い︑そうなると︑このまちづく
りは一切なくなるなどの声を聴
いている︒今の計画は︑いい面︑
悪い面も中にはあるが︑含めて
早く進めていただきたい︒など
︵旧理学部１号館の劣化状況調
査の結果など︶
▼時間がたてばたつほど難しく
なるので︑結論は早めに出して
いただきたい︒
▼市民の意見を広く聴くため︑
検討委員会の設置も必要ではな
いか︒
▼国内外でも例がある正面を残
す案で早く決断していただきた
い︒
など
●広島西飛行場跡地の活用
※市から︑広島県と本市で策定
した︑活用ビジョンの実現に向
けて︑広島県とともに︑民間事
業者へヒアリングを行ったこと
や広島県等と協議しながら︑道
路の計画について予備設計など
の検討を行っていることなどの
説明があった︒
●広島駅周辺地区の整備
︵広島駅南口Ｂブロック・Ｃブ
ロック市街地再開発事業︑二葉
の里土地区画整理事業︑広島駅
自由通路等の整備︑路面電車の
進入ルートを含む広島駅南口広

よう︑国が責任を持ってやる
べきであり︑自治体としても
そのことを要望していくべき
である︒
▼元気で長生きしようと思え
ば︑国や地方の力も借りなく
てはいけないが︑基本的には
自分が積極的に健康づくりに
励むということが一番ではな
いか︒
▼地域包括支援センターの実
態に応じた増員や民生委員の

場の再整備等に係る検討状況︶
▼新幹線口広場の再整備に当
たっては︑交通渋滞の課題を解
決していただきたい︒
▼駅西の商店街︑西蟹屋や南蟹
屋についても︑今後の目標の一
つに挙げていただきたい︒
▼広島駅周辺地域を総合的にど
のように活性化させていくのか
ということが︑一番重要な施策
ではないか︒
▼今後の広島市の大きな事業に
ついては︑計画段階から周辺の
皆さんの意見を聴きながら推し
進めていくことが今から一層必
要である︒
▼Ｃブロックへ行くペデストリ
アンデッキと東郵便局へ行くペ
デストリアンデッキをつなぐた
め広電の乗降場の上を越える必
要があるが︑そのような方向で
ＪＲと協議していただきたい︒
など
２ 公共交通体系づくり
︵アストラムライン延伸事業の
整備プログラム︵案︶など︶
▼地元はアストラムラインが来
ることを待っていると思うが︑
市全体を見渡すと︑なかなか今
ということにはならないのでは
ないか︒

︵本市における特別支援教育
の現状や取り組み内容︑ＩＣ
Ｔの利活用による指導の充
実︶
▼発達障害の生徒は高校にも
いるが︑十分な支援がないと
引きこもりになったりして︑
保護者の方も悩まれているこ
ともあるので︑高校教育での
そういう配慮の必要な生徒へ
の支援もお願いしたい︒
▼ＩＣＴの利活用に関して︑

▼己斐から直接に西風新都に乗
り込むのは非常に意義ある交通
体系の見直しである︒
▼投資効果というものを出して
いただきたい︒また︑財政にど
ういう影響を与えるかも並行し
て分かりやすく出していただき
たい︒
▼団地の高齢化が進む中で︑ア
ストラムラインに乗るまでの不
便さがあることを理解して︑ア
ストラムラインの周辺整備をど
のようにしていくかということ
も考えていただきたい︒
▼現在の会社経営を一生懸命考
え︑その上に立った︑将来構想
として︑今後も検討していただ
きたい︒
など

いただきたい︒
▼新しい総合事業への移行は
２年間の実施延期も可能であ
る︒国のモデル事業では︑強
引に介護保険の認定を打ち切
るなど大いに問題がある点を
踏まえれば︑２年間延期して
十分検討すべきである︒
▼介護保険料の設定について
は︑ 少 し で も 軽 減 で き る よ
う︑何らかの対応をしていた
だきたい︒
など

正明
芳雄
竜史
好造
範彦
洋美
賢治
修
新三
和彦
健一
誠
弘

な問題です︒委員各位の貴重
な意見を真摯に受け止め︑こ
れらの課題に対する取り組み
を推進していただくよう︑強
く要望するとともに︑昨年８
月の豪雨災害からの復旧︑復
興に関しても︑これまでの議
会での議論を踏まえ︑国︑県︑
市が連携して︑迅速な砂防事
業︑一日も早い被災者の生活
再建に全力で取 り 組 ん で い
ただくことをお願いします︒

委員長 三宅
副委員長 碓氷
石橋
委 員 渡辺
八條
中原
元田
谷口
若林
金子
田尾
山本
中本

︵公共交通の機能強化策︵案︶
など︶
▼地域によって公共交通機関の
状況が違うので︑地域の実情を
しっかりと把握して︑そのこと
を踏まえて︑しっかりとした公
共交通体系を作っていただきた
い︒
など
以上が︑本特別委員会におけ
る調査の概要です︒本特別委員
会で調査・研究した項目は︑本
市が創造力と活力に満ちた都市
として発展していく上で︑非常
に重要なものです︒委員各位の
貴重な意見を真摯に受け止め︑
これら施策等の推進に当たって
いただくよう︑
強く要望します︒

３月 日の本会議において︑調査特別委員会︵都市機能向上対策特別委員会︑安心・安全社会づくり対策特別委員会︑都市政策特別委員会︶の各委員長から︑これまでの調査・研究の概要について報告がありました︒

きたい︒
▼ピッチの近くで選手のプレイ
が身近に見ることのできる専用
のサッカー球場は必要である︒
市民球場跡地はマイナス要素が
あり︑みなと公園の方が有利性
は高いと考える︒十分絞り込ん
でもらい︑あと半年の中で結論
を出していただきたい︒
▼広島みなと公園とする場合
は︑港湾計画の変更手続などで
５年以上の期間を要する︒場所
は決定していないが︑先送りで
はなく︑リアリティを持って︑
過度な負担をまちへ掛けず︑英
知を集結させて実現に向けて前
進していただきたい︒
▼広島市は︑たくさんの署名を
無視して︑市民同士の対立をあ
おることばかりやっている︒そ
の対立を鎮静化する方向にいっ
ていない︒もっとトップの熱意
を感じさせていただきたい︒
など
●広島大学本部跡地の有効活用
︵﹁ ひ ろ し ま の﹃ 知 の 拠 点 ﹄ 再
生プロジェクト﹂の事業計画案
の概要など︶
▼地元の方から︑ 年間待って
き た︑ こ の チ ャ ン ス を 逃 し た
ら︑あの場所は切り売りしかな

会へ行かない人をどうするか
といったことについても計画
に反映していただきたい︒
など
２ 高齢者施策推進プラン
︵平成 年度から平成 年度
を計画期間とする現行の高齢
者施策推進プランの進捗状
況︶
▼老後を安心して暮らしてい
くために︑利用する人︑支え
る人︑そして自治体にとって

アストラムライン

なお︑紙面の都合上︑委員の意見を中心に掲載しています︒

明も並行的に考えて取り組んで
いただきたい︒
▼屋根付きイベント広場はさま
ざまなイベント開催のほか︑修
学旅行生の昼食場所にもなると
のことであるが︑イベントの開
催や天候によっては︑修学旅行
生の昼食に利用できないのでは
ないか︒大型バス駐車場は修学
旅行の誘致に必要であるが︑民
間の施設が動いてくれたらとい
うような保証ができない話をし
てはいけないのではないか︒
▼市長は︑対話︑ビジョン︑実
行を掲げているので︑十分︑対
話を持って︑また︑市民の皆さ
んの意見を聴いて︑より良い中
心部を創っていただきたい︒
︵サッカースタジアム検討協議
会の﹁提言﹂など︶
▼広島みなと公園については︑
国庫補助金を返還しなくてもよ
くなる可能性を探っていただき
たい︒また︑旧市民球場跡地に
ついては︑安全性は施設を建て
るときには最優先の基本である
ので︑今後検討されるに当たっ
ては︑しっかり検証していただ

都市機能向上対策特別委員長報告

本特別委員会において調査・
研究を行った各調査項目に対す
る委員の意見は次のとおりで
す︒
１ 当面する都市活性化に関す
る課題
●旧広島市民球場跡地の活用等
︵平成 年度末に公表した活用
方策を具体化するため取りまと
められた﹁旧市民球場の空間づ
くりのイメージ﹂の内容︶
▼広島市の中心部で︑これだけ
の空間をいかして︑市民が集う
場も確保することができる︒ま
た︑商業施設も周辺にあり︑市
民の憩いの場所になるのではな
いか︒このイメージに沿った形
で︑市民に共感を得るような説

本会議で報告する
三宅 正明 委員長

安心・安全社会づくり対策特別委員長報告
▼重度の障害を持った呼吸器
等の医療的ケアが必要な障害
者の保護者から︑短期入所や
日中一時支援の施設が少ない
という要望が出ている︒そう
した現場の保護者の意見をよ
く聴いて施策にいかしていた
だきたい︒
▼地域の子育て支援拠点であ
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本特別委員会において調
査・研究を行った各調査項目
に対する委員の意見は次のと
おりです︒
１ 子ども・子育て支援
︵
﹁ 子 ど も・ 子 育 て 支 援 事 業
計画﹂の内容や策定方法等︑
保護者を対象とした﹁ニーズ
調査﹂や就学児童・生徒を対

24
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