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恭子の議会つれづれ

参

議院の再選挙での「だまっと
れん！」という広島県選挙管
理委員会が作成したキャッチコピー
はとても鮮烈でした。広島県民の良
識を問う大事な選挙にピッタリ！と
思わず手をたたきました。県民・市
民の怒りは、私のもとにもたくさん寄
せられました。ことは、ここまで重大
なのだと、実際、投票行動で示さね
ば変化は起きないのですから。
民党候補と野党候補のどち
らを応援する
のかのアンケートで
は、広 島 県 知 事 も
広島市長も自民党
候補の名をあげて
いました。私は県知
事、各市長という首
長が、どちらかへの肩入れを表明
するのはいかがなものかと考えま
す。アンケートへの回答でそのこと
を指摘して表明しなかった他の市
長たちは立派だと思いました。
日間という長い選挙期間を
制して、野党統一女性候補
の勝利。女性議員が少しでも増え
れば嬉しいことです。全国でも北海
道、長野、広島と国政選挙が行わ
れましたが、野党３勝、自民党は惨
敗という結果です。市議会でも被買
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収議員は選挙を手伝わないというこ
とで、今まで手足となって動いてい
た議員は自宅待機状態となってい
ました。
た、今回の選挙では投票率
の低さが目立っています。コ
ロナウィルス拡大の影響もあったの
でしょうが、天候には恵まれたにも
か か わ ら ず、政 治 不 信 で「も う、政
治なんて、あきあきした」と感じたり、
自民党にお灸をすえるために自民
党支持者が投票
に行かなかったり
したことが、この、
33.61%という低い
投票率の主な原
因なのではない
かと思います。た
だ、一部の若者が投票を呼び掛け
る行動を起こしたり、ＳＮＳを使って
投票に行こうと発信し続けたことは
大いなる希望です。もっと学校教育
において、主権者教育を推進して
いくべきだと痛感しています。
欧では、学校教育のなかで、
子どもに支持政党を自分で
決められるようにテーマを決めて討
論させます。環境活動家のグレタさ
んが自分の意志をもって、エネル
ギー問題に取り組んでいることから

ま
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市議会 議員から新型コロナウィルス感
染症のワクチン接種をめぐって 「ワクチン
は効果があるのか」 「接種したらコロナ
ウィルスに感染しないのか」などよく質問を受けます。
市議会は65歳以上の議員が多く、どのような段取り
で進んでいくのか、副作用はどうなのかなど、不安が
あるからだと思います。私自身、高齢者であり、優先対
象ではありますが、知識を持っている分、他の人に比
市議会
こぼれ話

そういった背景に納得が
いきます。今の日本の教
育のなかで三権分立をはじめそれ
ぞれの役割、憲法の成り立ちなどの
教育は公民で学びますが、教師が
子どもたちに支持政党を持つように
指導などすれば、教育委員会から
大目玉をくらい、注意勧告を受ける
事になります。
当は、北欧のように自由に意
見表明ができる環境こそが、
より良い社会をつくることにつながる
と思います。政治に関心をもち、投
票に行き、税金の使い道にもそれ
ぞれ関心を寄せ、自分の問題とし
て考える事こそ、将来にわたって安
心できる世界を創造するのではな
いでしょうか。返す返すも、多くの有
権者が自分の政治への意思を表明
する権利を放棄したことが残念でな
りません。
なみに今回の参議院再選挙
で 使 わ れ た 税 金 は 12 億
3,000万円でした。せめて選挙違反
行為により当選した議員の歳費を
返還させる法律を成立させるべきで
は な い で し ょ う か。最 後 に 元 凶 と
なった大買収事件は『懲役４年と追
徴金』という求刑(4月30日)になりま
した。結審と判決が待たれます。

本

ち

較して不安は少ないといえます。
私は看護師・保健師の資格があるので、今こそ、ボラ
ンティアでワクチン接種のお手伝いができると思いま
す。そこで担当者にその旨を伝えると「お気持ちだけ
で・・結構です」との返事。うるさいばかりで使いにくい
からでしょうか？ボランティア希望の医師や看護師を
有効活用すればいいのではと思います。ここは思い
切って公募し、人材を確保すべきです。
＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

2021年2月 議会報告

総括質疑をしました！

6 億 6 , 0 0 0 万 円 の 放 棄 ‼ 《反対討論》

●第136号議案 権利の放棄について

広島市は広島駅南口開発株式会社に、①平成16(2004)年11月に4億5,000万円 ②平成17(2005)年8月
に37億円、計41億5,000万円を金利1%で貸付しています。最終償還期日は令和26(2044)年3月31日です。
今までの貸付金利息を、
令和3(2021)年3月31日に権利放棄！

今回、JR広島駅ビル等の建替によって商業環境が変化し、
現状のままでは財政的に安定しないため、エールエールA館
のリニューアルを検討することになりました。そこで市から提案
されたのが第136号議案です。財源確保については、11の金
融グループと協議し、広島市の損失補償を条件に金利を引き
下げ、返済期間の20年を延長することを提案してきました。

最終償還期日を ①令和41(2059)年3月31日、
②令和47(2065)年3月31日と20年延長し、返済
完了までの6億6,000万円を放棄することとして
います。今後このリニューアル計画が成功し、貸付
金が回収できるかどうか何の確証もありません。広
島駅南口開発株式会社に赤字がでれば市が貸し
付けてくれ、税金で補填してくれるという甘い考えが
背景にあり、場当たり的な発想で物事をすすめては
いないでしょうか。以下の記述が私が議会で述べた
6億6000万円放棄への反対討論の骨子です

【広島駅南口開発株式会社(第3セクター)】
広島駅南口市街地再開発事業を推進するとともに、事業完成後の再開
発ビル(現エールエールA館)の良好な管理運営を行うため、昭和63(1988)年
11月1日に広島市を筆頭株主とする第3セクター方式により設立。
＊第3セクター方式
公的目的を有し、かつ、その運営には民間のノウハウを活用することが有
効である事業において、国や地方公共団体と民間が出資して設立する法
人 (第3セクター)が実施する方式です。

時代の変化は想像を超え、しかも加速には驚くばかり！
駅前の開発は、各都市で行われていますが、事業そのも
のの見直しが行われているケースもあります。エールエール
A館は純利益を計上し順調な経営を行い、地場独立系の老
舗百貨店も利益剰余金を計上する堅実な経営であると説明
を受けています。しかし全国的に見ても老舗百貨店が続々と
閉店しています。広島の老舗百貨店をエールエールA館の
核テナントとした営業には限界が来るのではないでしょうか。

人々の購買方法も対面式ではなくICTを駆使した物流に変
化し、従来通りでは通用しなくなってきています。にもかかわ
らず、第3セクター、自治体、金融グループというお決まりのメ
ンバーで、経営改善という名目でつなぎ融資を繰り返し、市
民の税金を何十年間という長い期間投入し続けて延命を図
るというスキームは時代遅れです。人口減少時代で税収も減
少する中、そのようなやり方はやめるべきです。

令和 2年度包括外部監査の結果報告について質疑を行いました
広島市では、１年に１度、包括外部監査があります。包
括外部監査とは、第3者である公認会計士、弁護士等
が、テーマを選定して調査し、税金が適切に使用されてい
るかを点検するものです。外部監査報告ひとつに1,700万
円という金額で契約をしています。令和2年度のテーマは
「扶助費(生活困窮者、高齢者、児童、障がい者等に対
しての支援に要する経費)」でした。扶助費には生活保護
や児童手当が含まれます。
Q

句読点までもが同一文章があったことには監
査事務局としてどう考えますか？

A

テーマについては、自己の能力と専門とする
分野等を考慮し監査人の判断で決定されま
す。今回の扶助費に関するテーマも監査人
が選定しました。扶助費はどの自治体でも共
通する費用なので、他都市の先行事例を参
考にしたと思われ、結果的に似通った表現に
なったのではと理解しています。

私は検討の参考にと、平成30年に京都市が公表した同
じテーマでの外部監査報告書を読んでみました。すると「あ
れ、どこかで読んだフレーズ？」と気がつきました。広島市の
監査報告書の前文の15行の内７行がほぼ同文なのです。
驚きました！有資格者が他人の文章を無断で使用するこ
とは職業倫理に反するのではないでしょうか。
そんなことをしてはいけないと思い、他の疑問点とともに質
問しました。

Q

公金が多く使われている医療扶助、手当、後発医薬品の
使用状況等、財務執行の記載が全くありません。成果物と
して契約料は見合わないと思います。減額あるいは次回
の契約見直しをするべきではありませんか？

A

契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって誠実に
業務を履行しており減額はできません。また、地方公共団
体が外部の専門家と個々に契約をして監査を受ける制度
で、その独立性及び専門性を強化することを目的としてい
ます。監査を受ける側が質を評価し、評価結果に基づい
て支払額を確定することはできません。

独立性というところでは確かにどこまで監査事務局
が介入するかということは難しいかもしれません。しか
し、やはりいろいろな道筋をお知らせするといった監
査事務局としての責任は重いと思います。
私は議員になってたくさんの監査報告書を読んで

きましたが、こんなに残念な監査報告を見たのは初
めてです。これで多額の契約料を払っているのかと
思うと、市民として看過できないと思っています。外
部監査人の選出は慎重にしてほしいものです。

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

予算特別委員会（2021年 3月2日～3月25日）
厚生委員会

COPDの認知度向上及び禁煙支援事業(230万5000円)のムダ！
COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは、長年の喫煙習慣が主な原因の肺の
生活習慣病です。喫煙者の20％が発症するとされています。早期に禁
煙するほど有効性は高く、薬物等による治療が可能なことから、早期発
見・治療が求められています。

生活保護における扶養照会はいるのか？
【扶養照会】とは、生活保護を申請した人の親族に援助
が可能かどうかを福祉事務所が確認することです。

「親族に知られたくない」として生活保護申請をた
めらう人が少なくないため、厚生労働省が2021年2
月、扶養照会について運用を見直す通知を自治体
に出しました。照会が不要となるケースを ●「20年間
音信不通」から「10年程度」に改める ●親族がDVや
虐待の加害者だった場合 ●相続での対立など関係
が悪化している場合などとしています。
Q

生活保護受給時、親族への問い合わせをし
た場合、反応はどうですか？

A

照会をして、扶養に結びついたのは0.5％です。

Q

広島市には「くらしサポートセンター」で無料
相談をしています。相談日時が限られています
ので、例えば広島市LINE公式アカウントに結び
付けるといったことができないのでしょうか？

A

「くらしサポートセンター」にもFAXやEメール
での相談を受付けておりますが、「広島市LINE
公式アカウント」内にHPのリンクを設定するなど
の対応を検討します。

広島市の主な取り組み
＊COPDに関する知識の普及啓発
COPDの認知度を高め、健康教室等の実施により正しい
知識の普及啓発を行うとともに、喫煙対策に取り組む。
＊ＣＯＰＤの早期発見・重症化予防
特定健康診査や肺がん検診など既存の健康診査の場を活用
し、問診による喫煙状況の確認を通じて早期発見に取り組む。
Q

COPD事業の予算の内訳は何ですか？

A

受診を促す勧奨通知の作成とその発送委託経費、禁煙
外来受診者への景品とその発送委託費です。

Q

禁煙外来受診者への景品とは何ですか？また、対象者
は何名ですか？

A

禁煙外来に行った人を対象に、初診料等の自己負担に
相当する金額の3,000円分のQUOカードです。対象者は
225名で、上回れば抽選です。

Q

どうしてQUOカードなのですか？
運動行動の動機付けを効果的に行う誘因の研究で効果
的なのは、現金、商品券、旅行券、食品や飲料、運動・健
康グッズ、公共施設・スポーツ施設利用券、寄附の順だそう
です。QUOカードは使いやすく行動変容効果が高いことか
ら多くの人に魅力ある物と思われることから決定しました。

A

本当に扶養照会は必要なのでしょうか？
「扶養照会」に要した職員の時間や労力、
そして費用が得られた支援に対して見合っているとは
思えません。扶養照会は職員を疲弊させ、保護を遅
らせ、親族関係を悪化させ、更には申請者を危険な
目に合わせてしまう可能性もあります。現在の家族観
の変化を踏まえても照会の連絡は不要と思います。

抽選では公平性が担保できない
し、そもそも金券で受診を促すこ
とに意味があるのでしょうか？

総務委員会

寄附 (ふるさと納税 他) の見直し
Q

広島市職員の旅費日当 の取扱いについての疑問？
Q
A

Q

旅費日当という仕組みがあります。どういった趣旨で支給しますか。
交通費や宿泊費以外の諸雑費を賄うための旅費で、旅行中の日数
に応じ定額で支給します。なお、目的地が半径8km以内にある場合や
市の施設である場合は支給されません。
公用車を利用し半径8km以上で支給される日当の趣旨は何ですか。

A

半径8kmを超え往復100km未満の旅行の場合、定額の1/4としており、
課長補佐級以下の場合は、550円を支給します。例えば、職場への連
絡を行う為の通信費や水分補給の為の費用などに充てられています。

Q

駐車料金代に充てる実態もありますが、無料で駐車できた場合も支
給されますか。また、公用車1台に同乗しただけの場合も各自に日当
が支給されますか。

A

額に内訳はなく、支給事務、精算事務を効率的に行う観点から、定
額の支給を行っています。従って、無料で駐車した場合も支給されま
す。また、日当は旅行する職員に支給するものなので、同乗者それぞ
れにも支給することになります。
他都市では支給をやめたところもあります。
通信はLINEを使用すれば無料ですし、水分
補給は各自で用意すればよいことです。

A

Q
A

広島市のふるさと納税で、募集している
分野はどのくらいありますか。
『平和の推進』『サッカースタジアムの建
設』『防災まちづくりの推進』など16の分野
を設定しています。
「新型コロナウィルス感染症対策助け合
い寄附金」の実績を教えてください。
緊急対策として実施する事業に充てること
を想定し、令和2年5月25日から8月23日の
期間で集中的に募集を行いました。結果、
期間内に5,692万5,336円(170件)、期間外
にも11件、令和3年2月末時点で総計7,101
万9,788円(181件)のご寄附がありました。
新型コロナウィルス問題は
続きます。期間限定にしなく
ても良いのでは?

《その他の質疑》
消防上下水道委員会
経済観光環境委員会

・日勤救急隊の創設
・遠距離注水システム車の設備
中央卸売市場について

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。
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まにわ恭子の走行記録

1/21 常任委員会

2021.1～2021.4

24~25 常任委員会

2/3 原爆ドーム視察
4 都市活性化特別委員会
9 会派勉強会

12 予算特別委員会（消防上下水道委員会)
15~16 予算特別委員会（総務委員会)

26 本議会(議決等)

17 予算特別委員会(総括)

3/2~3 予算特別委員会(文教委員会)

23 本会議

4~5 予算特別委員会(厚生委員会)

15 本議会(市長説明)
18~19 本議会(一般質問)
22 本会議(一般質問)

7 市民と女性議員と語る会(ゆいぽーと) シンポジスト

24 本会議(討論・採決)
25 本会議(追加補正)

8~9 予算特別委員会(建設委員会)
10~11 予算特別委員会（経済環境観光委員会)

4/4 県内に女性議員を１００人に増やす会 開催

資源ごみ持ち去りに20万円以下罰金 広島市が禁止条例案、１０月施行目指す！
広島市は、ごみの持ち去り業者が車の急発進急停車等の危険な走行をしたり、ごみ置き場を荒らす行為が続いている現状を
考慮し、資源ごみの持ち去りを禁止し、違反者に20万円以下の罰金を科す条例改正案をまとめた。罰金付きの禁止条例は、
広島県内では廿日市市、府中町、熊野町に続き4市町目。2021年10月1日の施行を目指す。
≪持ち去りを禁じる4種類≫
▽新聞や段ボールといった紙類
▽アルミ缶やスチール缶などの金属類
▽古着をはじめとする布類
▽瓶などのガラス類

広島市は持ち去りを確認した場合、①業者や個人を文書指導する。②繰り返
されれば条例に基づき禁止命令を出す。③従わない場合は警察に刑事告発
する。条例違反罪が確定すれば20万円以下の罰金。罰金は条例違反で摘発
された場合の抑止力を高める狙いで、金額は先行する県内３市町に揃えた。

ゴミ問題に関心が高く、市民の方からもよく相談がありました。私も１期目に質問をしましたが、逆に市が処分する費用が
かからないし古紙は安価であるので…という「特に対応はしない」というのが当局の態度でした。新型コロナウィル
スの影響なのか、突然の急展開で条例作成。長年繰り返されてきた行為がようやく規制されることになります。

商工会議所と市営基町駐車場の
等価交換 ？ 更地で交換するべき！
広島市は、中区の市営基町駐車場一帯の再開
発事業について明らかにした。市営基町駐車場を
はじめ民間駐車場、変電所などが入る民間ビルが
ある計約１万㎡に広島商工会議所が入る高層ビ
ルを建設。現在地の広島商工会議所ビルと市営
基町駐車場の土地と建物を等価交換する方向で
調整している。
広島商工会議所ビルの評価額は24億9100万
円で、市が所有を続ける地下部分を除いた市
営基町駐車場は24億5700万円。差額の3400
万円を広島市が広島商工会議所に支払って
等価交換する。
広島市のスケジュール案では、2023年度頃に
高層ビルを着工。2027年度の完成を想定して
いる。市営基町駐車場は廃止する一方、地下
にある市営駐輪場は民間ビルの跡地に移転す
る。再開発エリアの一部には市道が通っている
ため、高層ビルは市道をまたぐ独特の形状に
なる予定。広島商工会議所のほか、オフィスや
ホテルの入居を見込む。

河井夫妻の大買収事件における
「被買収」議員の説明会
3月29日、河井夫妻による大買収事件に伴う「被買収」の立場にある市
議会議員13名に説明を求める「説明会」が開催されました。報道機関を
はじめ一般市民も傍聴できる形式です。司会は議長。
実際に直接説明した議員は12名、体調不良で欠席議員は1名でした
が、欠席議員の説明は副議長から読み上げられました。いずれも10分
程度という約束で、はじめから議員や一般市民からの質問は受け付けな
いというものでした。どうしてでしょう？推測するには、時間を短縮して追
及されないよう段どりを立てないと説明会に出席してもらえない、または
説明会自体がなりたたないということだったのでしょう。
それぞれの議員の説明には、新聞報道、裁判での意見陳述等と比較
すると、コロコロと中身が変化する議員、説明責任を果たすと言いながら
肝心な金額をあいまいにする
議員、その事件の時に監査委
員だった議員もいます。
私は、説明責任を果たすと
は「明確に真実を伝えること」
だと思います。市民の皆さんか
らは「結局、謝罪はするが誰も
辞職しないよぉのー」と怒りの
聞きもらさないようにと
声が上がりました。
一番前に座っています
青 空 市 政 報告・相談
コロナ感染予防対策の
ルールを守り行います。

等価交換とは、同じ価値のものを交換する事です。
この２つの建物は本当に同じといえるのでしょうか？

日時：R3 年 5月 17 日(月)
13：30～15：00
場所：タカノ橋商店街 中央辺り

馬
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子
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所

広島市中区大手町2-5-11-204

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。

