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広島市議会議員  木 島　 丘 

平成 28 年 11 月 

「平成 28年第 3回広島市議会定例会」

平成 28 年 9 月 16 日から 9 月 30 日まで 15 日間の会期で開催された。

　副議長選挙の結果

谷口　修 議員が新しい副議長に選任された。

　投票総数 54 票中 52 票。白票 2 票。

　私の記憶の中でも全くない満票と同様の票に、氏の努力と研鑽、そして今後への期待を議

員全員がもっている事を感じた。

　谷口修議員の副議長就任により、新しい役員が決まった（敬称略）。

　　文教委員長　　竹田康律

　　大都市税財政・地方創生対策委員長　　西田　浩

　　　　　　　　　　　　　　副委員長　　山内正晃

補正予算 2,785万 4千円の減額補正

主なもの

総合福祉センター管理 1,081 万 2 千円 指定管理者

社会福祉法人　広島市社会福祉協議会

小規模福祉施設の消防施設整備

補助

1,287 万 9 千円 小規模福祉施設等に消防設備をする業者

にその経費の一部補助

スプリンクラー整備補助　1,132 万 9 千円

火災報知施設整備補助　　　　　155 万円

介護ロボット導入促進事業 4,122 万 4 千円 介護従事者の負担軽減にロボットを導入

する業者への補助

46 事業者　限度額　92 万 7 千円／事業者

農業基盤整備 6,131 万円 沼田町大原地区

農林業災害施設災害復旧 6,150 万円 災害復旧　農地　5 か所

　　　　　林道　3 か所

公園施設災害復旧 4,800 万円 災害復旧工事　江波皿山公園

学校施設の非構造部材の耐震化 2,700 万円 窓ガラス飛散防止　他

新しいタイプの高校整備 △3 億 7,443 万 9 千円 入札不調を受け

県負担金　1 億 8,722 万円

市　　債　1 億 3,800 万円

一般財源　　　4,921 万円

子どもの居場所の確保 8,366 万円 放課後児童クラブの増設等
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　9 月補正で大幅な減額修正が起こったのは、市の見通しの甘さと、県負担金の減額です。

　来年度予算には増額して上程するとの事。

　平成 29 年度・30 年度で債務負担行為の限度額は 44 億 5,341 万 7 千円から 52 億 6,880 万

1 千円に増額されることが可決されました。

　　　　　　   27 年度　決算委員会設置

　　　　　　　　　　　委 員 長　今田良治

　　　　　　　　　　　副委員長　星谷鉄正　桑田恭子　宮崎誠克

荒下地区区画整理事業

　荒下地区の区画整理は、個人から借上げていた旧県営住宅跡地をもとの地主に返した土地

である。地主が高度利用するために区画整理しようとするもので、民間主導の区画整理事業

である。

　そして、その中の市有地は減歩はないのが普通である。

　当時の市の病院事業局長は 2 m 盛土をした土地を買い、広島市は 1 m 更に盛土して病院を

建てる。「高低差が 4 m 以上ある土地で工事費がかさみ、その上、地盤沈下の懸念が有るが」

と質問すれば、「直ちに地盤が安定し工事費も増額しない工法があると工事関係者が話してい

る」と自信はしめしたが、工法の名はかたくなに拒んだ。

　以前、市政報告（平成 26 年 3 月）で報告したが新めて荒下地区の現況地盤高の図を提示

する。
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　竹中土木の案では盛土約 130,000 m3、切土約 10,000 m3、地盤高は 28 m、図で見ると、道

路よりかなり低い。買った土地に更に広島市が 1 m 盛土をする。「JR 可部線利用促進同盟会」

の組織図を見ると、構成員には荒下土地区画整理組合準備会の役員も加入されている。しか

も、この会議には広島市道路交通局都市交通部・安佐北区役所も出席している。

　会議は平成 24 年 3 月からたびたび行われている。

　終点駅用地は鉄道廃線敷（所有　広島市）の代替で、所得費は 0 です、と度々道路交通局

は説明した。

　これが区画整理が遅れるので「直接買収します」と言い出した時、広島市も同盟会も承知

されていたとの疑念が残る。特に広島市当局は、議会や住民に丁寧な説明がいる。竹中土木

が言っていると話した病院事務局長の答弁は何だったのか？

　議員をその場しのぎで誤魔化したとしか思えない。

　終点用地 7,250 m2、うち取得用地 5,200 m2

　金額　1 億 2,486 万円　単純計算で m2 約 24,000 円

　ほとんど盛土の必要のない土地である。

　平成 25 年第 3 回定例市議会で「荒下が 20 億円で買えるなら現在地を 20 億円で売却すれば

広島市に金の出入りはない」、あたかも荒下 40,000 m2 が 20 億円であるかのように議員から

質問された。最終的には時価で買いますと答弁したが、私には広島市が高額で買い入れる布

石と写った。

　そして、本年 6 月定例市議会で竹中土木の撤退が表明された。

　その撤退の理由は説明されることはない。

　病院予定地は、この土地より条件が悪い。

　今、東京都には土地取得、建築物に問題が上がっている。「他山の石」として慎重な対応を

求めておく。

　この区画整理予定地には廃線敷約 4,100 m2 と市道 3 区 884 号線約 1,200 m2 計約 5,300 m2

の市有地があること。それと 1 億 2,486 万円を広島市が支出していることを忘れてはいけな

い。

　今回 9 月定例に合わせて「広島市荒下土地区画整理組合（仮称）設立準備委員会」業務の

代行者「一般財団法人広島県まちづくり土地区画整理協会」、そしてマスメディアは測量が始

まった事をテレビで写した。しかし代行者はまず測量し、その後で設計をする。すぐ工事が

進捗すると言うことではない。

　いずれにしても、これまでの経緯は民間の事業だから「広島市は承知していない」とはい

えまい。これだけ深く関与している。竹中土木撤退も含めて説明責任を果たすべきだ。

自由民主党・保守クラブ承認済
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市道　安佐北３区 884 号線 延長 297.02m

　荒下の区画整理が不透明な時に「安佐市民病院跡地活用検討協議会」が作られ、市側 2 名

が入って安佐北区コミュニティ交流協議会 7 名で協議されているが、その内容が地元に報告

されないままで既成事実化されようとしている。「否。広島市はしようとしている。」
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平成 28 年 10 月 17 日議会各派に

「新安佐市民病院（仮称）整備基本計画」地方独立行政法人　広島市立病院機構

が配布された。

「基本構想」（平成 25 年 3 月）

担うべき医療の基本的な方向性

　①高度で先進的な医療機能の拡充

　②北部地域の病院支援と患者の受入れの拡充

　③地域に根差した医療機能等の拡充

　④患者の視点に立った医療の提供

　⑤働きやすい職場環境の整備

基本的な整備方針として病床数　現行どおり 527 床とする

「建替え基本計画策定の骨子」（平成 26 年 7 月）

　　　　　（略）

「安佐市民病院の機能分化整備方針」（平成 27 年 9 月）

　①荒下地区に整備する病院

高度・急性期医療機能、災害拠点病院としての機能及びへき地医療機関としての機能は

荒下地区に移転し整備する

　②現在地の北館に整備する病院

日常的に高齢者等の地域住民が受診できる機能は、引き続き、現在地に残し整備する

　この冊子の発行　平成 28 年 10 月

　　委託者　地方独立行政法人　広島市立病院機構

　　　　　　〒 730-0037　広島市中区中町 8 番 18 号

　　受託者　株式会社　病院システム

　　　　　　〒 171-0031　東京都豊島区目白 2-16-19

　区画整理が難航しようが病院建設は無理してでもするとの市当局の意志が読みとれる。

　北館に設置する病院は一般の医院と同じで紹介されて診察してもらえる大病院ではない。

　市長が「病院を残す」と言われた時の地区民の思いと現実はあまりにもかけ離れている。

　又、安佐医師会に移託したいとのことだが、かつて安佐南・北の市議会議員を集めて「現

在地での建て替え荒下移転反対」を賛成 279 票、反対 51 票で医師会として現在地に機関決

定をしたと報告された後、その後間無しに新聞記事でどちらでも良いと報道された事実がある。

　この度の件にどんなかかわりがあるのか判らないが今後に注目したい。



（6）

安佐市民病院北館の利用方法

　平成 27 年 8 月 29 日 安佐北区福祉センターで市長は病院は残すと明言された。参加したも

のの一部は安心した。

　その後、安佐北区連合町内会会長が、9 月議会の最中に市長に多くの反対があっても荒下

地区への移転に賛意を表した。勿論、一部病院機能を残すのが前提であったが。

　その後、広島市病院機構は案を示した。

　荒下地区の本館は450床、診療科目32科目、手術室13室、救命救急センター整備ヘリポー

トを併設。

　北館の病院は総合内科 1 科。外科等はない。診察室 3 室と処置室 1 室、ベッド数は 77 床、

ただし緩和ケア病床 20 床、実質 50 床程度となる。これを安佐医師会と協議して依託したい。

とのことだが安佐市民病院の退院者のみでこの病院で受診された人と小児救急・慢性患者以

外はほとんどいないのではと懸念される。

　安佐南区の広島市総合リハビリテーションセンターの診療科目は 10 科目、病床数 100 床

　又、安佐地区内には 30 床以上の病院は広島市立の 2 病院を除いて 16 病院もある。

　当初、区民が期待していた病院とは格段の差があるのではないか。

　民間委託した安芸市民病院は診療科目 6 科目 140 床である。

　昨年 8 月 29 日市長の言葉を信じた住民は跡地利用の代表者達への不信を深めているので

はないか？　住民には強行ではなく、説明が必要。


