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＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

 今年の2月議会に引続き、6月議会にも

議長不信任決議案がでました。不信任案

提出の理由は「1年で交代するという議

長選出時の紳士協定を守らなかった」ことだそうです

が、結果は否決。 

 ただ、今回は、前代未聞のことが起こりました。今

議会に議長不信任決議案が提出されることは事前に分

かっていました。その場合、議事進行は副議長が務め

ることになっています。しかし定刻になっても副議長

が来ない!? 私用で九州に滞在中、地震が発生。当日

朝帰広の予定だったが、新幹線が止まり、間に合わな

いという事態に。 

 議事進行を務める大切な会議を控えて何故、前日ま

でに広島に帰ってこれないのでしょうか、副議長が来

なかったために議会事務局はおおわらわ。議事日程を

変更、資料や進行も別バージョンを作成しなければな

りません。結局、年長議員が仮議長となり、議会を1

時間遅れでやっと開会することができました。 

 この地震の際、私の知人の中には大事な会議がある

からと遠くから高額のタクシー代を払って移動した人

もいるというのに…。 

 野球観戦？だったという噂を後にきき、副議長とし

ての自覚が足りないのではないかしら？と思いまし

た。 

2 00年に1度という豪雨で西

日本は大災害となりまし

た。自然の脅威をまざまざと

思い知らされ、その爪跡に立

ちすくむばかり

です。4年前の

安佐南区・安佐

北区の土砂災害

も記憶に新しいところです

が、広島全体の土壌が花崗岩

であり、水の影響を受けた時

に「もろい」と専門家から指

摘も受けています。防災体

制、防災意識を高めることは

必要です。『特別警報』に限

らず、気象庁の『警報』『注

意報』、各自治体の『避難勧

告』『避難指示』が出たら油

断しないで早めの行動を取る

事が大事だと思いました。 

阪 神淡路大震災、東日本

大震災の場合でも、そ

の爪跡は深く人々の心をも傷

つけました。道路・家屋とい

う形のあるものは復旧すれば

元にもどりますが、傷ついた

心の回復には相当の時間が必

要です。肉親や大切な人を失

う哀しみは計り知れません。

広島県全体での被害額、広島

市での被害額も莫大なものと

なります。 

被 災地となった場所は広

島市では安佐北区、安

芸区、東区、南区です。それ

ぞれ災害ボランティアセン

ターができ、毎日、全国各地

から多くの方が土砂かきに来

て下さいます。炎天

下での肉体労働なの

で熱中症が一番心配

です。何かあったと

き、迅速に対応する

ために看護師の観察

力や技が必要です。 

私 は安芸区の災害ボラン

ティアセンターの救護

チームで看護師の取りまとめ

役をしています。矢

野、瀬野、中野、畑

賀の4か所のサテラ

イトにボランティア

の看護師を振り分け

「熱中症予防のために巡回

し、声をかけ、血圧などを測

定する。ハチに刺されたり、

手足に傷ができた時、消毒を

する」等の役割の説明をして

います。 

土 日は土砂かきに600人余

りのボランティアが来

られました。北は北海道、南

は沖縄から。「看護師です、

お手伝いします」と連絡が入

り、そして本当に来てくれて

います。それらは驚くことに

Facebook等SNSの力によるも

ので、見も知らない

誰かが色々な方法で

助けてくれているの

です。ありがたいの

ひと言です。 

７月豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

呼びかけで 
集まった沢山
のスコップ 

プロスポーツ
選手から差入
れの菓子 

被災地 
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2018年6月  

議会報告 

一 般 質 問 
広島市が抱える未利用地 

広島市の財産について 

昨年度は、売却契約件数57件、売却金額の総額は約10億6000万円です。 

平成30年3月現在売却未利用地は32ケ所・84区画になります。 

主体の要件を問わず短期間の駐車場や資材置き場等に使用する場合や建物所有目的の定期借地権を設定

する場合に貸付を認めています。今後とも状況に応じて有効活用を図ります。 

中期財政計画では、511億円の赤字が

明らかに!! 売却できるものはどんど

ん売却することが必要かと思いま

す。そのためにも、「行政経営部」

が司令塔になり各部局に切り込ん

で、本当は不要な財産はないのか、

検討する行動力が必要となります。

頑張れますか？ 

終活情報登録制について 

横須賀市には、遺言書の保管場所や墓の所在地等を生前に市に登

録し、本人の死後、医療機関や本人が指定した人等の照会に市が

応じるシステムがあります。それを導入してはいかがですか？  

その人の残りの人生において安心感が得られるとともに、残され

る周囲の方々にも心配や負担の軽減になるようです。運用の課題

もあるので横須賀市の成果を注視したいと考えます。  

性的マイノリティ(LGBT）への対応について 

 LGBTの児童が入学した学校では、LGBTについての研修をしていると

聞きます。しかし、これから対象者が増加することが考えられるので、

当該関係のみでなく研修をもっと拡大するべきではないでしょうか？ 

本年度から新規採用の全教諭等、また学校の管理者である校長を対象と

した研修を実施していきたいと考えています。該当学校において、専門

家による保護者向けの講習会を実施し、それを他校にも広め保護者の

LGBTに対する理解を深めてることについて、今後学校等と連携を図り検

討してみたいと考えます。  

ツッコミ 

まず、大人が学習しないこと

には子どもには伝わりません

し、深い人権意識は染み渡り

ません。一歩踏み出したよい

方向です。 

平成29年度広島市の全世帯53万世帯

のうち65歳以上の単身世帯は11万世

帯です。自分の死後は自分で采配は

できず、不安になります。横須賀市

のような仕組みがあれば、最期まで

安心して過ごせるので、とても有効

な政策だと思います。 

ツッコミ 

広島市には新たに「行政経営部」が設置されました。目的は、社会経済状況の変化に伴い、

行政の抱える課題解決にむけて、より効果・効率的な体制を組むということですが、まった

く具体的な中身がみえてきません。 公共施設等のマネジメントについて、今までの課題認識

と今後の対応についてどのようにお考えですか？  

適切に維持管理・更新しながら市民にサービスを提供していくの

がマネジメントですが、昭和40年～50年代に整備された公共施設で

は老朽化が進んでいます。ただ、現下の厳しい財政状況を踏まえる

と、全てにおいて同じ規模や仕様で更新は不可能です。このため、

財政負担の軽減・平準化を図りながら維持管理、更新を計画的に行

い、いかに市民サービスの維持・向上を図っていくかが重要な課題

と認識しています。  

Q 昨年(平成29)度、広島市の土地をどのくらい売却しましたか？  

現在売却の可能性のある未利用地は何ヶ所・何区画ありますか？ 

売却が難しい土地を期限付きの貸出等有効活用をしてはどうですか？ 

A 

Q 

A 

A 

A 

Q 

Q 

Q 

一 般 質 問 

一 般 質 問 

人権啓発課と教育委員会と、どのように連携し学校現場におけるLGBT

に対する理解を深める啓発活動をしていきますか？ 

人権啓発用パンフレットを市内小中高等学校に配布、教育委員会と連携

し小学校新入生の保護者の為の人権啓発用パンフレットを毎年作成し学

校を通じて配布しています。今後も随時情報交換や課題共有を行い、現

場の声を反映しながら効果的な見直しや講習会やイベントを通して教諭

や保護者、学校関係者等への啓発の充実に取り組みたいです。 

A 

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。 

厚生労働省が示す「セクハラ

指針」が改正(平成29年1月)

され、性的マイノリティの

方々への差別的な言動はセク

シュアルハラスメントである

と明確化されています。 
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学校歯科検診で要治療となっても、歯科受診せ

ず放置してしまうと、虫歯が増えたり、歯周病が

進行し、きちんと咀嚼できなくなりますし、将来

にわたり影響を及ぼしかねません。広島市は実態

把握ができていないようですから、まず「現状を

つかむ」ことをしてはいかがですか？ 

実態把握に努め、結果を踏まえ保護者へ個

別に啓発するなどの方法を検討します。 

虫歯が放置される背景には、保護者の健

康管理の理解不足と経済的困難があると

指摘されています。就学援助制度を利用

すれば、無料で治療できる「う歯(虫歯)治

療券」がもらえますが、口腔内の健康(例

えば歯周病など)には治療券が使用できま

せん。収入の少ない世帯の子どもに対し

ての歯周病を含めた治療の無料券配布や

学校での歯磨きやうがいの実施、保護者

と子ども両方への口腔ケアの教育などを

検討していただきたい。 

ツッコミ 

病院の敷地内に、公募により薬局を入れるという構想が出て

います。かかりつけ薬局を推進しようとしている時代の流れ

に逆行しているという意見もあると聞きました。 

理解していただけるよう、丁寧に説明をしていきます。  

特定の業者への利益誘導にならないよ

う、気を付けていただきたい。患者さ

んの利便性を考えれば、複数業者をい

れるべきなのではないでしょうか。 

橋の架け替えについて 

橋に関しては、河川管理施設等構造令で「河川流量計算をして、その桁下高さを規定し、現況の堤防の

高さより高くすること」と決められています。また橋の架け替えには、河川管理者の国・県の許認可が必

要です。近年は想定をはるかに超える災害が起こり、今までの常識や定説をくつがえすことがたくさん起

きています。こんな状態の中、麦谷橋を架け替える時、桁下の高さを以前の橋よりも低く設計されたと聞

きましたが、その理由と根拠を教えてください。 

構造の合理性や施工性、建設コスト等を考慮し橋梁形式を決定します。計画しようとする橋脚の間隔や

橋桁の長さが変わり高さが以前より低くなることもあります。当然、河川管理者と協議し河川法に基づ

く許可を事前に得ることが大前提です。新しい橋の桁下の高さの基準となる計画堤防の高さが現状より

低い場合でも、治水上の支障がないと判断しました。 

A 

Q 

一 般 質 問 

ツッコミ あれ～??? 麦谷橋のかかる水内川は治水上問題があるのではないでしょうか？こんな豪雨を体

験すると、流木が橋にたまって流れをふさぎ、却って危険ではないかと不安にかられます。 

質疑（文教委員会） 子どもの口腔崩壊について 
治療をしていない虫歯が10本以上

の状態をと言います。 

『口腔崩壊』 

質疑（厚生委員会） 新安佐市民病院について 

耐震工事はしますが、建替えは考えておりません。 

質疑（厚生委員会） 動物管理センターについて 

中保健センターと旧東警察署跡地の間にある、動物管理セン

ター（狂犬病予防・飼い主不明の犬猫等の保護、返還、譲渡

が主な業務）ですが、建物の老朽化が進み、建替

えの必要性を感じます。 

どのようにお考えですか?  

 

 

★総務委員会 

★平和推進･安心社会づくり  

 対策特別委員会 

★議会改革推進会議 

●災害に強いまちづくり 

●障害者福祉の推進 

●高齢者福祉の推進 

●少子化対策 

●平和の推進 

について調査研究 
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選挙公報が決定！ 

まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2018.5～2018.8 

7 バングラディシュ大使 アテンド 

8 議会改革推進会議 出席 

9 ピピオセンター総会 出席 

12 会派勉強会 

15 広島YWCA理事会 出席 

17 講演会(地域の中でがん患者・家族を支える) 

18 本会議(市長説明) 

21~22 本会議(一般質問) 

25 本会議 

26~27  常任委員会 

28 本会議(議決) 

30 WABAS総会 出席 

4 都市活性化対策特別委員会 出席 

5 性暴力防止ワンストップセンター相談 

10 広島県病院研修 参加 

14～ 安芸区災害ボランティアセンター本部(救護) 

28 袋町慰霊祭  IGLグループ50周年記念式典 参列 

8/4~7 

5 

子どもヒロシマ平和学習支援事業 

原爆の日 各式典 参列 

25   日本尊厳死協会理事会 出席 

24 タカノ橋商店街バタバタ祭り 青空市政報告・相談 

 

 
日時：2018年  8 月 24 日(金) 

    13：30～15：00 

場所：タカノ橋商店街 

   ふれあいYOUプラザ前 

青空市政報告・相談 

  大手町5丁目  
商店街中央あたり 

5/8~9 金沢版マギーズ視察 研修 

13 日本尊厳死協会理事会 出席 

14~15 会派視察（岩国基地・美弥社会復帰促進センター) 

17~18 議会改革推進会議視察(佐賀・鹿児島・熊本・福岡) 

19 国泰寺中学校第70回体育祭 出席 

20 第39回中区民スポーツ大会 出席 

21 厚生委員会 

25~27 香港版マギーズ ひとり視察 研修 

6/1 平和推進･安心社会づくり対策特別委員会 出席 

2 CAP総会 YWCA評議員会 出席 
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  佐賀県・鹿児島県・福岡県・熊本県の県庁に視察に行ってきました。

短い期間での弾丸視察です。 どの県の議会にも政策立案チームができて

いて、実際に条例を作成し議会に上程し成立させていました。 

 単なる理念だけの条例、実際に県民のニーズにこたえた条例等様々で

す。広島市議会にも政策チームを作って市民の皆さんにとって本当に意

味のある条例を作りたいと思いました。 

於 福岡県議会議場 

 私がずっと訴え続けていた選挙公報がやっと広島市議会議員選挙で実現し

ます。 選挙公報とは、立候補した全ての候補者の考え等を記載した文書

で、公費で有権者に配布されるものです。 特に政党に属さない新人候補に

とっては「自分の主張を(無料で)有権者に訴えることができる」とても大

事な手段です。 現在、政令指定都市で選挙公報が発行されていないのは、

北九州市と広島市のみです。諦めず言い続けてきてよかったです。 

 議会改革推進会議行政視察 (5/17～5/18) 

≪美祢社会復帰促進センター≫ 

 美祢社会復帰促進センターは、2007年に国内初の官民協働の刑務所として発足し、公

共施設等の建設、維持管理、運営等を民間が担っています。 

 軽犯罪受刑者を主に受け入れており、ICT教育も進んでいるのが特徴です。しかし、身

元引受人がないために出所後の住まいの確保・就業支援がうまくいきません。入所者の

高齢化がすすんでいることも課題です。 

≪岩国基地≫  広島市佐伯区の住民の方から岩国基地の騒音被害

の訴えがありましたので、実態はどうなのか基地

を視察に行きました。 

 基地内の航空機の離発着を視察しましたが『もの

すごい音』でした。騒音軽減のために、何ができ

るか考えていきたいと思います。 

 視察あれこれ 

編集後記 

馬庭さんは、朝6時に出発して夜7時まで、安芸区のボランティアセンターに救護班

として通っています。「あ゛っぢ(暑い)～((+_+))」と汗ビッショリで事務所に。

水をかぶったように濡れています。ふと、気付くとほとんど髪の毛が･･･「思いっ

きりカットした～」と。水も滴るいい女と言おうとしたけれど、坊主に近い雰囲

気!!後光がさして見えました。（大田） 

刑務所の食事 

岩国基地内 


