15：00 

場所：タカノ橋商店街 

青空市政報告・相談 

  大手町5丁目  
商店街中央あたり 

1/6 安佐医師会互礼会 

11 広島市医師会互礼会 

15 ICAN Finさん来広・表敬訪問 

16 袋町社協互礼会 

19 会派クラブ会 常任委員会 

20 日本尊厳死協会理事会 出席 

22 高齢社会をよくする女性の会・広島勉強会 参加 

24~26 平和推進・安心社会づくり対策特別委員会視察 

2/2 袋町小学校創立記念日 

3 YWCA平和部会 出席 

5 総合計画審議会 傍聴 
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平和推進・安心社会づくり対策特別委員会行政視察報告！（2018年1月24日 ～ 1月26日） 

 京都府（きょうと婚活応援センター） 

福井県（少子化対策について）  

地域包括ケアが国から薦められ、広島市でも医療費・介護給付費の削

減が命題となっています。どこで最期を迎えるか。「わが家が一番」とは

いえ、課題もあることや 現行制度・政策、家族や地域の問題を教えられ

る1冊です。具体的なエピソードもふんだんに収載されています。 

福井県は三世代同居率が高く、出生率も高い傾向にあります。 

働く女性たちにとって、住みやすいまちづくりに取り組んでいました。 

知事の肝入りで婚活センターができていました。市内のビルの中で、登録した会

員に婚活マスターや婚活支援団体の紹介等を行っています。結婚が成立したカッ

プルもあるそうです。広島ではどうでしょう？ 

 新潟県糸魚川市（防火対策） 

糸魚川の大火は日本海からの風で一気に拡大しました。防火対策は自然とのたた

かいです。市役所の方の説明にたくさん学ぶこともありました。糸魚川は、日本

列島が西南日本と東北日本の2つに分かれる大断層線での（フォッサマグナ）

起点です。鉱石、化石も博物館で見ました。 

←福井駅の 

のベンチです 

馬庭恭子政務活動費報告 

平成29年度政務活動費報告（年間336万円） ～私の使った政務活動費の内訳です 
費
目 

調
査
研
究
費 

広
報
費 

情
報
収
集
・

広
聴
費 

資
料
作
成
費 

資
料
購
入
費 

人
件
費 

事
務
所
費 

支
出
合
計 

残
金
（返
還
） 

(円） 16,684 1,211,303 19,510 40,527 15,465 566,772 428,976 2,299,237 1,060,763 


