
 広島市議会議員    無所属 

まにわ恭子  
NEWS LETTER 

発行日／2022  年  5 月  24 日  

発行者／まにわ恭子 http://ikiikihiroshima.jp/ 

馬庭恭子事務所 
 〒730-0051  
 広島市中区大手町2-5-11-204 
 TEL／FAX 082－541－3151 
 ikiikihiroshima@lily.ocn.ne.jp  

広島市議会議員控え室 
 TEL 082－504-2616 
 FAX 082－244-1620 
Maniwa-k@giin.city.hiroshima.jp 

VOL.67 

＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

   市議会議員の高齢化率（65歳以上）は

48％です。つまり半分近くがいわゆる高齢

者なわけで、最近は議場もさまざまなところ

でバリアフリー化が図られています。 

 議決は起立ができない議員は座位で挙手にてと申し合

わせがされています。記名投票の時には、ひとりひとりの

名前が呼ばれ、議場正面におかれた投票箱に札を入れ

に行きます。その時は議員席に職員が投票箱を持ってい

き、その場で札を入れます。 

 また車いすでも発言席に楽にいけるように議場内は改修

され、年を重ねても環境が整えられていれば対応が可能

なのです。現在の議員の状況は「車いす１人」「介助歩行

１人」「杖歩行１人」「発声障害１人」「病休１人」です。長期

病休は議会として対応が求められています。 

 私も高齢者のひとり。議場まで早歩き、階段で息切れが

します。さらにデジタル化をはじめ新しい技術に苦戦する

ことがありますが、私の残存機能は人の何倍もある負けん

気と正義感なので、それをフル蓄電しながら活動します。 

恭子の議会つれづれ 

◆ ウクライナ侵攻‼ 

◆ 辞職ドミノ！ 

市議会 

こぼれ話 

 辞職勧告決議案は今まで6回提出され否決され続け

てきました。ところが3月18日に提出の決議案でやっと

可決されました。当該議員がすべて辞職した会派もあ

り、気兼ねなく賛成できることが一番の理由なのでしょ

う。私は初めから辞職勧告決議案に賛成していまし

た。気兼ねで賛成、反対するなどいかがなものかと思

います。 

 そして、辞職勧告決議案に対して「不当な決議」と反

発し、正式な裁判で無罪を主張する考えを表明され

た議員もいます。辞職勧告決議というのは法的拘束

力がありませんから、辞職するかどうかは議員個人の

判断です。これから裁判が始まりますが、どういった結

末となるのか、ゆくえを注視してまいります。 

 また、すでに辞職した議員に対しては略式起訴さ

れ、結果5年間の公民権停止となりました。つまり来

年、再来年の統一地方選挙は立候補ができません。

今年残り1年と合わせて9年間の空白期間が生まれる

のです。なんと大切な時間を失ったことでしょう。先日

その辞職した議員の選挙区の補欠選挙(安芸区1議

席・安佐北区2議席)が行われました。いずれも若い候

補者が当選しました。あと1年すると再び本選がありま

す。清廉潔白な議員が広島市議会には必要です。 

 ロシアのウクライナ侵攻で、世界中に衝撃が走りまし

た。テレビやSNS等を通して、悲惨な状況がリアルタイ

ムで届けられ、まさに「今、ここで起こっていること」が

伝わるので、その恐怖たるや。

お年寄り、女性、こどもが近隣国

に避難している様子には、なん

とか無事でいてほしいと祈るば

かりです。広島市は各区役所を

はじめ各所に緊急の募金箱を設置しました。5月中旬

には取りまとめ、日本赤十字社を通して支援すること

になっています。 

 一方、広島市議会は、広島市に「避難民の受入れ、

市営住宅などの手配、支援金を出すべきでは」という

申入れをするかどうか各会派幹事長会議で話し合い

をしました。神戸市がすでに支援金1,000万

円をウクライナに支援したと報告があり、被爆都市とし

て「チェルノブイリ原発の被爆に関して、人材派遣を

行ったりしていることなどウクライナとは縁がある」とし

ての提案です。東日本大震災の折は、広島市議会か

ら各議員個人(当時55人の議員）が10万円ずつ出し

合い、計550万円を寄付した経緯があります。 

 私は、人道支援として様々な形があり、支援金を送

金することは反対ではないですが、皆さんの税金を市

民の同意なしで、つまり議決なしで拠出することを行

政にお願いするのは異議を唱えました。広島市議会

としては「募金活動をする」「各議員から募る」ことがよ

いのではないかと発言しました。結果はまだ出ていま

せん。 

ウクライナ侵攻反対運動

(原爆ドームにて) 

 2月、新型コロナウィルスに感染し、療養を

10日間しておりました。この体験を今後の

コロナ感染予防対策に生かしてまいります。 
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2021年度2月本会議 総括質疑 

移転反対の理由 

◎広島市立中央図書館・広島市こども図書館・広島市映像文化ライブラリー 移転  ⇒ 商業施設 !? 

広島映像文化ライブラリー 広島市こども図書館 広島市立中央図書館 

 

 

＜エールエールA館の課題＞ 

防火防炎対策 

営業時間の違い 

議決・修正案  21：25 で否決 

総務委員会で請願 

本の荷重560㌧(150万冊) 

窓が少ない 

中古物件(築26年) 

デパート休業日と図書館

休館日が違う 

予算案 1億7729万9000円 

 国の内外を問わず図書館、美術館、博物館などをみると、その都市の品格や文化・教育

のレベルがひと目で分かると言います。 

広島市は、国際平和文化都市です。そうであるならば、今後100年を見据えた市民の財

産である公共図書館像が浮かぶ練りにねった提案でなければなりません。 

しかし、その広島市民の財産である、広島市中央図書館、こども図書館、映像文化ライブ

ラリーを、急転直下、広島駅前の商業施設であるエールエールA館への移転の方針。 

エールエールA館への移転決定の根拠は何でしょうか？ 

 中央公園内での建替えは、その他の施設整備等との調整が困難なことが明らかになったことを踏まえ、市外県外からも多く

の方が訪れる広島駅の交通結節機能に着目し、広島駅周辺地区に移転することとし、図書館本来の機能向上を図ると共に、

本市の平和文化情報の拠点として周辺の商業施設とは競合せず、新たな文化的機能を合わせ持つものとしました。 

 発案は、整備局と市民局が協議をする中で出てきました。広島駅南開発株式会社から検討して欲しいと要望書が提出された

ので、周辺の民間施設と比較検討した結果です。エールエールA館は、中央図書館等に必要な条件に最も適合するととも

に、建設費という面からも建替えより負担軽減になる移転に決定しました。 

初めて2021年11月18日の都市活性化委員会で、エールエールA館への移転説明があり、2021年12月20日～2022年1月14日まで

パブリックコメントとして市民意見を募集し、215件の意見が集まりました。 

どのような意見がありましたか？ 

いろいろな意見がありましたが、総じて移転に関して反対意見が多かったです。 

機能に関するものは、カフェの設置、開館時間、Wi-Fi環境等がありました。 

広島市南開発株式会社の経営は？ 

エールエールA館の大家さんです。1999年建築、すでに26年経過しており、設計は商業施設を意識したデザインになっています。経営の安

定性には不安材料がたくさんあります。核テナントとしてデパートの福屋が入居していますが、最近では、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うえで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。そのため今回の図書館移転は第3セクターの経営を支援するためではないかという批判もあがっています。

移転先は、8階～10階フロア。これらを60億円で収得するということです。市民の税金の無駄遣いです。 

「こども図書館移転問題を考える市民の会」の方々が現在地がこどもの心を育む

のに最適地であるという要望と共に移転計画の撤回を求める署名、17000筆超

を提出されました。その紹介議員として署名しています。広島市こども図書館は、

全国でも珍しい独立したこどものための図書館であり、歴史的な背景をはじめ、

今まで活動してきた市民の声は無視できません。 

原案は可決 但し 付帯決議あり!! 

1）議会･利用者･有識者などの関係者から広く図書館の再整備について意見を聞いた上で、中央図書館等に求められる機能等を盛り 

   込んだ、図書館整備方針を作成すること。 

2）図書館整備方針の作成後に、現地建て替え、中央公園内等での移転、エールエールA館への移転、それぞれの詳細に比較検討でき 

   る資料を作成して、各資料について議会･利用者･有識者などの関係者に丁寧に説明し、理解していただいた上で、移転先などを決 

   定すること。 

3）基本設計･実施設計の各段階についても、議会･利用者･有識者などの関係者の意見を広く取り入れていくこと。 

以上、決議する。  

 つまり、立ち止まって考え、仕切

り直しをしようということです。 

 何と、215件中 90％が反対意見! 

移転賛成はわずか10件。 

市民は移転反対なんですよ。 



＊この市政報告書は、会派の了解を得て発行しています。 

 

一部抜粋してご報告します  

 

3月予算特別委員会 

  

1972年の姉妹都市提携以来、平和・経済・文化など幅広い分野で

の交流を積み重ねてきました。2012年には提携40周年を迎え、両市

の友好親善の一層の促進の契機とすることを目的に、ボルゴグラード

市で開催の記念行事等に広島市から代表団が出席しました。 

広島市と何都市が姉妹都市として提携をしていますか。 

ホノルル市(アメリカ)、モントリオール市(カナダ)、ハノーバー市

(ドイツ)、重慶市(中国)、テグ広域市(韓国)、ボルゴグラード市

(ロシア) 6都市です。 

ボルゴグラード市姉妹提携の経緯を教えてください。 

1961年8月、提携希望の電報が届いたのが始まりです。第2次

世界大戦で未曽有の被害を受けた共通点があり、世界平和達

成のため力を合わせて努力をすることが必要であるとの共通認

識のもと交流を深め、その後、1972年9月28日に親善使節団が

来広した機会に提携を結びました。 

ロシアのウクライナ侵攻によって、市民から様々な意見を聞いて

います。50周年記念事業はどのように取り扱いますか。 

ロシアのウクライナ侵略やロシア大統領による核兵器使用を示

唆する発言は、被爆地広島の思いを踏みにじるものであり、市

民も強い憤りを覚えています。2022年2月以降、ボルゴグラード

市から交流事業の内容に関する連絡はありません。ロシアへの

代表団の派遣は安全確保が懸念される状況になり、広島市とし

ては2022年度におけるボルゴグラード市姉妹都市提携50周年

記念事業は中止せざるをえないと考えます。今回の意向は、市

長の書簡を作成し送ります。 

この状況の中、広島市のスタンスはどのように決定しますか。 

姉妹都市との交流事業は、あくまでも市民レベルでの国際理解

や友好親善を深めるもので、国の動向とは切り離して考えるべ

きものとして、これまで取り組んできています。日々動いている

状勢の推移を注視し判断していきたいと考えています。 

【デジタルトランスフォーメーション（DX）】 

アナログ情報をデジタル化⇒プロセス全体もデジタル化⇒その結果として社会

的な影響を生み出すといった、データやデジタル技術を駆使し、ビジネスに関わ

るすべての事象に変革をもたらすこと。 

【ベンダーロックイン】 

情報システムなどの中核部分に特定のベンダー(メーカー)の独自技術に大きく

依存した製品やサービスなどを組み込んだ構成にすることで、他社製品への切

り替えが困難になること。 

2022年2月8日に、公正取引委員会が、官公庁における情

報システムの調達に関する実態調査を発表しました。広島

市は「社会経済状況の変化にデジタル技術を活用し的確

に対応するため、デジタル化された情報を使いこなす巧みの

街」を目指しDX推進をするようです。業者に丸投げはいけま

せん。様々な課題があると思いました。 

行政には様々なシステムがあり、その改修など現在の

広島市の現状はどうですか。 

住民記録などの機関経費システム、庶務事務など

の庁内ランパソコンから利用するシステム、その

他の個別システムを構築運用し情報システムの利

活用を積極的に進めており、現在数は152です。 

DXを推進するとベンダ―ロックインを乗り越えなければ

なりません。どのように対応しますか。 

現状の情報システムは著作権の関係で、調達時に導

入した事業者がその後の改修補修を行うことはやむを

得ないと考えます。現在、国において情報システムの

標準化を進めており、地方公共団体は2025年度末まで

に、この標準仕様に準拠した情報システムを導入する

ことになっています。全国一律に行われる改修につい

ては、一律のプログラムが適応されるので、現状より早

期かつ安価に改修できるようになります。特命随意契

約のものは、経費が過大にならないよう取り組みます。 

予算の内訳を教えてください。 

4事業あります。①家族介護教室（566万4000円）②高齢者在宅

介護用品支給事業（5324万8000円）③家族介護慰労金支給事

業（32万1000円）④在宅生活継続支援事業（3201万5000円） 

家族介護教室の実績と何を行うのかを教えてください。 

2020年度は、家族介護教室が36回、参加者計568名、家族介

護者交流会が2回、参加者計62名です。専門家が介護の方法、

感染症予防対策、認知症について等の講座を開催します。 

家族介護慰労金の額が少ないですが、実績を教えてください。 

2020年度は、2件です。 

条件はありますが、要介護4･5認定で在宅介護者はもっと多い

と思いますが、広報不足ではないですか。 

チラシを各区役所福祉課の窓口に設置すると共に、民生委員

による対象となり得る世帯や家族介護教室参加者への配布、

市民と市政の掲載、市政出前講座の広報で周知を行います。 

【家族介護慰労金】 

常時介護を必要とする方を在宅で1年以上継続して介護保険のサービスを受けずに介護し

ているご家族に慰労金を支給します。 

対象は、①市民税非課税世帯に属している方②1年以上継続して介護保険の要介護4･5

認定(調査必須)を受けているか、それに相当と認められる方③1年間継続して介護保険

サービスを利用していない方(但し、7日以内のショートステイ利用は除く)支給額は10万円 

2016年就労や社会参加を希望する意欲と能力のある60

歳以上の方が中心となり、地域課題の解決のために「協同

労働」を推進するモデル事業を実施。具体的なサポートは

「専門のコーディネーターが事業立ち上げ」「立ち上げ費用

1/2（上限100万円）を補助」「立ち上げ後も専門のコーディ

ネーターが定期的に相談やアドバイス、事業運営」です。 

今年度「協同労働モデル事業」が突然「協同労働促進

事業」に。突然の改名理由を教えてください。 

開始から８年間で28の協同労働団体の立ち上げ支援を

行いました。その成果と課題を検証したうえで、本格的

に事業を促進していくこととし、事業名を変更しました。 

8年間かけて、何を検証してきたのですか？ 

成果としては、28団体立上ったこと。8年間の課題は、

協同労働の認知度不足、団体立上げの相談が増え支

援体制の人手不足、起業後の不安定な事業経営。 

2021年12月に議員立法で「労働者協同組合法」が設立

し、2022年10月から施行されます。この法律ができたこ

とで協同労働はどのような影響がありますか。 

届け出だけで法人格が取得できる利点があるので、協

同労働という新しい働き方の認知度を高め、地域に根

付かせる追い風になると考えます。 

● ボルゴグラード市姉妹提携50周年記念事業 【総務関係】 

● 家族介護支援 【厚生関係】 ● 協同労働 【経済観光環境関係】 

● DX推進計画とベンダーロックイン  【総務関係】 
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まにわ恭子の走行記録 Run! Kyoko!!  2022.1～2022.4 

14~15 本議会(総括質疑) 

16 常任委員会(消防上下水道・文教・建設) 

17 常任委員会(総務・経済観光環境・厚生) 

18 本会議(3年度関係議案議決) 

22 予算特別委員会 

24~25 予算特別委員会 

28 予算特別委員会 

3/1~4 予算特別委員会 

7~9 予算特別委員会 

10 予算特別委員会(総括質疑) 

16 予算特別委員会(総括・討論) 

17 本会議(4年度関係議案議決) 

23 中区大手町2丁目町内会 

25 被ばく遺構 見学会 

4/3 en-house おひろめ会 

13 臨時会 

17 始動 みんなの図書館プロジェクト ミニシンポ 

21 厚生委員会 

1/7 会派勉強会 

12 臨時議会 

13 市政電話相談 

20 広島市立中央図書館 視察 

21 厚生委員会 

29 女性の政治参画（ゆいぽーと） 

2/1 会派勉強会 

7 本議会(市長説明) 

10 本議会(総括質疑) 

Kyoko’s  selection 

≪日本の最も美しい図書館≫   著者；立野井 一恵 出版；エクスナレッジ 

 広島市中区大手町2-5-11-204 

馬
庭
恭
子
事
務
所 

日当の見直しについて 

広島市立北部医療センター

安佐市民病院開院！ 

日本各地の一度は訪れたい美しすぎる図書館が４１館、写真入りで紹介されています。歴史的な建物を今も

使い続けているレトロ図書館からモダニズム図書館、最新の図書館まで、図書館の歴史、設計など総合的に

評価されています。最も美しい図書館に広島の図書館が加わるといいなと思います。  

いよいよ開院。連休返上で大引越しとな

り、前もって式典・内覧会がありました。 

ドクターヘリポートをはじめ、最新のMRI 

（通常20分かかる撮影が3分でできる）

などが導入されていました。 

技術の進歩は目覚ましい !! 

 

コロナ感染予防対策のルールを守ります  

日時：R4 年 6 月 1  日(水) 

   13：30～15：00 

場所：タカノ橋商店街 中央辺り 

青空市政報告・相談 

 同じ公務員でも、日当を支払っている部署、支払っていない部署がありました。 

 何で500円？水を飲む飲料水代、連絡するのに電話代、という説明でした（笑） 

  1年かけて進めてきました。行政改革のひとつの成果!! 

 《保育園等の緊急点検結果》                (単位：園) 

 

区分 
園の周辺に危険箇所がある園(市立88 私立206) 

河川、海、ため池など 交通量の多い道路や線路など 

市立保育園等 67 80 

私立保育園等 51 111 

計 118 191 

西区の保育園に通う５歳男児が園庭から外に出

て、太田川で溺死したという事件が起きました。

厚生委員会でも報告を受けた折「いったい周囲の

危険な河川・海・ため池などが近くにある園はどこ

なのですか？」と問うと、調査していませんでした。 

保育児の死亡 

事件のその後 

二度と事故を起こさないよう

にリスクを知り、対応を早期

にするべきと指摘しました。 
 調べてみました 


