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恭子の議会つれづれ

国会議員の河井夫妻が参議院選挙前
の首長、県議会議員、市議会議員に10～
50万円を配ったと連日のように報道されて
います。全く言語道断。
自民党の市議会議員も地検から任意聴取を受けたり、
携帯電話を押収されたりしているようで、この記事を書い
ている時点では、連絡がつかない状態にある議員が多数
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手作りマスクで
新型コロナ対策

いるようです。マスコミ各社がほとんどの議員に電話をし
て、安否確認？しています。この私にもかかってきました。
「まさかないとは思いますが、地検から呼び出しがありまし
たかー？」と。
この件に関し、すごく地検が頑張っているなと感じていま
す。中央の特捜部と連携しているのでしょうか。結果がで
るまでに河井議員たちは説明をするべきだと思います。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

2020年2月 議会報告
≪ 質疑!! ≫

2019年度包括外部監査報告

毎年全ての監査はできないので、年毎にテーマを決めて、
税理士や公認会計士が監査します

【本年度監査のテーマ】
広島市が出資している法人（文化・スポーツ・福祉施設など）の
「ひと、もの、かね」に関する財務執行について

≪質疑!!≫ 第112号議案 2019年度
広島市競輪事業特別会計補正予算
2018年度、ギャンブル等依存症対策基本法ができまし
た。ギャンブル依存症を「①本人・家族の日常生活・社会
生活に支障を生じさせる②多重債務・貧困・虐待・自
殺・犯罪等の重大な社会問題を生じさせている」と規定。

Ｑ 対策基本法で定義されている公営ギャンブル
【監査報告 ①広島市交通科学館】
入場者総数が、実態とかけはなれていることが判明しまし
た。出入口が6ケ所もあるため、1人の入場者を重複して何人
分にも数えていたようです。また、館内レストランは2017年か
ら閉店しており、厨房の備品もそのままで遊休状態です。そ
のまま、団体客の昼食スペースとなっています。
【私のひとこと】
議員が事業評価をするのに入館者数はひとつの指標にな
ります。しかし、その根底が崩れたのです。今まで、いつも間
違った入館者数を報告されていたことになります。今後出入
口を2か所に絞るということですが、そのようなことはもっと前
から取り組めたのではないでしょうか。また、レストラン閉店後
の空白エリアはもっと有効活用すべきだと思います。
【監査報告 ②広島市映像文化ライブラリー】
フィルム保存の収蔵庫の湿度・温度設定が古く、国際基準
を満たしておらず、劣化し使用不可になり貴重な市民財産
の価値がなくなっているのではないかという指摘です。実際
に監査委員が映写希望した昭和37(1962)年のいちばん古
いフィルムは映写不可能でした。
【私のひとこと】
私は、2017年度の予算特別委員会で「収蔵庫のあり方」に
ついて指摘しています。「整備をしたいと考えているが、費
用を要するので施設更新時に検討したい」と答弁、あれから
何も進行していません。今回は「今後は暫定的に保管場所
を考えます」と答弁。適切な管理をせず時間だけが経過し、
このまま漫然としてはフィルムの価値がどんどん失われてい
きます。

【監査報告 ③東区スポーツセンター】
監視カメラ設備、空調機修繕、電気設備修繕の工事発注
をわざわざ「随意契約で分割発注」をしていることを指摘され
ています。100万円以上の「改修」なら入札になりますが、未
満の「修繕」であれば、随意契約で自分たちの裁量での支
出が認められると判断したと思われます。修繕を分割発注に
することで総額が上がってしまったことも問題です。
【私のひとこと】
指定管理者は広島市との約束で、100万円を越える改修
については一般競争入札をすることになっています。なぜ
「分割発注」なのか…「利用者のことを思って」との答弁は言
い訳に聞こえます。事前に広島市とスポーツ協会で情報交
換し協議し、一括で一般競争入札することがルールを守っ
た市民の税金の使い方だと思います。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

のカテゴリーに競輪は含まれていますか？

Ａ 含まれています。全国の中央団体と連携し競輪事
業者、公営競技事業者が取り組みを進めていきます。

Ｑ 広島市にはギャンブル依存症の人の相談窓口
はありますか？

Ａ お尋ねを受けた場合、まず広島市精神保健福祉
センターをご案内します。
提 依存症の問題は根深いものがあります。依存
案 症の方への対応は大切です。依存症対策をす
るのも、その原因のひとつである競輪場を運
営するのも広島市です。私は競輪場は廃止の
方向で考えていくべきだと思います。
その他 ・中央卸市場特別会計について
の質疑 ・恵下埋立地契約について

経済観光環境委員会

3月予算特別委員会
各会派に持ち時間がありますが、コロナ対策で時間
が半分になりました。

≪消防上下水道関係 19分≫
☆ ヘリコプターの画像伝送システムについて
災害発生時にヘリコプターの機動性を活かすことが大切
です。災害状況の動画を迅速に届けることは、災害対策
および復旧活動に大きな助けとなります。

Ｑ 現在のシステムだとヘリコプターに搭載のカメ
ラで撮影した空撮映像を地上の受信装置に対しマイ
クロ波で伝送する方法のため、地上中継局等が必要
です。また山岳部等の低空飛行では通信が困難にな
り、大災害では画像が送れないのではないですか？

Ａ 送れません。ですが、いったん基地に戻り保存データを情
報共有することは可能です。

Ｑ 最近ではヘリサットシステムが開発され衛星通
信でいつでも画像を送ることができます。更新に合
わせてヘリコプターも機器も全て新しくしたらよい
のではないでしょうか？

Ａ ヘリサットシステム導入時については今後、ヘリコプターの
機体更新整備などに合わせ調査研究などをしたいです。

≪経済観光環境関係 19分≫
☆ ポイ捨て禁止について
たばこの吸い殻などポイ捨て禁止条例ができて、17年
経過しました。テロ対策でゴミ箱が撤去されたこともあ
り、街中でゴミが散乱していることは少なくなったと思い
ます。条例には罰則規定があり、現在罰金は1000円
で年間90件報告されています。
この業務は南区と中区の指定された地域で実施され
ています。皆さんも見かけられたことがあるかもしれませ
んが、黄色の旗をたてて歩きながら、ゴミを拾ったり、注
意したり、罰金を課したりします。啓発のみ行う1チーム
とあわせて3チームあり、ほぼ毎日稼働しています。
全部にかかる予算額は1850万円です。

≪厚生関係 24分≫
☆ 衛生研究所(コロナウイルス対策)について
Q 衛生研究所はコロナウィルスのPCR検査をしてい
ますが、機器は足りていますか？

A 現在2台です。コロナ対策で国からの補助で新たに1台
加わります。

Q 検査する人が熟練者でなければ検査結果に影響
が及ぶと思われますが、人材の確保、育成につい
てはどのような状況ですか？

A 重要な課題です。検査に関する一定の技術取得に3
～4年かかります。専門的な技術職の養成を目指した人
材育成の仕組みを確立していくことが必要です。

Q 衛生研究所の検査能力を超えるような検査依頼

Ｑ すでに効果がでてきた事業は縮小か廃止を考え

が来たときはどのように対応しますか？

ていくことが必要ではないでしょうか？

A 現在1日およそ100件の検査が可能です。これを超える

Ａ いままで見直しをしてきましたので、これからも経過をみな

場合は近隣自治体の衛生研究所や国の協力を要請しま
す。（2020年3月16日の答弁）

がら、検討をして参ります。
その他の質疑：代替事業について

≪文教関係 19分≫

☆ 学校保健( 口腔崩壊・感染予防 )について
口腔崩壊(治療をしていない虫歯が10本以上ある)の
児童生徒が増えています。これを踏まえ広島市立小・中
学校を対象に歯科保健実態調査を行いました。
(2019年11月)
虫歯が悪化し食べ物が飲み
込 めない、菌が入 って発熱 し
入院したなど、身体の健やか
な発達に影響が出かねない深 【口腔崩壊状態にある８歳男児の
口内の悲惨な現実】
刻な事例も報告されました。

Ｑ 調査結果はどうでしたか？
Ａ 小学生94人、中学生30人に虫歯が10本以上ありました。
Ｑ 調査結果を踏まえ、どのように対応しますか？
Ａ 保護者にも結果を伝え、養護教諭が保健指導、受診勧
奨を行い継続します。

Ｑ 虫歯だけでなく、歯周炎等も低所得家庭の医療費
援助の対象にすべきではないかと思いますがいかがで
しょうか？

提 民間会社や大きな病院に検査協力を仰いだり、
案
もっと情報交換をしてみてはいかがでしょうか。
その他の質疑：動物管理センター・墓じまいなどについて

≪総務関係 14分≫

☆ パートナーシップ宣誓制度について
広島市と岡山市は2020年2月7日、LGBTなど性的少
数者のカップルを結婚に相当する関係として認める「パート
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。
ナーシップ宣誓制度」の導入を同時に発表し、両市で相互
利用できるようにする方針を明らかにしました。転勤などで
行き来することが多い両市が連携し、
転居後に改めて手続きする負担を軽
減するねらいです。岡山市は本年7月
から導入します。

Ｑ 他都市はどのような状況ですか？ 【パートナーシップ証明書を発行】
Ａ 東京特別区、川崎市など20都市あまりが制度を導入し
ています。

Ｑ 広島市はいつ頃からの導入を考えていますか？
Ａ 2020年度の出来るだけ早い時期の導入を目指し、現在
制度を設計中です。予算は必要に応じて措置します。

Ｑ 当事者の意見を聞いて作成すべきだと思います

Ａ 学校保健安全法の規定6疾患以外なので対応しません。

が、いかがでしょうか？また、他都市と比較して良
いものにするべきではないでしょうか？
≪建設関係 24分≫

提 規定を超えて対処をすべきだと思います。一般
案 的に虫歯と歯周病はなる場所が違うのですから両
方とも治療しないといけません。市独自の予算で
対応してもよいのではと考えます。口腔崩壊の奥
に虐待が潜んでいることもありますので、その点
も含め対応していただきたいと思います。

Ａ 当事者や学識経験者への意見聴収や他都市の分析な

その他の質疑：夜間学級について

ど調整を図ります。
思 4年間提案し続けてきた制度ができました。
い あまりに突然のことで驚きましたが、LGBTの方
にとっては朗報だと思います。
その他の質疑：公共施設の使用ガイドラインについて
＊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!!
1/5 広島市消防出初式 参列
9 子ども食堂ボランティア
16 袋町社協新年互礼会 出席
21 常任委員会 クラブ会
22 広島市基本構想・基本計画全体説明会
2/3 都市活性化特別委員会

まにわ恭子の走行記録

2020.1～2020.5

14 本会議（市長説明）

17 予算特別委員会（総務関係）

19~21 本会議（一般質問）

18 予算特別委員会（総括質疑）

22 第14回「減らそう犯罪」中区民大会 出席

19 予算特別委員会（討論・議決）

3/3 予算特別委員会

20 本会議（議決）

9 予算特別委員会（文教関係）

26 中区大手町2丁目地区委員会 出席

11 予算特別委員会（建設関係）

4/2 広島県内に女性議員を増やす会(福山) 出席

6 広島市基本構想・基本計画(質疑)

12 予算特別委員会（経済観光環境関係）

4/3 市民ヒアリング

7 広島文化学園大学 講義

13 予算特別委員会（消防上下水道関係）

8 日本尊厳死協会理事会 出席

14 広島YWCA理事会 広島文化学園大学大学院 講義

12 会派勉強会

16 予算特別委員会（厚生関係）

残骨灰の売却について
残骨灰とは、火葬によって生じた骨灰や棺に入れられ
た遺品の燃えた後の物質、遺族が収骨した後に残るも
のをさします。残骨灰の中には金・銀歯や医療機器など
の有価金属が含まれている場合が少なくありません。残
骨灰の所有権は基本的には遺族が収骨した後はその
火葬場を管理する自治体に移ります。
通常、残骨灰は管理者である自治体が処理業者に
委託して、しかるべき場所に埋めることが一般的で
す。しかしある自治体は残骨灰を直接売り、一般会
計にその金額を繰り入れました。財政難のなかで、
少しでも収入を増やすことを念頭においた提案だっ
たようです。 市民感情もいろいろあり、広島市はアン
ケートを取り、その結果次第とするようです。現在、広
島市民の残骨灰は火葬を請け負った指定管理者が
換金可能なものをとりだし処理した後、土に返しま
す。以前は愛知県の山の中のお寺、指定業者が代
わったので、今は久留米市の霊園です。
換金している自治体の収入金額をみると数千
万円分ある場合も‼ 広島市では灰をまるごと10
万円程度で業者に売っていることを調べ、疑問に感
じました。それにしても、市民の最後の行き場所が縁
もゆかりもない土地にあるとは・・・。

4/21 常任委員会
5/1 臨時議会
新型コロナ対策で議会は短縮、行事等もほぼ中止 ‼

サッカー場の位置が移動した？
平成25(2013)年から計画が始まったサッカースタジアム建設は、
令和2(2020)年、やっと中央公園サッカースタジアム(仮称)基本
計画として動き始め、令和6(2024)年の開業を目指します。
サッカースタジアムは、①平和記念公園や旧市民球場跡地、広
島城など付近の観光地も含めた人の流れをよくする ②歩行者が
幅が狭い地下道へ流入するのを抑制する ③広島城に近い東側
には歴史的価値が高い遺構が地中に
残っている可能性がある 以上の3点を
基本に検討し、中央公園広場の西側
に配置することになりました。
またスタジアムの向きは、標準で求め
られている南北方向を基本とし敷地形
状を考慮するとされています。
当初の計画では、スタジアムは東側の配置でしたが、突
然、西側に変更されました。建設にあたり調査したところ、
東側に貴重なお城の文化遺跡があるからという理由でし
た。中央公園の案が浮上した時に調査しておくべきことではない
でしょうか。また位置の移動について、基町の住民は説明を受け
ていなかったのです。後手、後手です。

かき船裁判（5年のあゆみ）
～傍聴・報告集会に延べ1631人～

青 空 市 政 報告・相談
全ての県民に平日か休日かにか
かわらず、外出を自粛するよう要請
されました。従いましてこの度は見
合わせることにしました。
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2015年1月に元安川の河岸、原爆ドームのすぐそばに突然「にぎわいづくり」というこ
とで広島市主導で「かき船」が移動してきました。河川には災害を想定して『河川上に
船舶を停留させてはならない』という法律がありますが、市の要請を受け国土交通省
は、移転先は死水域（河道の水面部で流れのない場所）であると認定し、許可しまし
た。「『にぎわい』は都市を活性化するのに重要であることは否定しない。しかし『平和
の象徴である原爆ドーム』を利用して高級料亭を誘致するその感覚が許せない」と地
域住民・被爆者団体が手をつなぎ5年前に原告団を結成。川の占有許可の取り消しを
求めて国土交通省を相手に裁判を起こしました。
2015年6月11日に地裁に提訴、16回の口頭弁論を経て2018年9月19日地裁判決。
棄却され10月高裁へ提訴。2019年7月26日高裁判決。再び棄却。2019年10月3日に
最高裁へ。12月上告棄却。結局、かき船の近くに住む住民の原告適格は認められま
したが、船の占有許可の取り消しはできませんでした。裁判所は「行政が決定したので
文句はない」と、その中身には触れずじまいでした。残念としかいえない結果です。

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

編集後記は紙面の都合上終了となりました。

