●主要事業に関する国への要
望
▼放射線影響研究所の移転と
併せ、同研究所から核兵器が
人体に及ぼす影響の資料も出
してもらうよう要望書に記載
していただきたい。
など
●党派別要望に係る広島市個
別要望事項
本特別委員会の委員による
国会の各党派への「財源の拡
充についての要望」に併せ
て、本市の個別要望を行う機
会が持たれているため、本市
の主要事業に関する国への要
望事項を次の通り選定しまし
た。
保健・医療・福祉サービスの
充実／道路整備事業の推進／
都 市 再 生・ 都 市 基 盤 整 備 の
推進／都市災害への対応／
２０２０年までの核兵器廃絶
に向けた取り組みの推進
２ 地方分権の推進
▼国に提案している全国ひと

への転出超過を減らすために
は、転入・転出の要因を分析
して、若い世代を引き留める
にはどうすればいいのかとい
うことを、ＰＤＣＡサイクル
を行うのであれば、検証して
ほしい。
▼バスの再編は、市内中心部
だけにとどめず、地域の実情
を踏まえた取り組みにしてい
ただきたい。
▼公共交通の利便性を上げる
ため、路面電車やＪＲの定時
性や速達性について事業者と
協議していただきたい。
▼広島の拠点性強化に向けた
懇話会から出た意見について
は、市民の意見も聞き、広島
市にとって何が大事かという
ことを検討した上で実施して
いただきたい。
▼計画の実行に当たっては、
最初に行政が仕掛けて民間へ
広げていく仕組みを考えてい
ただきたい。
など

４ 行政改革の推進
▼これ以上の人員削減は考えら
れないので、質の向上を図ると
同時に、必要な人数を確保し、
大きな災害があっても通常業務
を行いながら対応できる職員数
を確保していただきたい。
▼経営は大変重要な観点である
が、成果ばかり求めると必ずし
わ寄せが来るところがあるの
で、事務・事業を成果主義が導
入できる事業とそうでない事業
に分けて、計画を持続可能なも
のにしていただきたい。
▼計画期間を平成 年度から平
成 年度とする、新たな行政改
革計画と財政運営方針を平成
年度中に取りまとめるとしてい
るが、市民や企業の意見も十分
聞いて進めていただきたい。
など
本特別委員会で調査・研究し
た項目は、人口減少がもたらす
地域社会の課題に的確に対応
し、真の分権型社会の実現や地

財源の計画を立てた上で、事
業の採算性を示していただき
たい。
▼五月が丘団地のルートは、
断面図だけでなく高架橋や駅
の構造などを具体的に示し、
住民の理解が得られるよう説
明を行う必要がある。 など
●都市計画道路の整備方針の
策定
▼見直しで整備することに決
めた路線については、早期に
事業着手していただきたい。
▼具体的に路線名を方針決定
した際は、地元の意見をしっ
かり聞いて、円滑な事業推進
に取り組んでいただきたい。
など

委

員

委員長 宮崎誠克
副委員長 石橋竜史
森野貴雅
定野和広
平野太祐

ず、サッカースタジアムの建
設候補地となっていたことか
ら、十分な活用が図られてい
ない状態が続いていました
が、この度、サッカースタジ
アムの建設候補地が中央公園
広場に絞り込まれたことか
ら、中央公園全体の在り方も
含めて、その活用の具体化に
向け、早急に取り組むことを
強く要望します。

委員長 元田賢治
副委員長 竹田康律
森畠秀治
委 員 海徳裕志
三宅正明
大野耕平
碓氷芳雄
八軒幹夫
星谷鉄正
中原洋美
今田良治
若林新三
佐々木壽吉
土井哲男
碓井法明
種清和夫
中本 弘

方創生の取り組みを推進してい
くために、非常に重要な課題で
あります。
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、強く要望します。

３月 日の本会議において、調査特別委員会（大都市税財政・地方創生対策特別委員会、都市活性化対策特別委員会、平和推進・
安心社会づくり対策特別委員会）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。
なお、紙面の都合上、委員の意見を中心に掲載しています。

り親世帯等調査における住民
基本台帳データの利用が実現
した場合は、慎重なデータ管
理に努めていただきたい。
▼国に対して規制緩和を提案
する前に、まず広島市が知恵
を出して、市民のためにでき
ることを行っていくようにし
ないといけない。
▼職員が国勢調査の調査員と
して従事する場合の基準を緩
和する際は、業務への支障や
職員の休暇など、よく考えて
行っていただきたい。 など
３ 地方創生への取り組み
▼中四国地方のリーダーとし
て、札仙広福の競争を繰り広
げていくことが東京一極集中
を弱め、地方の再生につなが
ると思う。
▼まちに魅力がなかったら、
大学生はそのまちに就職しな
いと思うので、魅力的なまち
にしてほしい。
▼若い世代の東京圏・関西圏

▼向洋駅周辺については、当
初設計から変更がなく、周辺
住民から早く進めてほしいと
いう要望が強いことから、第
Ⅰ期工事を早く始めていただ
きたい。
▼今回の見直しは工事費を安
くするために始まったが、こ
の見直しを行うと将来的に変
更できないので、財政のバラ
ンスをとって好転するまで工
期を延期し、将来的に当初計
画に近づいていけるような運
び方で努力していただきた
い。
▼全体の工期だけでなく、着
工までの期間も短縮し、早期
に着手できるようにしていた
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▼安佐南区の団地群に地域拠
点型の都市機能誘導区域の設
定がされていないが、若者が
住み続けるためにも、区域の
設定について検討していただ
きたい。
▼広島市の目指すまちづくり
の全体像を分かりやすく市民
に周知していただきたい。
▼立地適正化計画の対象区域
外の方々の意見も聞いて進め
ていただきたい。
など
●地域公共交通再編実施計画
の策定
▼共同運行で実施する循環線
の導入を機に、他の路線の共
同運行も進めていただきた
い。
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調査特別委員長報告

のメンタルな部分や貧困の問
題など教育環境は複雑になっ
ていることから、これを受け
止める体制を充実すべきであ
る。
▼道州制について、２００万
人広島都市圏構想も含め、広
島市としても方向付けを考え
ていかなければならないので
はないか。
など
●大都市財政の実態に即応す
る財源の拡充についての要望
▼財源をこのようにすると、
国の形がこう変わりますと
いった提案も同時にしていか
ないと、対応してもらえない
のではないか。
▼地方交付税と臨時財政対策
債が同額ぐらいになってきて
いることから、臨時財政対策
債の廃止については力を入れ
ていただきたい。
など

力していただきたい。
▼サッカースタジアムを使用
しない日は、市民が広場を使
用できる方法をしっかり考え
ていただきたい。
▼基町のまちづくりについて
は、サッカースタジアムの建
設とは別にして、基町地区の
住民からの要望もきちんと受
け止め、着実に進めていただ
きたい。
▼基町のショッピングセン
ターは、基町地区以外の方々
も訪れるような活性化対策を
考 え て い く 必 要 が あ り、 ま
た、新たに入居している学生
等とも一緒になってまちづく
りをしていくという機運も
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大都市税財政・地方創生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通
りです。
１ 当面する都市活性化に関
する課題

災機能施設があれば、広島市
の防災機能も大きく向上する
ため、防災機能を備えたスタ
ジアムにしていただきたい。
▼広島市が事業主体となるの
であれば、市民球場が移転す
るときと同様に、市民の代表
である市議会の意見を反映す
る場や関係団体等を含めた議
論の場が必要であり、やり方
があるのではないか。
▼広島市が事業主体となった
以上は、リーダーシップを発
揮 し、 誰 も が 納 得 す る メ ン
バーによる組織を作り進めて

都市活性化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通
りです。
１ 大都市税財政制度の充実
強化
●指定都市の国の施策及び予
算に関する提案
▼教育分野で、国においては
子どもが減るから教員も減ら
そうという動きがあるが、子
どもが減っても、子どもたち

本会議で報告する
元田賢治委員長
本会議で報告する
宮崎誠克委員長
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