広島市議会議員

無所属

VOL.59
まにわ恭子
NEWS LETTER
発行日／2019 年 7 月 29 日
発行者／まにわ恭子 http://ikiikihiroshima.jp/

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

恭子の議会つれづれ

統 一地方選挙が終わり、3カ月が経過し 広島県の女性議員は57人。広島県議会(定数64)では1
ました。全国市区町村議会の議員は平成
11年(1999年)から、この20年間で約6万人
から3万人と半減。平成17年(2005年)前後にピークを迎え
た平成の大合併によるものです。経費削減や議員の成り
手不足などを理由に定数を減らす動きが続いています。
政治分野における男女共同参画法(男女候補者均等
法)が成立しても、まだ女性議員数は伸び悩んでいます。

人減の3人(4％)、広島市議会(定数54)では2人減の6人
(11％)で、無所属女性議員は2人という厳しいものです。
「どうして?」と考えてみますが、政治は男の世界という
固定観念があったり、いざ立候補となると家族が反対した
り、でなかなか難しいものがあります。とにかく地道に、積
極的に立候補する女性を育てる土壌を今から作ってお
かなければ、いつまでたってもバトンを渡せません。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

質疑

行政のコンプライアンスについて

2019

土地の形質変更の事前届の法令違反‼ 副市長詫びる
平成31年2月の予算特別委員会で「広島市の発注工事で、法令で定められた土地の形質変更事前届
を12件提出していない」と指摘しました。その際副市長は「工区を合算すれば3000㎡の場合もあり、法令
に違反していない」と答弁。確かめるため情報公開請求により提出された資料を見ました。法改正後、9年
間事前届を提出していませんでした。また私の指摘のあと 「事前提出の認識がなかった」「各種法令を順
守し二度と起こらないようにします。ご配慮をお願いします」等の顛末書が添付されていました。私の質問に
対して間違った答弁をしたこと、法令変更への組織としての対応の甘さは看過できないと思っています。

● 本当は事前届を提出しなければいけない工事

答弁：

が12件の中に含まれていたことを認めますか？

＊土壌汚染対策法は、平成22年(2010年)5月1日以降
に着手する工事では単独で3000㎡以上の形質変更の場
合、着工の30日前までに届出が必要と改正されました。

６月
議会報

単独で3000㎡以上で事前届を提出してい
ないものが含まれていました。この届出漏れ
は土壌汚染対策法に違反するものです。制
度の徹底が不十分で、こうした事態になった
ことを重く受け止めています。

法令違反は3ヵ月の懲役か30万円以下の罰金となり、国庫に納付されます。税金で支払うなんて許せません‼ ツッコミ

質疑

8050(はちまるごーまる)問題について

若者の引きこもりの長期化、親の高齢化から引き起こされる社会問題。主に50代前後の引きこもりの子を80代前後の
親が養っている状態を「8050問題」と呼ぶようになりました。経済難からくる生活の困窮や当事者の社会的孤立、病気
や介護といった問題によって親子共倒れになるリスクが指摘されています。国勢調査によると「8050世帯」の2人暮らし
は、2005年に35万6000世帯だったのが、2015年には64万8000世帯と10年で約30万世帯増加しています。

●

中高年の引きこもりの方の
実態把握や支援をどのように
考えていますか？

答弁：

＊「8050問題」の典型例としては、平
成30年(2018年)1 月、札幌市で 80
代の親と50代の子が亡くなった事件
があげられます。検針に来たガス業者
が異変に気付きましたが、実は1か月
以上前に死亡していたようです。

引きこもりの状態に至るには、様々な要因や背景が考え
られ、問題の解決には専門的な知識又は経験が必要。家
族による自助には限界があります。個人レベルでの問題
ですが、社会的な問題として捉えるべきです。市では、地
域からなる「地域共生社会」の実現に向けて着実に取り組
みを進めています。地域の支援関係者のネットワークを活
用した実態把握や相談窓口等の情報提供に加え、これま
で以上に手厚い訪問相談による支援を実施し引きこもり
対策の充実に取り組みます。

引きこもり相談センターでの50才以上の相談者は2017年に年間16人。早め早めの対応が大切です。
孤立しないためには、訪問型(アウトリーチ)行政サービスも効果的だと考えます。

質疑

ツッコミ

恵下埋立地(仮称)について

平成28年(2016年)8月に恵下の埋立地の建設現場において、高濃度ダイオキシン類を含む燃え殻が発見され、平
成29年(2017年)10月～平成30年(2018年)8月にかけて5700㌧を処分しました。今回再び燃え殻約200㌧が発見さ
れました。そこは、以前の場所から近距離で、その当時市民の方から範囲を拡大して検索し調査をして欲しいと要望が
出ていた場所でした。

● どのような状況の中で発見さ

れ、その分析結果はいかが
でしたか？またいつから、ど
のように処分しますか？

答弁： 令和元年(2019年)5月27日に施工業者が、防災調整池内を掘
削作業時に確認されました。数値は、埋立処分できる判定基
準値以下でした。燃え殻は、今後搬出先や搬出時期等必要な
調整を行い、廃棄物処理法に基づき適正に埋立処分します。

10ｍ×10ｍで1ヵ所サンプリングした結果の判定基準値以下ですから、とても不安です。
ツッコミ
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

質疑

9年度

受動喫煙について

WHOが、受動喫煙が原因で死亡する人は年間100万人、5歳未満の子どもの死亡は年間6万人と
いう驚きのデータを発表しました。日本では平成30年(2018年)7月に第1種施設(学校・児童福祉施
設・病院・診療所・行政機関の庁舎など)の敷地内を禁煙とする改正健康増進法が施行されました。
第2種施設(事務所・工場・ホテル・旅館・飲食店・鉄道・旅客運送事業・船舶・国会・裁判所など)は
原則屋内禁煙ですが、令和2年(2020年)4月1日には全面施行されます。今までマナーだったものが
ルールとなります。

月
報告

● 議会棟は第2種施設です。屋内禁煙が定められてい
ますが、厚生労働省令で定める技術的基準に適合し
た喫煙専用室を設置できます。受動喫煙防止のため
に、H27年(2015年)度2月議会において、当時の健康
福祉局長は「広島市が所管する施設は全面禁煙を目
指すべきであり、各施設所管課に指導します」と答弁し
ています。庁舎管理としてどのように対応しますか？

答弁：

今後、議会棟を使用される市
議会において、対応をご協議し
意見をまとめていただいた上
で、その意見を踏まえて対応し
て参りたいと考えます。

議会棟は広島市の庁舎管理です。議会に丸なげではなく(使用者が決定するのではなく)きちんと管理し禁
煙にすべきです。昨年来、高校生が議会棟を訪れ、政策提言をしています。学校で喫煙防止を学ぶ学生た
ツッコミ
ちが、市民の代表である議員の喫煙風景を見てどう思うか、心配するのは私だけではないと思います。

質疑

平和行政について

資料館の観覧料の減免に疑問⁉

世界で初めての被爆都市ヒロシマの知
名度は抜群です。そしてそのヒロシマを
背負う広島市長の役割はとても重要で
す。とりわけ核兵器廃絶を強くアピール
することは世界の平和のためにも大切な
役目です。
平成30年(2018年)度、国内外から約
152万人の来館者があった広島平和記
念資料館。市は耐震化と展示内容の全
面的な見直しをしました。
展示の構成と内容の見直し、資料館

● 被爆者の中で扱いが違うとい
うのはおかしくないですか？再
考すべきだと考えますがいかが
でしょうか？
調べると長崎市の平和資料館の
観覧料は、被爆者の方は全て無料
です。またHPを見ますと、分かりやす
く詳細に観覧料について記載されて
います。広島市は被爆者への行政
サービスが充分ではありません。お金
のことを言っているのではありません。
市が被爆者をどのような存在と考え
ているかの問題なのです。

現在観覧料が免除または割引になるのは、原爆障害者章(バッ
ジ)・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦
傷病者手帳をお持ちの方と介護者は無料。65歳以上は100円で
入館できます。被爆者健康手帳の記載はなく、被爆者援護法の
認定を受けている(原爆障害者章を所持している)かどうかで差が
ついています。
担当者に聞いたところ「原爆障害者章」とは、昭和42年(1974
年)、今から52年前に広島市独自で作成したバッジです。厚生労
働省から医療が必要と認められた特別認定者(被爆者健康手帳
の表紙の裏に被爆者援護法の第11条第1項の認定印が押され
ている)つまり特別認定者は無料で、認定がなければ観覧料がい
るのです。
答弁：

昭和49年(1972年)に広島市の公施設の減免制度を
導入した時から、身体障害者や原爆障害者等配慮を
要する方を免除の対象とすることとしており、今後も再
考せず今まで通り取り扱うことにします。

★経済観光環境委員会
★都市活性化対策特別委員会
★議会改革推進会議

今期の役割
が決定！
経済観光環境委員会にて

ツッコミ
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

Run! Kyoko!!

まにわ恭子の走行記録

4/1~5 統一地方選挙中

2019.4～2019.7

19 第40回広島市中区民スポーツ大会 出席

13~14 本会議(一般質問)

6 広島みらい創生高等学校春季入学式 参列

22 中区大手町2丁目女子会 出席

17~20 本会議(一般質問)

7 統一地方選挙 投票日

25 国泰寺中学校第71回体育祭 出席

21 常任委員会

26 袋町小学校・袋町学区民大運動会 出席

23 第72回広島市ろうあ者福祉大会 出席

27 性被害ワンストップセンター電話相談

24 常任委員会

28 性被害ワンストップセンタースタッフ会議 出席

25 本議会(議決)

第71回広島国泰寺高等学校入学式
10
平成31年度袋町小学校入学式
12 クラブ会
14 ウィメンズ･キャンサー･サポート患者会 開催
21 はちどり舎(社会貢献手づくり会館をふりかえる)

27~28 市政改革ネットワーク政務活動東京視察

29 中区大手町2丁目町内会総会 出席

29 広島県がん診療連携協議会情報提供・相談支援部会

6/3 性被害ワンストップセンター電話相談

22 平和記念資料館観覧
23 高齢社会をよくする女性の会・広島 講演会
5/9 高齢社会をよくする女性の会・広島 会議

6 会派勉強会 中区行政懇談会

7/6 平成30年7月豪雨災害犠牲者追悼式 参列

8 広島YWCA定期会員集会 出席

7/7 第36回中区民バドミントン大会 出席

9 広島YWCA評議員会 出席

11 CAP理事会 出席

9 高齢社会をよくする女性の会・広島 会議

17 日本尊厳死協会 セミナー 出席

11 中区大手町2丁目地区委員会 出席

15 災害ボランティアの会 出席

18 広島YWCA 理事会 出席

12 本会議(市長説明)

26 女性議員を100人にふやす会プロジェクト講演会 開催

◆市政改革・無党派クラブ政務活動(東京視察)◆ （2019年6月27日～6月28日）
(新)豊洲市場

総工費5,500億円も
かけて建築された新
市場。歩いて回り、約
13,000 歩。広 す ぎ て
迷子になりそうでした。
外国人観光客用に見
学コースも作られてい
ました。

築地場外市場の
魚屋さんと卵焼き屋さん

あっという間に解体され
て、工事車両が活発に出
入りしていました。跡地は
とりあえずオリンピック用に
駐車場にするそうです。

見学コースの
エントランスホール

新しい試みを
始めました‼

がん患者さんやご家
族、そして遺族の方々
が相談に立ち寄るセン
ターです。認定NPO法
人として活動をされて
います。年間12,000人
が来訪します。

(旧)築地市場

広島県内に女性議員を
100人にふやす会プロジェクト!!

地方議会の女性議員は大事な
役割を担っています。生活者の視
点をもちながら、自分たちの地域
課題を解決するために努力を重
ねています。しかし、選挙は厳しい
ものがあります。地盤、看板、カバ
ンをもたない無所属の女性議員は
なおさらです。
この度、無所属女性議員で『女
性議員をふやす会』を設立しまし
た。広島県をよくするために女性
議員を100人(現在55人)にするた
めに頑張ります。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

マギーズ東京

青 空 市 政 報告・相談
日時：2019年 8月7日(水) 13：30～15：00

場所：タカノ橋商店街中央あたり

編集後記
ニュースはいかがでしたか？5期目に入って早速
の議会でもパワー全開で頑張っている馬庭さん。
編集者泣かせの膨大な資料と原稿。「馬庭さん、
4面しかありませんからね‼」「了解(^^)/」四苦
八苦(汗)。内容に限らず、色んな意見をいただき
本当に有難うございます。今回はちょっと工夫をし
てみました。どうでしょうか…（大田）
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