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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 

 コ ロ ナ 対 策 で、

質問者を含む約

半数が議席に座

り、残りの議員は控室で同時中

継を見ます。午後も同様です。

最終日のみ、議員全員が集合

し 採 決。ま た、演 壇 は 透 明 の

シールドで囲われています。原

稿を読む間はよいのですが、目

を上げるとシールドに自分の姿

が映り不思議な感じがしました。 

 さらに今回は議場を車いす対

応に改修し、一部の絨毯を張り

替えたり、演壇は昇降が自動で

調整できるようになりました。い

わゆるバリアフリー化です。 

 今まで広島市議会は常時車い

すを使用している議員はいませ

んが、やがて障がいをもちなが

ら議員活動をする人も出てくると

いいなと思います。当事者の声

をしっかりと伝えて欲しいです。 

 

 今期の役割 

が決定！ 

★都市活性化対策特別委員会 

★厚生委員会 

★議会改革推進会議 

委員会は広島市議会のHPで

音声でのみ聴くことができます。 
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 2020年度6月議会報告 6月8日～6月26日 

新型コロナウィルスのインパクト 

人にやさしく 癒されるまちづくり 

オンライン教育の拡大 

孤立している人を見捨てない政策づくり 

一般質問を 

しました 

≪答弁≫ 

≪答弁≫ 

≪答弁≫ 

≪答弁≫ 

  広島では福祉施設がクラスター感染となり対応に追わ

れました。富山市の高齢施設では20人のスタッフが新型

コロナウィルス感染によりわずか3人となり、その少ない人数で50

人もケアをするという介護崩壊寸前でした。幸いにも行政のマ

ネジメントで医師・看護師や他の施設より介護職員を派遣

し、拡大を防いだと報道されていました。 

  このように支援がスピーディーにできるような仕組み作りが大

切です。広島市は、人、モノ、情報のマネジメントをどのような

仕組みで動かすのか考えていますか？ 

  今回の広島市で発生したクラスター事案では、各局の担

当関係者が情報を共有し支援策を検討し、さらに専門家

で構成するクラスター対策班を派遣し現地で感染拡大防

止等についての助言をもらうなど適切な支援が行えるよう

に努めました。今後もこうした取組を基本に、当該施設の

特性や他の自治体における取組事例等も考慮しながら適

切に対処します。 

  様々な理由で学校生活に不適応を起こしている不登校の

児童生徒に対し、担任等が定期的な家庭訪問による面談や

学習支援を行っています。 

  不登校児童生徒と学校とのつながりや学習支援を受ける

機会を確保したりするための方策のひとつになり得るものと

考え、夜間学級も含め、当該児童生徒のニーズを把握しな

がら、双方向コミュニケーションツールを活用して授業の視

聴等ができるよう検討していきたいと考えています。 

 現在いじめ、不登校に悩んでいる児童・生徒は多いで

す。義務教育では登校しなくても家庭学習で出席扱いに

なります。それならばオンライン授業は、不登校、いじめに悩む子

どもや、夜間学級に通う生徒への支援になると思います。 

  同じ時間、空間で学ぶことは重要ですが、いじめ等で命を落と

すよりも自宅で安全に学ぶことが長い人生を考えると「新しい教

育形式」として、いつでも学べる環境づくりの一案と考えますが、こ

れからどのように進めていきますか？ 

 広島市は、1989(平成元)年から専用の通報機器等を利用

して単身の高齢者等の自宅での緊急時における安全を確保

することを目的として「あんしん電話設置事業」を開始、発信

機のボタンを押すと電話相談センター(365日24時間体制

で、常時4人以上(うち1人は看護師)が、緊急通報や健康相

談等に対応)が通報を受け、近隣の協力員や消防局に事態

を知らせます。また、健康や困りごとに関する相談に応じ定期

的に声掛けも行います。月額費用がいります。さらに2019(令

和元)年1月、新たに医療提供体制を将来にわたり持続可能

にするための仕組みとして「救急相談センター広島広域都市

圏 ダイヤル#7119」を開始しました。 

 ひとり暮らしの高齢者は、何かあったらと不安な日々を

送っています。安否確認をすることで孤立を防ぎ、繋がる

ことが大切です。「あんしん電話」の利用対象者は、機器を正し

く操作できる、病弱などのために日常生活で注意を要するひとり

暮らしの高齢者(おおむね65歳以上)、病弱な高齢者のみの世

帯に属する人、協力員(知人や近親者などで、すぐに利用者宅

へ駆け付けて安否の確認を行い、必要な措置をとれる人)を原

則2人確保できる人となっています。以前とは違い交流関係の

希薄化が進んでいる中、協力者がいなくても申込ができるように

すれば利用者拡大ができると思いますがいかがでしょうか？ 

  2つの事業の目的は異なりますが、昨年度の利用実績は

「あんしん電話」は約7600件、「ダイヤル#7119」は救急出動

の要請等が約7200件あり堅調な実績を上げています。 

 このような現状において、協力員の援助も得ながら配慮を

要する高齢者等に対して手厚い支援を行うための「あんし

ん電話」について、利用拡大のために協力員の登録廃止

は直ちには考えられません。 

●安否確認の安心電話 

●高齢者いきいきポイント事業 

 広島市在住の70歳以上の高齢者（所得制限はありません。ま

た、障害者公共交通機関利用助成等を受けていない方に限りま

す。)が、自らの健康づくりや地域支援のために行う活動（いきいき

活動）を奨励するためのもので、活動実績に基づき付与されるポイ

ント数に応じて奨励金を支給する事業です。高齢者の社会参加の

促進、健康づくり・介護予防、地域団体の活動の活性化等に資す

る効果が認められます。 

 「健康診査等の受診」で2ポイントを付与してもらえるの

は、集団検診や広島市健康づくりセンター及びポイント事

業の協力医療機関で受診した場合に限ります。 

 医療機関は登録しなくても、Dr.のサインや医療機関の印でも

よいのではないでしょうか？その方が平等と思います。 

 現在の登録医療機関は1017件です。市外の医療機関も含

まれているため対象となる全ての医療機関を特定できませ

ん。算出は難しいし、任意の事業なので賛同する者の参加

により適正運用を期することにしているため考えていません。 

≪答弁≫ 

  高齢者をはじめ、たくさんの市民が利用できるベンチを街

中に設置することで、都市の回遊性や魅力づくりにつなが

ると思いますがどのように考えますか？ 

 2019年7月に国土交通省が募集を開始した「居心地がよく

歩きたくなるまちなか」づくりに賛同する「ウォーカブル推進

都市」として都心の回遊性に取組んでいます。その一例とし

て、八丁堀バス停前にウッドデッキやベンチ等を設置し歩行

者が滞在・交流できる空間「パークレット」を実施しました。今

後ともベンチの設置を含め、都心を歩いて楽しく快適に回遊

できる環境づくりに取り組んでいきます。 
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質疑しました 

基本構想・基本計画について (6月16日～6月18日) 

 

 【 第68・69号議案 】 について反対しました‼ 

ずさんな公共工事！ 公共工事のあり方をめぐって 

法人報告  
 

≪答弁≫ 
≪答弁≫ 

 現在、空区画が11もあります。新型コロナウィルスの

影響で家賃収入も低下する事は必須です。抜本的な

解決策がないままでは、資金ショートは起こさないにしても低

空飛行です。現在の状況と課題についてお答えください。 

 物販の売上不振や退店に伴う空き区画の長期化等によりテナ

ント売上高は前期比19.6%減と家賃収入は減少しましたが、広告

収入等の増加に伴い売上高は前年比1.6%増加でした。 

 当事業年度末の借入金残高は180億76百万円です。 

 対処すべき課題としては「都市再生緊急整備地域」に

指定を受けた紙屋町・八丁堀地域において高まる再開

発の機運を逃さず人々の回遊のハブとなるよう来街者の

増加に努めます。また、順調にフォロアーが増加している

インスタグラムに加え、LINEを活用した情報発信を開始

するほか、例年のシーズンプロモーションに加え開業20

周年となる2021年春に向けた販売促進キャンペーンに取

り組みます。紙屋町シャレオのテーマ「おしゃれで便利

な、ここちよい地下街」の実現を図ることで経営基盤の強

化と都心のにぎわい創出の両立を目指します。 

 観光は、外国人の来広が新型コロナウィルスの影響

で99.8％激減です。2020年の事業計画は全てご破算

になると思います。 これからの方策を見直し、新たな観

光開発等どのように対応しますか？また国内向けの施策への

転換などへ見直しが必要と考えますがいかがですか？ 

広島市総合計画の改定 

 広島市では、第5次広島市基本計画の計画期間が2020(令和2)年度で満了するため、2017(平成29)年度から広

島市総合計画の改定作業を進め、2020(令和2)年6月に議会の議決を経て、広島市基本構想を改定するとともに、

第6次広島市基本計画(2020(令和2)年度から2030(令和12)年度)を策定しました。 

 広島市総合計画とは、本市の様々な分野の施策を総合的・計画的に推進するための基本的な方向を定めるもの

です。基本構想は、本市の都市像とそれを実現するための施策の構想などを定めるもの、基本計画は、基本構想

を達成するための施策の大綱を総合的・体系的に定める長期計画です。どちらも議会の議決を経て策定します。 

SDGs(エス・ディー・ジーズ)持続可能な開発目標 

2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国の様々な立場の人々が話し合い、課題を整理し、解決方法を考え、

2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた持続可能でより良い世界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲット・232

の指標から構成され，地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている。 

 10年に１度、広島市の「都市像」を明確にしていく基本となるものです。しかし、新型コロナウィルスという未知のものが世界に

大きな影響を与え、広島市も当然その影響は受けます。ですから、これから10年は激変してしまいます。従来の基盤で計画を

立てるのではなく、ここは一旦、構想・計画を見送り、今後の経済、社会状況をにらんで、新たに策定すべきではないでしょう

か？また、SDGsのゴール(17の目標)をその政策に結びつけていますが、実際にゴールを達成し、今の広島市、これからの広島

市を世界の課題解決に向けて真剣に取組もうと思うと、急にSDGsを取り込んでも評価できるところまでもっていけるかどうかわか

りません。単に世の流れに沿ったまでの、やる気のない計画策定では “絵にかいたモチ”になります。 

ずーっと止まっている工事…何故?! 第75議案 変更契約の締結について 台川バイパス水路築造工事 

2018(平成30)年10月5日～2020(令和2)年9月30日 ⇒ 2018(平成30)年10月5日～2021(令和3)年3月31日工事期間変更 

 復興工事のひとつ、安佐北区の可部東5丁目～6丁目で道路の下を水路築造する工事があります。CMT工法で244ｍの敷

設その他工事です。しかし、計画を変更‼  変更事例には思いのほか大幅な増額がされることがあります。市民の税金なの

ですから、私は詳細な調査をしてみました。 
 工事費は、4億9356万円が6億4260万円に。調べてみると、195ｍまでは順調に工事が進んでいたのですが、後44ｍのところ

で機械が全く動かなくなったのです。何をやっても動かない…「昨年7月頃からだんだん進まなくなり、3月には止まってしまった」とい

うのです。突発的な出来事なのか？工事に問題があったのか？人手不足なのか？地質調査をしていたのでは？工事費に対す

る財源はどうするのか？  それから今までの4か月あまり全く動かずで、何をしているのでしょうか。対応が遅すぎます。 

 MICE振興関係は、学会等をはじめ、広島大学に対する誘

致活動や首都圏等も今後の感染状況を注視しながら誘致

活動を再開したいと考えています。 

  観光振興関係は、当面のコロナ禍に対応する事業者の

支援、観光業界の維持を図るとともに、将来のインバウンド

回復期に有効に機能するよう事業手法を組み替える、という

視点で再構築し事業を推進しています。さらに国内観光客

向けの対応は、当初は外国人観光客向けであったベジタリ

アンに対応した飲食店向けセミナーの開催やスマートフォン

で自分の知らない観光スポット案内をしてくれる「旅の提案」

機能導入を日本人向けにも展開していきます。 

MICEとは、Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待

旅 行）、Convention  ま た は Conference（大 会・学 会・国 際 会 議）、

Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語で、ビジネストラベルの一つの

形態。観光よりも滞在時間が長く経済効果が高い。 

 ＊ 公益財団法人 広島観光コンベンションビューロー ＊ 
 ＊ 広島地下街開発株式会社 ＊ 
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6 広島原爆の日 式典参列 
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 青空市政報告・相談 

6/2 会派勉強会 

4 市民相談 

6 NPO法人「ピピオ」総会 出席 

8 本議会(市長説明) 

10 市民相談(市民団体) 

11~12 本議会(一般質問) 

13 NPO法人「CAP」総会 出席 

15 本議会(一般質問) 
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 まだまだ県内で新型コロナウィ

ルス感染の可能性も否めませ

ん。見合わせることにしました。  

 ≪答弁≫ 

Kyoko’s  selection 

≪日本を襲ったスペイン・インフルエンザ ～人類とウィルスの第一次世界戦争～≫   

発行所；㍿ 藤原書店 著者；速水 融 

コロナウィルスとの闘いはこれからも続きます。過去を振り返ることは、これからのコロナ

ウィルス対策に役立ちます。世界が一変するという事はどういうことなのか分かります。 

＊平和大通りは道路であるため、電源設備や水道設置に制約があり、常設の飲食施設の営業はできず、規制も多いためイベントは単発

や短期間に限っていた。市が都市公園と位置付ければ、公募で選ばれた民間事業者が公園内で収益施設を運営することができる。 

【Park-PFI制度】 

 2017(平成29)年6月に改正都市公園法

が施行され、公園事業の幅広い民間委託

が可能になり、施設整備や運営を民間に

任せることで、保育所やレストラン、カフェ

などの出店が可能になりました。民間事業

者の収益向上と併せて、公園管理者の財

政負担を軽減しつつ、公園の魅力向上や

利用者向けのサービスの充実を図る整備・

管理手法です。 

 平和大通りは、2017(平成29)年3月に策定した「ひろしま都心活

性化プラン」において「都心回廊」を形成する回遊ネットワークの中

で東西の平和の軸に位置付けています。そこで、広島市は平和

大通りに人の流れを呼び込み、人々が平和への思いを共有しつ

つ、平和であるからこそ楽しめる「賑わい」を作り出していくという将

来イメージを実現するため、Park-PFI制度の活用に向けて検討し

ています。したがって、Park-PFI制度の重要な要素である民間に

よるカフェなどの収益施設の設置は必要なものと考えています。 

 今回、都市公園法改正で、平和大通りに

Park-PFI形式で、公園としてカフェ等の飲食

店・売店の営業活動を民間業者に許可し、

その収益で公園の整備等を行うことができるとしてい

ます。私は「賑わい」を創出することは反対ではありま

せんし、民間の力を活用することも否定しません。た

だ「平和」という崇高さと「賑わい創出」という行為が

どうしてもつながりません。どのような見解ですか？ 

 広島は国際文化平和都市という格調高い都市づくりに心を砕いてきました。平和

大通りの成り立ちは、1995(平成7)年発行の戦災復興事業誌によると火災の延焼を

防ぐ防災道路と緑地帯を道路の両側に配した緑道として整備され、1965(昭和40)

年に開通しました。その愛称は、1951(昭和26)年11月に市民から懸賞募集し平和

大橋、西平和大橋とともに決定しました。別称「100m道路」のとおり道路幅が

100mある道路で、西端が西区己斐の新己斐橋西詰交差点、東端が南区比治山の

鶴見橋東詰交差点です。特に平和公園から「南北に延びる平和の軸」に対し、平

和大通りは「東西に延びる平和の軸」として位置付けられ、緑地帯は県内外の自

治体から約6000本の樹木が集まり、まさしく「平和」を祈念した空間です。 

広島市の新型コロナウィルス感染2波、3波の備蓄資材 

広島県の新型コロナウィルス感染2波、3波の医療機器 

●人工呼吸器 

現在の県内稼働 236台       

●心肺装置 

現在の県内稼働  23台 

39台追加 275台 

6台追加 29台 

 地下街シャレオにかわいいグランドピアノが設置

されました。 誰でも自由に使用できます。みんなが

通る賑やかな場所がいいと私は思います。シャレオ

の賑わいづくりで置かれたのにちょっと奥まってい

るので、わかりづらいのが残念です。 

● 常任委員会≪経済観光環境委員会≫ 


