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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 

 議会改革推進会議のメンバーであるの

で先般、議員報酬削減、費用弁償の廃

止について議論をすることとなりました。

何度も議員提案したもののいつも否決

で…しかしあきらめず、議論の俎上にはあげました。 

 コロナで経済も疲弊し、市民の皆さんの生活も大変な時

期に議員が少しでも身を削る努力をしなくてはなりませ

ん。そもそも議員報酬には何の基準もありません。厚生労

働省における「賃金構造基本統計調査の職種別賃金額」

のなかにも「議員」は含まれてはいません。とはいえ、医

師、弁護士といわれる専門職の平均給与より高額という実

態は納得がいかない方も多いと思います。なにしろ議員

の正規の議会日数は67日ですから。 

 1年は365日、もちろんこの67日以外にも様々な事に対応

しています。朝から晩まで駆けずり回り、事務所で対応し

ていることは政務活動費を見れば一目瞭然です。事務所

の諸経費で議員の働きぶりはおおよそ推測できます。 

 政策提言をはじめ課題は多く、時間が足りなくて困ってい

る、過労死になりそうなくらい忙しいという議員はほんの一

握りです。議会での質疑回数でわかります。発言もなく

黙って座っている議員の多いこと。そのような議員に高額

報酬は要りません。 

市議会 

こぼれ話 

新 しい年になりました。正月3が

日、各地では大雪による事故

や相次ぐ火災などが報道されまし

た。同時に新たなオミクロン株が広

島で急速に拡大しています。強い感

染力をフル稼働させ、ヒトの日常生

活に負担がかかる年初めとなってし

まいました。私もですが、皆さまもい

つになったら心身ともに解放される

のかとお思いのことでしょう。 

ま ん延防止等重点措置要請を

した沖縄県、山口県、広島県

に対して、岸田総理が初めての指定

を決めました。これら3つの自治体に

は、いずれもアメリカ軍の駐留基地

内感染の影響が考えられます。全国

に主な米軍基地が6か所あります

が、基 地 内 での 感 染者 はす で に

4000人超と報道されています。マス

クひとつとっても、文化の違い、感染

防止に対する認識の違いがあるの

ではと思います。 

マ スクといえば、あの「アベノマ

スク」は会計検査院の調査の

結果、輸送費を含めた支出は542億

円、1枚あたり200円の公金が使われ

ていたことが明らかになりました。し

かも入札もされず、適正な価格では

ありませんでした。さらに倉庫には

8272万枚の在庫、その保管費に6億

円の税金が使われていたことも表に

でました。岸田総理は「必要なところ

には国が無料配布し、残りは廃棄」

と決定。しかし、再配布、廃棄するに

もまた、公金８000万円がかかりま

す。この愚策に誰も責任をとってい

な い と い う 事 実！全 く、す べ て 公

金！国民の税金であるという認識が

かけています。 

広 島市のコロナ感染対策とし

て、令和2年度決算では、約

1390億円が使用されています。主に

は国庫補助金ですが、一般財源、

市債としても11億円余りが支出され

ています。市民生活に必要な経費

であるという根拠が示されれば、公

金を使用することに反対はしません

が、本当に必要とされている人に届

いているのか、無駄になってはいな

いのかの検証は要ります。 

な かでも、国から地方創生臨時

交付金という名目で広島市に

も約129億円が交付されています。し

かし交付条件の国の査定は甘く、コ

ロナに直接関係しているのか？と疑

う政策もあります。しかも残金があっ

ても返還不要なので

す。広島市でも声の大

きい企業・団体には要

望があれば支給するという動きに

なっています。 

も うひとつ気がかりなのは、広

島市の中央図書館（子ども図

書館、映像文化ライブラリーを含む）

の移転問題です。中央図書館は、

蔵書は120万冊、年間40万人が利用

しています。ところが、突然！広島駅

前のエールエールA館への移転案

が浮かび上がったのです。調べる

と、広島駅前のエールエールA館は

広島市の第3セクターの広島駅南口

開発株式会社が運営し、核テナント

としてデパートの福屋が入居してい

ます。しかし、以前テナント収入が低

下し運営財政が悪化、40億円の権

利放棄をした上で30年におよぶ新

たな借入れ計画を出した経緯があり

ます。つまり、第3セクターの財政負

担を公である広島市が穴埋めをする

というものでした。図書館文化をはじ

め、広島市長の考える都市計画は

いったいどうなっているのでしょう

か…⁉私は、２月議会でこの問題に

取り組みます。 
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● ネットパトロール 

● その他；地域による「地域ぐるみによる学校安全体制整備推進事業」について 

 文教関係 

 ネットパトロールとは、主に中学・高校などの青少年を対象に、彼らのネット上の書き込みなどを監視すること。年々ネットの

利用やスマホを所持する子どもが増えており、同時にネットトラブル（ネットいじめや犯罪など）も 大きな問題です。安心して子

どもがスマホを使えるようにと「フィルタリング」を設定していても、フィルタリングを通過する有害サイトやそれにかからないコミュニ

ティサイトでトラブルが起きることも多く、設定しても安心ではありません。知らないうちに最悪の事態に陥ってしまわないよう

に、SNS・匿名掲示板・学校裏サイトなどを監視して問題行為があれば注意を促す必要があります。  

広島市は、2015（平成27）年から24時間対応で実施。1社に委託して217万3000円。実績はどのようになっていますか？ 

2016(H28)年 2017(H29)年 2018(H30)年 2019(H31･R1)年 2020（R2）年 

1802件 1424件 1240件 805件 436件 

国の報告ではネットいじめの件数は増加し続けています。広島市で年々減少している理由は、どのようにお考えですか？  

①情報モラル教育の浸透により、児童生徒がSNSの危険性について理解し不適切な書き込みをしなくなった。 

②児童生徒が使用するSNSツールが、 Twitter等の文章を主体としたツールにInstagramやTicTok等の画像を主体と

したツールが加わり、現在行っているキーワード検索にかからなくなってきた。これらのことが原因と思われます。 

これらに対して、チェックする第3の目が必要だと思いますがいかがですか？ 

 当課職員3人が実施しています。ネットパトロールで把握した中には、悪用されると非常に大きな問題になるものがある

と認識しています。広島市情報セキュリティポリシーに基づく検証を繰り返し行い、課全体の情報セキュリティに対する

意識を高めることが重要と考えます。 

 具体的な対策としては、職員がネットパトロール開始時または不適切な投稿を発見した際には、周囲に声かけするなど

情報の共有を徹底します。また、管理職が職員のネットパトロール検索の状況をチェックすると共に、得た情報について

はパスワードをかけて管理する等、組織的な情報管理の徹底をすることにより不適正事案防止に努めていきます。 

 厚生関係 

 2 0 0 0 年 か ら ス タ ー ト し た 介 護 保 険 制 度 。こ の 20 年 間 に 「介 護 保 険 料 は 2 倍 に 」 「自 己 負 担 額 は 1 割 だ っ た の が 、一 定

所 得者 は 2割 、現 役並 みの 所 得 者は 3割 に 」 「介 護認 定 も要 支援 1 ･ 2は 市町村 移管 に 」と変 化 して き ました 。  

● 介護保険事業特別会計 

介護保険事業特別会計の中で歳入出の差額はいくらですか。また差額の行方はどうなりますか？ 

 令和2年度決算における収支差額は 7億4358万8000円、国･県負担金等の超過交付により生じた金額です。令和3年度

において国等へ返還する財源として活用します。 

令和2年度末時点で広島市にはいくら基金がありますか。またそれらの行方はどうなりますか？ 

 介護給付費準備基金は 58億4097万3000円。その内46億円は第8期(令和3～5年)広島市高齢者施策推進プランに基

づき介護保険料の抑制のために取り崩します。残りの12億は期間中、急激に保険料が不足した場合に追加で取り崩しま

す。取り崩さなかった場合は第9期以降の介護保険料上昇の抑制のための財源として活用します。 

 今後の介護事業を見据えた上で不測の事態に至らないよう必要なサービス料を確保し安定的に維持するための保険料

を定めていますが、財源に不足が生じた時は介護給付準備基金や県の介護財政安定化基金を活用します。 

 広島市の現在の高齢化率は25.5%で介護保険料基準額は6250円、それが第9期（令和6年～）は7400円になりそうです。驚

異的な増額です。また高齢者は、国民健康保険料や介護保険料を年金の中から支払っているので、負担が増々ふえます。 

 広島市は高齢者いきいき活動ポイント事業 (広島市在住の65歳以上の高齢者が自らの健康づくりや地域支援のために

行う活動を奨励するためのもの)を介護保険料と税金を使って実施しています。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します。 対象者は何人で、経費はいくらですか？ 

約20万1000人で、約7600万円です。 

県の介護財政安定化基金は2003（平成15）年から積み立ては中止しています。現在の残高はいくらですか？ 

2020（令和2）年度末で、約36億円です。 

 い きいき活動ポイント事業の経費は、介護保険事業特別会計から出ていて、介護保険料の値上げに影響している形 と

なっています。例えば、呉市の高齢化率は35 .4%で介護保険料基準額は5500円です。高齢化率は広島市より高いのに介

護保険料は少ないです。呉市は重症化予防として通称お達者クラブで筋力アップ等 を取り入れていますが、それには税金・

介護保険料は使われていません。  

 広島市も、高齢者全員にいきいき活動ポイント手帳を郵送するのではなく、事業に参加したい方に、区役所や公民館等に

手帳を取りに来ていただくようにすれば、郵送費が倹約できます。1年後の回収割合は3割なのですから。また奨励金の支給を

やめれば参加者の特定をしなくてもすむので、それに係わる経費や委託料が削減できます。限られた財政を当てにしてばかり

だと底が見えてくるのは明らかです。これからますます介護保険料は値上げです。ムダを省かなければいけません。  

● その他；生活困窮者自立支援における一時生活支援事業について 

決算特別委員会 所属は第２分科会 
一部抜粋してお届けします。 
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９月議会トピックス  質疑をしました ! 令和2年度の内部統制の評価について 

 令和元年3月に総務省が示した「地方公共団体における内部統制制度の実施ガイドライン」には、議会は長から独立した立

場でこれを監視する役割を担っており、議決案件に関する質疑や調査権の行使などを通じて、整備状況および運用状況につ

いて監視を行い、必要に応じて改善を促すことが記されています。 

 地方自治法の一部改正により、地方公共団体における内部統制制度が開始され、今回初めて、広島市内部統制評価報

告書が議会に提出されることになり、各局別に各部署で業務レベルでの84件の不適切な事案が報告されました。 

 重要リスクの不備の中で重大な不備があるとして、道路交通局の道路管理課における道路占用許可業務において、道

路占用料の納付通知書の発送漏れと督促状の発送漏れがありました。これは令和2年3月17日にリスク対応策として整

備したにもかかわらず整備効果がなく不備が同年12月11日に発覚したものです。つまり業務上の不備は9ヶ月間放置さ

れたことになります。納入通知書発送漏れは994件で約7000万円、督促状発送漏れは55件で300万円。 

 私たち議員は、入力間違いや送付間違いなどの不備は事前に常任委員会などで報告を受けますが、この事案は初め

て議会に提出される報告書をもって知ることになりました。 

なぜ前もって報告がなく放置されていたのですか？ 

【企画総務局】制度所管課から送付されたリスク管理表に記載された業務上のチェックポイントを制度運用課において

確認し、適切に業務が行われているかを組織的に点検することが基本です。事案により状況が異なることから各所管局

内においての判断に任せています。この度の事案は、このような点検が不十分だったことが原因と考え、まずは日常的

に適切に業務が行われているかを組織的に点検することを徹底します。 

【道路交通局】事案の把握後、納入通知書や督促状は速やかに発送を行い、料金の誤徴収や個人情報漏洩といった

市民等に直接影響を及ぼすものではなかったので報告をしませんでした。 

 他局は実害に関係なく早期報告をします。一部の局だけ対応が違うのはいかがなものか…評価

時期については、ほぼ１年単位なので12月に行うという事ですが、中間報告や毎月報告にすれば、

もっと早期に対応が可能だと思います。 

公立大学広島市立大学の令和2年度の業務実績に係わる評価について 

◎昨年の文科省の調査では、新型コロナウィルスの影響で大学を中途退学や休学した学生は5800人という結果でした。生活費の

足しにとアルバイトをしている学生もコロナ禍でアルバイトも無くなるという実態に「応急奨学金制度」を設立しています。 

どのような教育支援を行いましたか？またこれから、どのような支援が必要と考えていますか？  

 学生の実状をアンケート調査し、オンライン授業の実施ではPCの無料貸し出し、ネット環境の整備経費の補助、附属図

書館の貸出に伴う補助を行い、令和2年度は一部の実習を除きオンライン授業を基本としました。今年度は、講義室の収

容定員の5割を超える履修者が見込まれる一部授業をオンラインにし、その他の授業は感染防止対策を徹底した上で対

面式授業を実施しました。いかに感染防止対策と学生同士の交流の機会を確保するかの両立が課題と考えます。  

運用状況とこれから継続していくための資金獲得についてどのように考えていますか？ 

 アルバイトに影響が出て生活が困窮する学生に対し応援金として１回限り支給されるものがあり、令和2年度は、ひとり

あたり3万円を356人に支給し、今年度は、ひとりあたり2万円を315人に支給すると共に、新たに大学内の食堂や売店で

使用可能な金券の配布、食品等の現物支給なども行っています。資金は、大学に寄せられる寄付金の他、日本学生支

援機構からの助成金や大学の積立金を充てています。引き続き、関係者等に寄付をお願いすると共に、各種助成金の

獲得や積立金の活用により財源を確保しようと考えています。 

◎私は以前より議会の質疑の中で、繰り返し、大学を安全な環境にするために、ハラスメント対策の不備を指摘し、対策の強化

を求めてきました。しかし今回再び学生がハラスメント被害をうけたことは残念でなりません。 

今後の再発防止に向けて、どのように取りくみますか？ 

 令和2年度の芸術学部のハラスメント事案を受け、当該事業に則した「eラーニング教材」を作成し教職員を対象に緊急

特別研修、また「ハラスメント防止および対応ガイドライン」を大幅に改訂し教職員や学生を対象とした研修会等を実施し

ました。さらに学生が相談しやすいように匿名でも相談できる「ハラスメント相談専用メールアドレス」を開設。また、ハラス

メント防止に不断に取り組むため設置していた「ハラスメント対策委員会」を常設の「ハラスメント防止委員会」に改めると

共にハラスメント相談員を10人から14人に増員し、相談の充実強化を図りました。様々な取り組みを通じハラスメントの芽

の早期把握に務め、ハラスメント事案が発生しないように、全教職員、相談員が一丸となって取り組んでいきます。  

◎女性職員の増員を！市立大学の全教員193人の内、女性教職員はたったの30人です。圧倒的に女性教職員が少ない状   

況では、ハラスメントに対する職場風土が育ちにくいものになっているのではないかと危惧しています。 

女性教職員の少ない状況についてどのようにお考えですか？ 

 男女共同参画の推進の観点からも女性教職員の割合が低いことは課題であると

認識しています。今年度からは一部の教員採用においては、評価が同程度であれ

ば、女性を優先して採用する事を明記して募集を行っています。 

 １ ０年間質疑し続け

やっと一歩前進です 
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まにわ恭子の走行記録 Run! Kyoko!!  2021.9～2021.12 

7 決算特別委員会・全体会議(総括質疑) 

13 決算特別委員会(経済観光環境・厚生関係) 

14 決算特別委員会(文教・建設関係) 

15 決算特別委員会(総務・消防上下水道関係) 

20 決算特別委員会・全体会議(討論・採決) 

11/3~4 介護専門員研修 

5 高校生議会 

7 日本尊厳死協会中国支部理事会 

10 広島文化学園大学 講義 

17 安心社会づくり対策特別委員会 

18 広島文化学園大学 講義 

19 閉会中常任委員会 

20 島根大学 講義 

28 広島文化学園大学 講義 

29 会派勉強会 

30 議会改革推進会議 

12/3 本会議(市長説明) 

8~10 本議会（一般質問） 

11 常任委員会(消防上下水道・文教・建設) 

12 ウィメンズ キャンサー サポート 開催 

14 常任委員会(総務・経済観光環境・厚生) 

23 安心社会づくり対策特別委員会 

9/2 恵下埋立地視察 

6 安心社会づくり対策特別委員会 

9 子ども食堂  SSW視察 

14 本会議(市長説明) 

17 本議会（一般質問） 

21 本議会（一般質問） 

22 本議会（一般質問・議案質疑) 

24 常任委員会(消防上下水道・文教・建設) 

27 常任委員会(総務・経済観光環境・厚生) 

28 本議会（討論・採決） 

10/1 決算特別委員会・全体会議(概要説明) 

サッカースタジアム建設予定地の中央公園から part2 近世の被爆遺構（武家屋敷跡）調査状況 !  

Kyoko’s  selection 

小さい子どもを性被害から守る実用書です。子どもたちが楽しいお話を通して「自分の身体

を守ること」「被害に合った時どうすればよいか」を具体的に伝えられる物語です。 

  【前回のおさらい】 2020年より始まったサッカースタジアム用地の建設工事で「中国軍管区輜重（しちょう）兵補充隊

（輜重隊）」施設の被爆遺構が見つかりました。 

 2021年春から広島市文化財団（外部団体）は、本格的に被爆遺構を調査し記録を残す為、被爆当時の地層を掘り出

しました。範囲は広く（約14,000㎡）、軍隊生活を伝える食器類や鉄兜などが見つかっています。 

 2022年度までの発掘調査費は8億3100万円。記録保存し調査終了後は埋めてサッカースタジアムを建設します。 

2021年11月、再び現地視察に行きました。 

寛永年間広島城下図によると、発掘調査区域は武家屋敷

跡地で、瓦、陶磁器類、井戸などが発掘されました。これら

を文化財担当が評価し、明治初期、旧軍関連施設、戦後

の生活等によって失われた江戸時代の一帯の姿を明らか

にしていきます。ちょっとワクワクしますね。 

≪パンツのなかのまほう≫   著者；中川 紗矢子 出版；かもがわ出版 
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 青 空 市 政 報告・相談 

広島市役所における職員･組織の不祥事の内容と処分状況 !! 

停職～減給に処分も規定にそっています。 

公務員のあるまじき実態!! 

セクハラ、のぞき、窃盗、酩酊、パワハラ、

傷害、などなど 

え～!? 

61歳～23歳と年齢層は幅広い。 

2018(平成30)年 2019(令和元)年 2020(令和2)年 

    13件 15件 8件 

過去3年間の実数 

まん延防止対策のため

見合わせます。 

** 地域猫活動支援事業の見直し  助かります！** 

 このガイドラインは、地域に暮らす皆さんが、人と猫の関係につい

て共通の理解と認識のもとに、民間団体や行政と協働して不幸

な野良猫を減らし「住みよい地域」をつくる目的に作成しました。 

2014(平成26)年12月から地域猫活動に取り組む町内会・自治

会に対して年間1200頭の野良猫の不妊去勢手術などの支援を

してきました。 そして今回の前向きな見直しで、町内会・自治会

に限らず「広島市内に在住、在勤する成人で同一世帯ではない

2人以上の成人が含まれること」「活動地域は居住する又は在勤

する地域であること」を条件に手術費用の支援をおこなうことにな

りました。TNR(トラップ・ニューター・リターン)・・・捕まえて、不妊去

勢手術をし、元の場所に戻す、が基本です。 

手術終了の目印 

耳をV字にカット 


