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ご あ い さ つ
時下、皆様にはご清祥のこととお喜び申し上げます。
また平素より議会活動、後援会活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、
ロシアのウクライナへの侵攻の戦況が混迷し、世界中のエネルギー、食糧、原材料等の供給に大きな影響が
続き、わが国でも急激な円安も加わって、物価高が国民生活を圧迫しています。加えて世界経済の減速等に伴い中
東で原油減産調整もあり原油価格が再び高騰し影響が懸念されています。そうした中、入国制限がコロナ禍前に戻
され、円安の追い風を受けて再びインバウンドで観光、宿泊関連等が活性化する一方、原油高・円安の悪影響への激
変緩和策が施される間に、強力に適応・発展できるよう変化が求められています。
広島市においては新型コロナウイルスによる打撃を受けた中小零細企業が再挑戦出来る地盤づくりや、楕円形の都心づくりというお題目が掲げられてい
ます。その中、東の核と言われている広島駅周辺と西の核と言われている八丁堀・紙屋町地区のまちづくりに関わる中央図書館について、中央公園から広島駅
のエールエールA館に移転するという発表がありとりわけ市民から異論が出ています。現在地での建替えが前提とされていたものをなぜ議会や市民と十分な
検討をするという過程を省いて移転を行おうとしたのか。反発が強くなり、現在地若しくは中央公園内建替えか広島駅エールエール館への移転かを前提に
図書館機能や立地場所等の比較検討を示し、結論を今年度内に出されることになりました。人生100年時代の広島市の文化・教養を支える施設の在り方につ
いては総合的な見地からの判断がなされるべきと思います。また、
アストラムラインの延伸や広域公園の在り方、宇品周辺地区の活性化、少子化、子育て、高齢
者福祉、障がい者福祉等多くの山積する課題解決の中にも活路を見出していきたいところです。とりわけ、市民生活の基幹となる中区をはじめ楕円形の都
心部の商業の活性化や利便性の向上は将来の広島市を左右するものと考えます。地域と都心の結びつきを再検証し、将来に向けての展望が開ける計画を策
定することが必要と考えます。
そしてご存知の通り、広島市は来年5月に開催されるG7サミットの開催地に決まり、準備が始まっています。ロシアのウクライナ侵攻で日本の地政学的リス
クを再認識させられ安全保障のあり方への考えが変化していますが、被爆都市での開催で世界の耳目を集めることを機に被爆の実相により多くの人に触れて
頂き、核兵器のない世界に向けた機運が高まることを期待すると同時に、広島市の活性化に繋がるようこの機会を活かしていきたいところです。
本号は議員定数、費用弁償等を掲載させて頂きました。お気付きの点等がございましたら、事務所までご連絡下さいますようお願い致します。また、新型コロ
ナウイルス感染症は第7波のピークアウトを見、早期に体制の見直しがなされ、遅延なく適切な医療を受けられる体制が整えられ、予想される第8波及びイン
フルエンザの流行が事なきを得ることが期待されています。
行動制限は解除されていますが、第6波、第7波の実態に鑑み当後援会での大きな集会開催は現時点では見合わせることとさせていただいております。
何卒ご理解下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
（R4.11.3現在）
最後になりましたが、皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、
また引き続きご指導ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げましてご挨拶と致します。

広島市議会議員

永田雅紀
（1）

議員定数・費用弁償
議員定数について
公職選挙法では、特別な事情がある場合を除き、各選挙区における議員の数は人口に比例して、条例で定めなければならない
こととされています。令和２年に行われた国勢調査の人口により各区の選出議員数を算出したところ、区ごとの議員数の見直し
が必要であり、また、人口の少ない区の議員数が人口の多い区の議員数を上回る逆転現象が生じていることが判明しました。
市議会では、議会改革推進会議において議員定数の議論を進めてきましたが、一部会派から区の面積等を考慮するべきであり、
これが特別な事情に当たるため、現状のままでよいとの意見がありました。この意見に対して、他の会派から特別な事情には当
たらないとの意見があったことから、全会派の意見の一致を見ませんでした。
こうした中で、6月定例会において、東区・西区・安佐北区・安芸区を各１人ずつ減とする『４減』の議案と、南区・安佐南区
を各１人増及び東区・安佐北区を各１人減とする『２増２減』の議案が提出されました。
私どもの会派では、逆転現象の解消は必要であり、現状において各区の議員定数を増やすことは市民の皆さんから理解を得る
ことはできないとの考えの下、議員の全体定数を 54 人から 50 人に４人減すれば、各区の議員数を増員することなく、人口に
比例した議員数にすることができ、また逆転現象を解消し、２増２減の場合と比べ、議員一人当たり人口の最大格差は、より小
さいものになるため、
『４減』の議案に賛成しましたが、賛成少数により否決されました。
その後、『２増２減』の議案の採決が行われましたが、私どもの会派としては、現状では特別な事情がない限り、違法な状態
であると考えられることから、この議案に賛成いたしました。

採決の結果、賛成多数により『２増２減』の議案が可決されました。
なお、今回の改正については、来年４月に予定される市議会議員選挙から適用されることになります。
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費用弁償について
広島市議会議員には、毎月の報酬とは別に、本会議・委員会等の会議に出席した
場合、費用弁償として自宅から議事堂までの距離が８キロメートル以内であれば日額
5,000円、８キロメートルを超えれば日額8,000円が支給されます。
この費用弁償についても、議員定数と同様に、議会改革推進会議において議論を進め
てきましたが、全会派の意見の一致を見ませんでした。
この費用弁償について各政令指定都市の議会の状況を見ますと、非支給が11市、
交通に要する費用の実費相当額を支給しているのが４市、定額支給が本市を含め５市と
なっています。定額支給について、他都市は日額1,000円～3,000円であり、本市が
突出しています。
こうした状況を踏まえると、費用弁償については廃止すべきであると私どもの会派で
は意見がまとまりました。
6 月定例会では、
費用弁償を廃止する議案が提出され、
私どもの会派も賛成しましたが、

採決の結果、賛成少数で否決されました。

私としては、このことについて今後も議論を続けていかなければならないと考えています。
（2）

現行では

本会議・委員会等の
会議に出席した場合
自宅から議事堂までの
距離が８km以内であれば

日額

5,000円

自宅から議事堂までの
距離が８kmを超えると

日額

8,000円

史跡中小田古墳群の整備について
１

史跡の概要

２

整備の目的

史跡中小田古墳群は、約500メートルの範囲の丘陵

史跡中小田古墳群を広く市民に公開し、貴重な文化財

上に、３世紀後半から５世紀中頃にかけて12基の古墳

への理解や愛着を深めるとともに、市民の憩いの場とな

（前方後円墳１基、円墳７基、方墳２基、その他２基）

るよう古墳群の保存・活用に向けた整備を行います。

が次々と築造された数少ない古墳群であり、太田川下流
域では傑出した規模・内容を持っています。大和政権と

３

整備の概要

の密接な関係を想起させる三角縁神獣鏡、車輪石等が出

（１）古墳の墳丘や埋葬施設などの保存整備

土し、４世紀中頃の広島地域を支配した首長の墓と考え

（２）古墳群の南北を結ぶ園路（里道）の改良整備

られる第１号古墳のほか、甲冑等の鉄製品が出土し、何

（３）植栽・樹林整備・修景（景観形成）

らかの軍事組織が存在したことをうかがわせる第２号古

ア

墳、墳丘に葺石が施され築造時期のこの地域の置かれた

古墳を中心とした区域における樹林整備と間伐
等による眺望確保

特性を示す第５号・第６号古墳など、重層的な土地利用

イ

がなされ、広島市域の歴史・文化を考える上で極めて重

竹林の伐採等による森林管理

（４）イノシシによる洗掘など古墳等のき損防止のための

要な遺跡です。

防護柵の設置
（５）案内板・誘導標識等の整備

（国史跡指定年月日）

平成８年11月11日

（所

広島県広島市

在

地）

（６）管理・便益施設の整備
ア

整備（北側入口付近）

安佐北区口田南町字胡磨ヶ谷、
イ

字岩坪、口田南三丁目（下図参照）
（所

有

者）

（指 定 面 積）

第４号古墳付近の眺望の良い箇所へのあずまや
の整備

広島市（平成16年度に公有化完了）
107,390.05㎡

トイレ、案内・休憩所等が一体となった施設の

別紙

ウ

園路沿いの主な地点へのベンチの設置

エ

駐車場整備（北側入口付近、砂防堰堤管理道終
点付近を候補）

４

今後の事業費（概算）
実施設計費等

1,911万7千円
（令和４年度予算に計上）

整

備

費

約5億円
（駐車場整備に係る用地購入費及び整備費等を除く）

５

今後のスケジュール（予定）
令和４年度… …………… 実施設計
令和５～９年度… ……… 整備工事（主要部分）
令和10年度… ………… 供用開始
なお、令和10年度以降、残りの整備を進め、令和12
年度完了予定としています。

（3）

永田

インターネットでの入会方法

1

パソコンから

ながた まさのり

雅紀

永田雅紀

www.nagatamasanori.com
スマートフォンから

・愛情ある教育
ALL VOICE

ここをクリック

この画面が出たら下へ

・活力を生む政策
・心のかよう福祉

永田雅紀（ながた まさのり）
プロフィール
・昭和30年（1955年）8月生まれ
・広島市立中島小学校、
広島市立大手町中学校（現 吉島中学校）
崇徳高校、日本大学理工学部卒
・民間企業で16年間勤務
・平成7年（1995年）広島市議会議員に初当選
現在7期目
・広島市議会議長（平成27年度～令和元年5月1日）
・令和4年度所属委員会  厚生常任委員会委員

直接入力される場合

2

次世代に責任を！

永 田 雅 紀 後援会入会のご案内

広島市議会議

この画面が出ますから、
後援会入会フォームに必須事項を
ご入力ください。

皆様の声は力です。
後援会事務所

〒730-0822  広島市中区吉島東1丁目9-5-201
TEL/FAX（082）241-2381
e-mai：mn-net@triton.ocn.ne.jp
●公式ホームページ
www.nagatamasanori.com
●後援会ホームページ
www.nagatamasanori.com/
kouenkai/kouenkai.html

LINEをご利用の場合

2 （LINEアプリを取得されていない方は取得をお願いします。）
LINEアプリの取得を確認してください。

3

記入内容を確認した後

4

送信する

✔ チェックしてください。
をクリックしてください。

後援会入会申し込み書
お 名 前
ご 住 所
電話番号
※お預かりした個人情報は、後援会活動のみに使用いたします。
（4）

3

右のQRコードを
読み取ってください。

4

下記の表（後援会入会申し込み書）に書き込み、
写真を撮って、そのまま送信してください。

