
●地力自治法第176条 1項 曽 通地方公共団体の議会における条例の制定もしくは改廃又は

予算に関する議決について異議があるときは、長は、特例を除き、その送付を受けた日から

10日以内に理由を示しこれを 「再議」に付すことができる。
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広島市議会は、平成22年 度一般会計予算中、 Oオ リンピック招致検討の予算2569万 8千 円、

そこで、代案が必要になってきます。代案は、前の修正案の
範囲以内で、前とは違うものということになつています。

●代案は2本 提案されました
① オリンピック予算の内、検討委員会運営費86万 円を認め、

槙討会の後始末をし、オリンピック検討を終了する案
② 肖」除した3本の予算全てを認め財政難なので、それぞれ

約5%程 度削減する案。市長との泥試含を避け、皆が賛同
できる実。ほとんど原案と同じです。

ほとんど原案の代楽が可決しました。
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②折鶴ミュージーアムの検討予算90万 円、③市長の海外出張の内ロシアとブ

]暑 望も墜 と言Iみ

場1497万 9千円を肖」除する修正案を提案し、ギリギリ過半数、28人 の賛同で司|
これに対し、市長|よ、 「異議ありJと 地方自治法第476条 に基づき 「再議」を

υ多 色/31 難干雪負じ層謬圭案は再議では否決です
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本会議終了の夜19時 過ぎ、財政周長
より電話があり、市長が 「百議」を
するので、3/31臨 時議会を開きたい
本国20時 、市長記者会見。

髄9●議牟暑曇干景釜苫理覇密
財政難の中、市民の十劣な理解が出来てい
ないと予算を削除されたが、牙リンピック
は招致の予算で|よなく、開催の実現司能性
の検討費である。折鶴ミュージーアムに
ついても同様に検討費である。
海外出張|ま、必要が認められないとの
理由たが、本年は核兵器廃絶の重要な
年である。再度慎重に検討して欲しい。

lヶ月予算特居」委員会で審議したが、
更に慎重に審議をし直せというものです。

再議には、4月 からの予算執行ができなく
なるというリスクがあると思うがどうか?
との問いに、市長は 「最終的に議決をする
のは議会です。市民生活に影響の無い様
議会が、正しい判断をしてくださると信
じているJと 答えられました。
議決が気に入らないと受け入れす、更に
その責任|よ議会が負えという勝手な話



100億 円超の市税収入減は大変なもの
です。財政局も重大な事と認識している
との答弁ですが、財涼不足|よ臨時財政対
策債の発行で穴埋め !これは交付税
と同等なので、将来世代に負担は残らな
いし、無ければ予算が組めないと説明し
ました。

臨時財政対策債は、平成13年 、国も交付税の財源が無いので当面、

不足分を各自治体で借金できる制度で、返済は国からの交付税ですて

本来、交付税措置されるもので、広島市として当然受け取る権利の

ある財源この認識ですが、交付税も市民税も全て住民の負担です。

国の借金が千兆に迫り、地方の数百兆円と台わせ既に財政破綻状態
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①オリンピック招致検樹予算首」除
五編の招致検討予算2570万円を全額肖」除

②折鶴ミュージーアム横前肖」8R
折鶴ミュージーアム検討の予算90万 円を肖J除

③ 市 長 の 海 外 出 張
一

部 肖J除

海外出張のうちロシア、ブラジル、アルゼンチン

分のイ500万 円を肖」除

α
ド'
炒 7

昨年10/11唐 突に市長|よオリンピック招致の記者会見
を行つた。後で担当部長に確認したが、局長クラスも
知らなかつた話です。2日前まで、市のう後10年間
の基本計画を議論していましたが、オリンピックの話
は、一言もありませんでした。
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平成6年開催の広島アジア大会事業費ほ
市債発行額が698億 円、ビックアーチや
アストラムラインなど都市としての機能の
強化はできたが、まだ247億 円も借金が

残っています
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市長個人の思いを皆が共有し、全体の思いとする
必要がある。被爆舌などの声を幅広く間いたのか
被爆者団体の声は間いていない。

絶対にオリンピックをするんだとの決意表明の

周長答弁に夢の実現のために頑張りたいと言わ

れた。市民から要望があったのか、誰の事か?
2020年 、核兵器廃絶の年に広島でオリンピック
を開催すること ER「万人の夢」である。

オリンピック開催の理念ほ良しとする意見が多い
本当にそうだろうか、どこの都市で開催しても
オリンピックそのものの理念 よ平和だろう。
で十よ、広島市で開催する目的ほ何か
①五輸を一過性のイベントにするのではなく
,3来の町の発展になるものとすること
②国内スド ツ団体、姉援してもらっている190
の自治体間の交流連携
③世界中のどの都市でも開催できる新たな
オリンピックの提案
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2月初旬、国民健康保険を収められている世帯に、平成20年
度の国保料を間違えた。3月中に支払うようにと納付書が送
られていると思います。大変な徴収ミスでご迷惑をおかけ
いたしました。

平成20年 度、国民健康保険料の後期高齢者支援分の金額に
算定誤りがあり、保険相を少なく徴収したとのことです。

以上が徴収ミスの概要です。金額の大きさ、対象世帯の多さ
から言つて前代末間。ミスの原因も委託業者に丸投げの仕事
をしており、上司は誰一人確認していない。他にも類似の
ミスがあるのではと不安になります。市の信頼を大きく
失墜させたことの影響は計り知れません。

●市は事の重要性をどのように認識して
いますか?市長は市民に説明や謝罪を
されましたか ?責 任は誰が取 りますか ?

この性3行けじめにキるに初町のほミスにス

①徴収間違い世帯数  約 96000世 帯、国俣世帯の約半分
②末徴収額   4信 2500万 円、各世帯の追力0請求額|ま、
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③今回の徴収ミスによる新たな経費はいくらか
な専轟知書の作成書が約ク00万 FE、荘[誤魁が約600万 円

④大失態に気づいた時期、なぜ撒収ミスが起きたのか?
平成21年 5月に平成21年 度の計算をしていて、おかしい
ことに気づいた。保険料率算定力法が確定していなかつた
ため、プログラム作成の委託業者に出す仕様書の記述が
明確でなかった。また、業者から出されたテストデータ
の確認を職員1人が担当、誰もミスがわからなかった。
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広島市は平成14年 から、原爆の子の像に揮|すられる
折鶴は、全て保存しています。一部|よ旧中環境事業所
一部は旧矢野環境事業、そして 日国銀の3箇所です。
世昇中から送られてくる折鶴は年間約10万 トン、
小学校の数室2舌[屋分です。
以前環境事業所を見に行きましたよ ピニール袋に
入つた折鶴が無造作に積まれ山になっていました。

市長はアウシュビッツで殺書されたユダヤ人の膨大
な毛髪を例にあげ、例えば東京ドームのような大き
な施設で折鶴を曇で見せ感動を与えたい旨の話をさ
れます。所信表明に掲げられた事業ですが、なぜ
残り任期1年の段階で検討を始めるのか、なぜ60
教室分も保存しなけれ E「ならないのか、質問し

●市長の海外出張の状況

平成 19 平成20 平成21 平成22

年間日数 々 日間 25日 間 39日 間 3 4日 間

経費 (千円, 8,167 121458 17.689 22.643

秋葉市長の海外出張は日数も経費も増加傾向に
あります。荒木市長の海外出張は年平均18日
平岡市長は22日 です。平成20年 度からは激務や
機内での原稿劫筆を理由にファーストクラスの
移動です。今回肖」除した海外出張もロシアほ
ファーストクラスが無いので使用できませんが
南米ほファーストクラスを使用。
ビジネスクラスとの差額は157万 円です。

ロシア出張の目的は平不8市長会議への賛同、南米
への出張は平和市長会議への活動支援などです。
オバマ大統領のプラハ演説など核兵器廃絶にむけ
て世界が動き出す。また5月にはNPT再 検討会議
もあります。世論を動かすチャンスであることも
わかります。しかし、力0盟都市3000を 超える
平和市長会議への黄同の勝要性は希薄です。
改めて出張を見直し、成果を報告すべきです。宮昌雪営を基                 。l
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少子化に伴い全国的に児童生徒が減少しています。広島市も
平成21年 度の小学生はピーク時昭和57年 の63%、 中学生
はピーク時昭和62年 の57%で す。このため、学校適正酉3置
計画が検討委され、今年1月素案が出されました。

●佐伯区の統合対象校
佐伯区にも今後、統合対象校として検討の
対象にあがっている学校があります。

1)適 正配置検討対象校の選定基準 1各
甲

20人 程度の学級です。仮に20人 以下学級を実施
してもなお」ヽ規模となる学校を対象校とします。
H21年 5月時点、20人 以下で換算した学級数が
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▲ 全」ヽ学校140校 中24校 が対象
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筵象

軸寺尿屈み摂昼に枢昼棚 雛 酪
30校 の適正配置対象校のうち、今回3組の統合が     丁 ら係回の確 人と劇あれよゥ音げ放振破鍛共
5年以内に実施されることになります。           3と しにと,7升昭 子丁
上記以外については、5年 ごとに計画を見直す中で

『
討をしいくこ』こなりま曳

    陥 融協死を撫財解姥

湯来東 湯 来西小学校は両校が遠く離れて
いる為、統合する場合は湯来中学校敷地内

がないため
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コイン過し]か

せんせん桑し≪びし‖参け

コイン通りには招き猫
やSく ろうに蛙、に 支
が、かわいく並んでいます
先日、ウサギの像が設置
され十二支がi前いました。
買い物のとき、自分の
干支を探してなでてみて
ください。さっと福が
きますよ。今後は、七福神の像を設置したり、
金持ち神社を作ろうという計画があるそうです。

他にもコイン
通りは、硬貨に
関係した図柄が、
広島市立大学
との連携で、
郵便ポストや
電話ボックスに
金色で書かれ
ています。

近づいてみてください。頑張つている商I会 です


