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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。 

議会は4年が1期と数えます。私は4

期生で来年で16年間公務に携わっ

てきたことになります。十分であ

るかどうか? 私自身の振り返りだ

けでなく、皆様の厳しい評価もきちんとうかがっ

ていきたいと思います。 

 現在市議会では、13期、11期、10期、9期･･･と

長老たちが大勢います。長いことがいけないわけ

ではありませんが、投票の際、実績や主張をよく

聞いて、適切な判断をしなければなりません。 

 ただ議会に座っているだけで意見も言わない、

勉強しようとしない議員、遅刻、居眠り、中座の

常習議員もいます。決算書も読めないようでは話

にならないと私は思います。 

 市民の声を届ける使命感があるのでしょうか??? 

税金の無駄遣いです!! 議員のレベル向上のため

には、選ぶ市民にも責任があることを心していた

だきたいと思います。 

西 日本豪雨被害支援も少

しずつ落ち着き始めま

したが、被害を受けた方々は

今なお胸が締め付けられる想

いだと推測します。あの雨の

恐ろしさは忘れられるもので

はありません。 

国 政では、安倍首相が自

民党党首に3選され新内

閣がスタートしました。が、

適材適所とは名ばかりで、大

勢の大臣待機者を配した「在

庫一斉処分内閣」と揶揄され

る有様です。しかも、女性の

大臣はただひとり。 

さ て、広島市の平成30年

度の女性職員は全職員

の36.8%ですが、管理職にし

める女性の割合は 11.8%で

す。「優秀な女性職員はもっ

といる!!」にもかかわらず局

長級はひとりです。どのよう

な基準で判断し昇進していく

のでしょうか･･･人事案件は

議員が口出しできるものでは

ありませんが、実力があって

も昇進できない「ガラスの天

井」が存在するのは事実で

す。日本は男女平等ランキン

グで、世界144カ国中114位。

経済大国と言っていますが、

実際はこの程度のレベルなの

です。悲しい事実です。しか

し、ここで諦めずに女性の地

位向上をめざして活動してい

かなくてはなりません。 

ア メリカの中間選挙で、

民主党の下院女性議員

96名が当選しました。トラン

プ大統領の女性蔑視や偏見へ

の抗議の結果だと思います。

中でも多様性の勝利といわれ

た、拍手を送りたい人たちが

います。☆最年少29歳で当選

した女性。1年前はウエイト

レスをして働いていました。

公的医療保険の整備や雇用保

障を訴えました。☆史上初の

イスラム教徒の女性2人。い

ずれも移民でパレスチナ系と

ソマリア系です。☆史上初の

ネイティブアメリカン (先住

民)の女性1人。アメリカは移

民大国ですが、これだけの

「史上初」が短

期間で登場する

ことに羨望を感

じます。 

日 本はどうでしょうか。

国会で女性議員が占め

る割合は13.1%で、世界で140

位です。女性議員の割合は男

女平等の進展具合の指標であ

るとの意見もあります。自ら

政治に飛び込んでいく勇気を

もつには、今の政治に不満を

抱えているだけでなく、社会

を変えていこうとする強い意

志とエネルギーが必要です。

「問題意識を持ち続ける」

「たくさんの人たちに呼び掛

け賛同してもらう」「一緒に

行動を起こし輪が広がる」こ

れこそが真の民主主義にもと

づいた活動のありかたではな

いでしょうか。 

地 方統一選挙は2019年4月

7日が投票日と決定しま

した。次世代の女性たちの活

躍に期待したいです。 
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2018年9月議会・常任委員会･決算特別委員会での 

質問のなかからいくつかご紹介します。 

●中央市場（3つある広島中央卸売市場の一つ）のあり方について 

● 有害鳥獣対策(カワウ)について  

国はカワウを全国で半減させる目標を掲げており、県は鳥獣保護法に基づき減少目標を示す管理計画

を策定する方針。 

ウミウ（鵜飼いのウ）とカワウと

2種類がいます。カワウは、広島

県内には、ねぐらが廿日市市や広島市な

どに計32ヵ所あり、飛来が増える冬から

春には生息数が計3500羽に及び、鮎や養

殖魚を食べる被害が深刻化しています。 

広島市での3月の生息数は541羽で、中区

白島北町の太田川中洲や南区にある離島･

峠島など3ヵ所が拠点です。その被害額は

2400万円で、シカ、サル、イノシシより

も額が多くなってきています。抜本的な

施策として、どう考えているのですか？ 

カワウの豆知識 

日本とその周辺(サハリン･韓国･台湾)のみに分布し、主に本州

以南に生息する。魚食性で1日1羽あたり330㌘～620㌘を捕食

する。捕食に関しては、行動域は、ねぐらから50㎞程度離れ

た所までと広く、行動時間は昼間(おもに早朝の2時間ほど)と

限られる。大きな特徴のひとつは、群れで行動すること。 

カワウによる水産物被害は、市域の太田川水系における鮎

等や広島湾におけるメバル等を中心に発生しています。 

市域の太田川水系では、漁業協同組合が稚鮎を放

流してから鮎釣り解禁までの期間(4月～5月)や産

卵期(10月～12月)の禁漁期間等、川に釣り人や漁

業者の立入りが少ない期間に多いようです。 

従来講じてきた被害防止対策は、カワウについては、市内

河川のほとんどの場所が銃猟禁止区域であることから、効

果的な駆除活動が出来ない状況です。花火等の追い払いに

も慣れてしまい効果が薄れています。 

県とタッグを組んで「精密射撃(音の

しない狙いを定めての駆除)」をする

ようにします。 

今後の対策方針は、鮎の被害が集中する期間に捕獲方法を検討しながら捕獲を推進していくそうです。 

 
● 公立大学法人に関する調査について 

広島市立大学では、新しい授業の試みとして「市立大

学塾」が開設されています。総額300万円近く支出し

ていますが、授業ではないので単位履修はできませ

ん。昨年の塾生は14名でしたが、今年は応募者が7名

です。つまり魅力も教育的効果も認められないから半

減するのではありませんか。本当にこういった仕組み

がいるのでしょうか? 

また、体験学習として沖縄に研修旅行が実施さ

れましたが、市立大学が全額を支払っていま

す。市立小･中･高校の修学旅行は全額保護者負

担で公的支援はありませんよね・・？ 

学生の為ではなくまるで職員の

天下りの為の塾のようです?! 

私は2017年6月議会、9月議会、そして2018年2月予算特別委員会と、3回にわたり「市場と管理委託関係にあ

る中央連合会」の不透明、不適切な関係を追及しています。今回の決算特別委員会においても、下記のことに

ついてさらに質疑を行いました。 

ずっと駐車場は無料で出入りできましたが、平成29

年4月より協力金と称し入場証発行手数料(いわゆる

駐車料金)を徴収しています。今回の追及で、その金

はあくまで「任意」と態度を変えてきました。「任

意」ということは、協力金を支払っても支払わなく

ても本人の「自由意志」ということです。 

市場に勤務する市職員は、昨年は31人中26人がこの

手数料を支払っていました。答弁を受け、正直なも

ので今年は33人中4人と激減しました。その4人は市

場長1名、課長3名です。あくまで顔を立てたという

ことにするのでしょう。 
出入りは自由で、無料です。あくまで任意

という扱いでございます。 

行政財産である中央市場の土地(これは市民

のみなさんの公共用財産)で、中央市場連合会

(市と委託契約をしている団体)が車輌1台につ

き500円～3000円の値段設定をして、出入り

業者、勤務している者から協力金と称し、お

金(入場証発行手数料)を徴収しています(年間

総額700～800万円)。条例ではそのような規

則はどこにも見当たりませんが、この徴収は

不適切ではありませんか? 
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  決算特別委員会 (3委員会で質疑 !） 

 

（総務委員会） 

サッカー場はどうなるの??? 

サッカー場建設ですが、候補地は二転三転

して未だ決定していません。私は「市長は

広島中央公園に作ろうとしている」と思っ

ています。そのため、近隣住民への説明会

を繰り返し「ご理解を!!」と市の担当課が

足を運んでいるのです。 

基町住民の「まちづくりとサッカー場は別

立て」という気持ちはよくわかります。 

決定をしないので会議だけが増え、時間の

ムダ、お金のムダとしか言いようがありま

せん。いつまで迷走するのでしょうか。 

先般、中区の紙屋町・八丁堀地区が国の都市再生緊急

整備地域に指定されました。指定されたのは、相生通

り、鯉城通り、平和大通りなど幹線道路を中心とした

地域です。土地利用の規制緩和をはじめ税制支援、事

業許可の手続き期間の短縮が受けられることで都市再

生しようとするものです。この地域には旧市民球場跡

地、広島中央公園も含まれています。 

指定を受けるため今年5月、内閣府に提出した資料の中

に「サッカースタジアムの整備場所を踏まえた旧市民

球場跡地の活用による地域の活性化」と書いてありま

す。これはどういう意図で書いたのでしょうか? サッ

カースタジアムを旧市民球場跡地に設置する前提なの

か、他の場所に建設し旧市民球場跡地には何らかの仕

掛けをするのでしょうか。この表現ですと、どちらに

もとれる内容となっています。 

（経済観光環境委員会） 

 ゴミの不法投棄パトロールはこれでいいの???(1800万円) 

随意契約で2社の民間会社に委託し

ています。広島市内を2つに区分し

て、2コースを巡回しています。

コース別に定点観測し投棄分を写真

に撮り報告することになっていま

す。担当者は2人でひと組、夜8時か

ら翌朝5時までです。 

コースによっては、発見率が低い地

域を漫然と巡回しているようにも思

います。というのも年間の発見率が

2コースの内、Aコース11件、Bコー

ス114件なのです。コースの見直し

をはじめ、時間の短縮、人件費を削

減するために防犯カメラを取付ける

等の方が費用対効果が高いと思いま

す。 

政令指定都市でのゴミ不法投棄パトロール状況を調べると大阪

市、岡山市、神戸市、浜松市、相模原市は実施していません。な

ぜなのでしょうか? きくと通報があったり、市がごみ収集時に

チェックしており、わざわざ監視だけのために業務委託しないそ

うです。抑止力では解決しないということをわかっているのだと

思います。 

不法投棄は犯罪であり罰則が重い!のです。個人だと5年以下の懲

役か1千万円未満の罰金です。これが法人ですと3億円以下の罰金

となります。安易な気持ちで「ちょっと捨てただけ」ではすまさ

れないのです。 

ちなみに広島市の不法投棄パトロール側から県警に通報したこと

は1回もないそうです。確率的にも投棄している人に出会うことな

ど低いですし、そこに税金をかける意味をみいだせません。 
平成29年度の処理件数は123件、処理量は32㌧。 

【取組】 

＊学校協力者会議へのコーディネーターの配置 

 1人配置し、教育支援活動に関する企画･運営、学校 

 による地域貢献活動に関する調整 

＊家庭･地域による教育支援活動 

 放課後学習会、夏休み学習会の実施、授業等におけ 

 る学習補助、学校環境整備における支援･協力 

＊学校による地域貢献活動 

 地域清掃活動や地域防災活動、地域行事への参加、  

 高齢者宅への訪問･交流 

 

（文教委員会） 

まちぐるみ「教育の絆」プロジェクトの領収書は??? (2160万円) 

国が1/4、広島市が3/4負担で、市立中学校24校に

2160万円計上され、どの学校も90万円ずつ使用して

いました。なぜ同金額?生徒数や取り組みの違いがあ

るはずなのに、そろって90万円???「領収書はチェッ

クしているのですか？」の問いに「･･･」呆れまし

た。税金なので領収書は要ります!! 

使われた費用としては主に、学習支援者への謝礼 

コーディネーター報償費、通信費、消耗品費、教育

システム費です。 

【目的】学校と家庭･地域の連

携･協力による「まちぐるみの教

育」を充実･強化し、子どもの健

やかな成長を図る。 
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まにわ恭子の走行記録 
Run! Kyoko!!  2018.9～2018.12 

2 本議会(議決) 

3 基町市営住宅視察 

5 決算特別委員会(全体説明) 

11 決算特別委員会(総括質疑) 

13 広島YWCA 理事会 出席 

17 決算特別委員会(経済観光環境関係) 

18 決算特別委員会(文教関係) 

19 決算特別委員会(総務関係) 

20 日本尊厳死協会 理事会 出席 

22 性被害ワンストップセンター電話相談 

23 広島市議会議員と安佐医師連盟役員懇談会出席 

27 島根大学 講義 

29 性被害ワンストップセンター電話相談 

11/1 臨時議会 子ども食堂 

2 高校生の政策提案発表会 出席 

5 性被害ワンストップセンター電話相談 

11 江波地区防災訓練･防災フェア 参加 

13 広島女学院高等学校「女性が生きるということ」講演 

17 「ひろしまドリミネーション2018」オープニングセレモニー参列 

21 総務委員会 クラブ会 

28 反核シンポ サーロー節子さんの基調講演 参加 

12/2   ウィメンズ･キャンサー･サポート患者会 開催 

3 本会議(市長説明) 

6~13 本会議(一般質問･議決) 常任委員会 

15 日本尊厳死協会理事会 出席 

17 青空市政報告・相談 

 

 

日時：2018年  12 月 17 日(月) 

    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 

9/3 総務委員会 

6 平和推進･安心社会づくり対策特別委員会 出席 

8 広島YWCA理事会 出席 

11~12 安芸区ボランティアセンター 

13 会派勉強会 

16 第23回聖路加看護学会学術大会シンポジスト 

18 安芸区ボランティアセンター 

19 本会議（市長説明） 

20~27 本会議（一般質問） 

28 常任委員会 

29 尊厳死協会  JPA中・四国ブロック交流会in広島  

30 ウィメンズ･キャンサー･サポート患者会 開催 

10/1 常任委員会 
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編集後記 

Kyoko’s  selection 

≪百まで生きる覚悟  
 ～超長寿時代の「身じまい」の作法～≫   出版社；光文社新書 

著者；春日キスヨ 

広島市の100歳以上の高齢者は833人。毎年その数は増加して

います。老後をいったいどうすれば??? と悩む60代以上の男

女にとって、超高齢社会を自分の力でどう乗り越えるかを考

えるうえで道標になる1冊です。 

ノーベル平和賞の授賞式でスピーチをされた、サーロー節子さんの里帰り(同窓生の誇り) 

サーロー節子さんのスピーチは、13歳の時に被爆した生体験を語ったもの

です。その体験が今までの平和活動の原動力になったと思います。母校広

島女学院での講演には、1000人以上の聴衆が集まりました。壇上から「世

界平和に向けて一歩の行動を起こしましょう」と呼びかけられました。 

総務委員会視察（平成30年11月12日） 熊本県庁 

 熊本県で平成28年4月16日におきた震度7の地震の被災者は、

死者270人・重軽傷2736人、住家被害は全壊・半壊など含め約

20万棟ということでした。テレビで見るのとは違って、実際に

熊本城がギリギリ城壁に支えられている様子は胸にせまるもの

があり、忘れることができません。被害額は3兆7850億 

 円という莫大な数字です。災害後に被害を検証し 

 改善策を立案しています。広島は地震ではなく、豪

雨災害でしたが、被災後の対応検証は役立つのではないかというこ

とで勉強に行きました。細かい検証作業の上に、復興・復旧にむ

け、自立再建を含めた総合的な支援制度を構築されていました。広

島の今後の災害対応にむけた取組の参考にしていきます。 

サーローさんを

真ん中に 

女学院同窓生 

熊本駅で 

巨大くまモンが 

お出迎え 

県庁議場 

調査視察 

サーロー節子さんの講演を母校で聴き、さらに市民団体主催の講演に駆けつけ、

馬庭さんはアイドルのおっかけしているみたい(^^♪「なんといってもあの迫力は

すごいわョ」「日本から離れ、アメリカ、カナダ等で被爆証言をし、圧力や脅し

に屈しない精神力はすごいのョ」と「すごい」の連発～～☝歯に衣着せぬ物言いは実

に痛快で、同じ「同窓前向きDNA」が馬庭さんにもあるに違いないヮ（大田） 


