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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。 

  

恭子の議会つれづれ 

 議会は市民の代表者の集まりです。 誰

もが自分が１票を投じた議員が、適切で正

しい行為をする人だということを信じていま

す。しかし残念ながら、市民の期待を裏切

る議員もいます。特に政務活動費の領収書をめぐっては

様々なことが起こりました。 

 私は、2016年12月の議会改革推進会議で「領収書の

公開」を提案し、HPでの領収書閲覧を可能にしました。

しかし個人名の領収書は個人情報保護法により、HPで

は黒塗りで情報公開されます。そのため、市民の皆さん

がその領収書の真偽を確かめることはできません。 

 現在、元議員の政務活動費の領収書に偽造の疑いが

あり、裁判が起こっています。いずれ司直のもとで黒塗り

にされていた部分も明らかになることでしょう。もし本当に

偽造が事実なら皆さまの税金を私物化した許せない行

為です。私は議員は特に「公金の使い方を監視する役

割」なのですから、自ら公金に対しては襟を正していかね

ばならないと思います。 

◆ 前代未聞!!あり得ない工事契約!? 

◆ アストラムラインの延伸！ 
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2019年 9月定例議会報告 

常任委員会報告 

経営状況と平成30年度の業務実績に係る評価結果の報告 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
● 公立大学法人広島市立大学について 

・・・・・・・・・・
● 地方独立行政法人広島市立病院機構について  

◆ 医療費滞納者から未収金を回収するとき、

回収困難な事例については弁護士法人に委託

し出来高払いとのこと。4病院の平成30年度の

委託料はいくらでしたか？ 

市立病院機構(広島市民病院・安佐市民病院・舟入市民病院・リハビリテーション病院)は

収支改善が大きく図られ4.2億円の黒字‼ 

【回答】委託は4病院対象に一括して契約し、回収金額の

一定割合を支払う成功報酬制です。広島市民病院は

377,768円、安佐市民病院は288,277円、舟入市民病院は

105,114円、リハビリテーション病院は滞納者全員が分割

納付中で委託事案がないと聞いています。 

◆広島市民病院と安佐市民病院は看護

部長を副院長にして10年経過しました。

舟入病院及びリハビリテーション病院も

同様に扱うべきではないでしょうか？ 

【回答】病院内で最も多くを占める看護職が病院経営に深く参画

することで、経営やリスクマネジメントに対する意識向上や人的・

物的職場環境の整備が促進され医療の質の維持・向上が図れるこ

とが期待できるため副院長に登用されています。今後適任者がい

れば、2病院についても副院長の登用を検討すると聞いています。 

経営状況と平成30年度の業務実績に係る評価結果の報告 

広島市立大学の運営は、広島市からの交付金、学生からの学費、外部資金で成り立っています。

広島市から運営交付金は31億8992万5800円‼ 

◆少子化の中で大学運営は厳しい

ものがあります。収入増加策として

大学院教育はもっと戦略的に行う

べきと考えますがいかがですか？ 

【回答】広島市立大学の大学院学生数は、本年5月1日現在で総定員

401人に対し226人(充足率56%)です。大学院生確保に向け、学術交流

協会校と共同での学位制度創設や地域展開型の芸術プロジェクトの実

施、社会人及び外国人留学生の受け入れを念頭に置いた教育カリキュ

ラムの検討、ウェブサイトの充実や大学院説明会の実施など、さらな

る大学院教育の充実に計画的に取り組んでいくとのことです。 

経済観光環境委員会 

文教委員会 

中央市場またがし発覚！業務条例からの逸脱では？ 

中央市場は新しい市場建設を控えて、来年、新市場法が施行され2月議会で条例改正が行われます。

市民にとって本当に利益がある体制作りをしていかなければいけません。 

「放射能副読本」は全校配布されたが、誰も教えていない?! 

 本来は各学校で採用するかどうかを決定する学校での副読本が1億8000万円の作成費をかけ「放射能副読本」を文科

省から直送で各学校に配布されました。しかし教育委員会はこの冊子がどのように使用されたかは確認していません。   

 私は、この副読本を読みましたが、かなり難解で子どもたちは理解できないのではないでしょうか。また事故によって起

きた被害の記載はなく、一連の文脈は「原子力は安全だ」という神話にもとづいていると感じました。 

 広島市の教育委員会として、放射能に関する広島独自の副読本を作成すればいいのではないでしょうか。 

 広島市の中央市場は、広島市の管理監督のもと、民間会社である中央卸売連合会が運営しています。以前、連合会

は無料であるはずの駐車料金を「任意の協力金」として実質有料化していました。そのことを追及した際、私が「業者間

での店舗の又貸しなどはないですよね?」と問いましたら「ないです!」との返答。しかしよくよく調べると、水産業者A社がB

社に店舗の又貸しをしていることがわかりました。が、処分は罰金等の監督処分ではなく「指導」のみ。甘すぎませんか。 
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決算特別委員会報告 10/1～10/21 

 

 

● 市職員のメンタルヘルス等について 

 総務関係 

 
 経済観光環境関係 

 決算特別委員会では、今年度決算の審査をします。予算どおり使用されているか、流用はないか、不要

額は多くないか、政策としての成果はどうかをチェックする委員会です。 

 ３分科会が設置され、第１分科会(総務・経済観光環境委員会)第２分科会(文教・厚生委員会) 第３分科会

(消防上下水道・建設委員会)となっています。私は、経済観光環境委員会なので第１分科会の所属です。 

種別 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 合計 

パワハラ 26 22 30 25 29 132 

セクハラ 1 3 1 4 9 18 

マタハラ 0 1 1 2 0 4 

合計 27 26 32 31 38 154 

区分 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

対象職員数 10,359 10,498 8,145 8,170 8,113 

受検者数 9,800 9,986 7,870 7,900 7,862 

高ストレス者数 963 1,051 778 680 725 

《単位：人》 

《単位：人》 

ハラスメントに関する相談数 

ストレスチェックの結果等 

● 分限職員について 

 市の職員(教育委員会を除く)は約8000人い

ます。毎年、安全衛生法で決められた「スト

レスチェック」をすることになっています。

高いストレス状態にある職員は約700人。傾

向として、50代の男性職員と20代の女性職

員がハイリスクということがわかりました。 

有効な対策を立てているのでしょうか？ 

● 広島城観光施策について 

● 和船遊覧観光について 

観光資源にはどこまで公金を投入するのか‼ 

 ひろしま武将隊に970万円で委託していま

す。今年は浅野入城400年で、もりあがったよう

ですが、観光資源として、いつまでやるのかが

問われます。スポンサーをつける、自立で営業

努力をするということが大切です。 

 和船は30分かけて城のお堀をまわる観光

資源でNPO法人に業務委託していま

すが、NPO法人の持ち出しで累積赤

字です。昨年は650万円。公金は一部

しか投入していませんが・・・ずーっと

赤字では継続は難しいです。  

● 保育・介護人材サポート事業について 

● 消費者生活センターの運営について 

職員が気持ちよく働ける環境を作ると、市民へのサービスも当然よく

なってきます。広島市全体での働く環境整備が必要です。 

【分限とは】公務員の身分に関する基本的規律をいいます。 

とくに，公務の能率的運営を確保するために法令に基づいて行わ

れる公務員に対する不利益処分をさすことが多いです。 

懲戒が公務秩序の維持を目的とする制裁であるのに対し、分限は

公務の能率的運営の確保を目的としている点で異なっています。 

 法律に違反するような悪事ではなくても、勤務

状態があまりにもよくない場合や公務に支障が出

る場合などは、分限職員として一連の手続きを経

て、降任及び免職になります。平成29年から今ま

で4人が対象となりました。 

 公務員がクビにならないのは、もう神話です。 
 オレオレ詐欺をはじめ、センターには数多くの相談が上

げられています。しかし相談員は12名です。定年等で一

度に辞めてしまっては運営が難しくなります。しかも相談

員は国家資格がいります。至急の人材育成が必要です。 

公金を3700万円も投入したわりには…‼ 

 この事業は、人材不足の保育、介護施設の従事

者を応援するために、雇用主1/2、行政1/2費用負

担して1人あたり年間12,000円のお買物券を発行

するというものです。しかし雇用主が費用負担をし

ない事業所で働く人たちはこのお買い物券はもら

えません。そのため、結果は10％程度の利用実績

とか。3700万円投入しているのですが、これは無

駄使いと言わざるを得ません。 

 福祉厚生のためなら、全員に配布すべきでした。

一部の人だけ恩恵があるのは政策としておかしい

と思います。確かに人材不足であるがゆえに応援

したいという気持ちは理解できますが、抜本的な解

決策である賃金を上げる方策を考えるべきです。 

あるいは新たに、保育や介護の資格を得ようとする

人のための教育助成資金として活用するほうが、

効果的ではないでしょうか。 
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まにわ恭子の走行記録 Run! Kyoko!!  2019.9～2019.11 

10/1 決算特別委員会（全体説明） 

3 国慶日レセプション 参列 

5 中区青少年健全育成大会 出席 YWCA評議委員会 出席 

6 ノーベル平和賞デ二・ムクウェゲ医師 講演会 

7 決算特別委員会（総括質疑） 

11 決算特別委員会（分科会） 

15 決算特別委員会（分科会） 

17 広島市議会議員と安佐医師連盟役員の懇談会 

21 決算特別委員会（討論・採決） 女性団体との座談会 

26 島根大学 講義 

27 高齢社会をよくする女性の会・広島 講演会 

28 臨時議会 

29 第36回中区老人クラブ連合会スポーツ大会 出席 

11/1 基町高校創立70周年・創造表現コース開設20周年記念式典 参列 

2 広島YWCA理事会 出席 

8 女性議員を100人にふやす会プロジェクト 

11 広島市立高等学校議会政策提案発表会 

12 広島女学院高校宗教週間 講義 

13~14 経済観光環境委員会視察（横浜） 

16 広島市立大手町商業高校創立100周年記念行事 出席 

19 高齢社会をよくする女性の会・広島 会議 

20 都市活性化特別委員会 

21 常任委員会 

22 広島市立舟入高校創立70周年記念行事 出席 

24 フランシスコ教皇来広「平和のための集い」 参列 

30 ホームホスピス全国大会  

 
 青空市政報告・相談 

9/5 都市活性化特別委員会 

6 広島YWCA理事会 出席 

9 会派勉強会 

11 都市活性化特別委員会 

13 本議会（市長説明） 

16~18 本議会（一般質問） 

19~20 本議会（一般質問） 

22 第5回中区親善グラウンド・ゴルフ大会 出席 

23~24 本議会（一般質問） 

25~26 常任委員会 

27 本会議（議決） 

28~29 
リレーフォーライフ（がんのイベント） 参加 

中区（幟町学区）防災訓練・防災フェア 出席 

30 高齢社会をよくする女性の会・広島 会議 

 広島市中区大手町2-5-11-204 
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 経済観光環境委員会行政視察 (11/12～11/14) 
≪横浜市視察≫ 

≪柏市視察≫ 

日時：2019年 12月18日(水)  

13：30～15：00 

場所：タカノ橋商店街中央あたり    

広島市立高等学校の生徒による広島市議会への政策提案発表会 (11月11日) 議場 

≪東京都墨田区視察≫ 

横浜ブルーカーボン事業 

バーチャルパワープラント(VPP:仮想発電所)構築事業 

柏の葉スマートシティ 

産業振興施策 

 横浜市は、ひとつの試みとして、海に注目した温暖化対

策「横浜ブルーカーボン事業」を始めました。海の生物(横

浜市は昆布)が光合成等によって空気中のCO2を吸収し、

固定することに着目し、昆布の藻場を整備しています。 

 横浜市で出たCO2と同量を様々な方法で吸収しようと

考えていますが、海への影響はないのでしょうか？少し

気になりました。成果を待ちたいと思います。 

ブルーカーボンとは 海洋に生息する生き物により吸収し固定される炭素のことです。 

バーチャルパワープラントとは、ビルや家庭などが有する蓄電池や

発電設備、電気自動車などを、高度なエネルギーマネジメント技術

により遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させる

ことで、電力の需給調整に活用する仕組みのこと。 

 横浜市では、電力安定化や防災力の向上を目的として、2016年

度から地域防災拠点に指定されている小中学校などの公共施設

に蓄電池を設置し、平常時のVPP運用に加え、停電を伴う非常

時は「防災用電力」として活用しています。 

 これはとても参考になりました。広島市でも

視野に入れていいかもしれません。 

 街全体でエネルギー利用の最適化を

進める「柏の葉スマートシティ」。その中

心となるのがAEMS(ITを活用して複数

建物群(エリア)の省エネ改善と維持管

理を行うシステム)です。 

  まるで映画の未来都市のようでした。

東京大学の研究所を中心に、発電・送

電・蓄電等を全体でコントロールする街

を目指しています。個人住宅・商業施

設・学校等で、電力を融通し合うという

考えには驚きました。 

 広島市内の5校から政策提言がありました。『公共交通機関のあり方』『平和学習の

あり方』『高校生が考える教育の重要性』など活発な発表の場でした。 

 今年で3回目になります。公立の持ち回りではなく私立も入れた応募にするともっと

幅広くなるのではないでしょうか。 

編集後記は紙面の都合上終了となりました。 

 夕方、議員はバスに乗り込み国際会議場へ。手荷物検査ののち控室

で1時間待機し参列席に向かいました。私は平和のメッセージとし

て、どのようにアピールされるのか期待でいっぱいでした。 

 教皇はタイから日本へ、長崎～広島と強行スケジュールで少しお疲

れ気味かとお見受けしましたが、穏やかな静かな声で「核廃絶」を明

確に打ち出されました。夕刻の暗い中、真っ白な法衣を身にまとい、

とても印象深いものでした。 

 38年ぶりの来広は、被爆者の方々の強い励ましや勇気になったと思います。 

～～～フランシスコ教皇広島訪問記～～～ 

 墨田区はモノづくりの街ですが、区内産業は、厳しい社会経済状況に

より工場数が減少し商店街の活気も失われてきています。後継者問

題、高付加価値を有する商品・サービスの提供、販路開拓など、工業

と商業の両分野に共通する多くの課題を抱えています。 

 現在、東京スカイツリー開業後の10年間を見

据え「モノづくりのまち」「産業のまち」としての

区内産業の将来像を描き、その実現に向けた

産業振興施策を展開しています。 


