
本市では、乾パンとアルファ化米
の 2 品目を水防倉庫等に備蓄してい
る。現在、東日本大震災の被災者支援
のために提供した後のため、備蓄数は、
乾パン1,296食、アルファ化米600食の
備蓄となっている。
○海フェスタおのみちについて
東日本大震災復興支援イベントと

して開催する「おのみち灯りプロジェ
クト」の主な行事、実施主体などにつ
いて聞きたい。
主な行事については、鎮魂や復興

への願いを込めて約6,000個のぼんぼり
に点灯する、「希望の灯りまつり」や、
東京ディズニーリゾートも参加する夢
と希望の「シーサイドパレード」であ
る。また、本市から、応援のハーモニ
ーを届ける「おのみち音楽祭」など予
定している。この「灯りプロジェクト」
は、海フェスタのプレイベントとして計
画し、地域のイベントを中心に実施して
いくが、「シーサイドパレード」につい
ては、尾道青年会議所に協力いただくこ
ととしている。

○尾道教育さくらプラン 3について
「学力向上を図る事業」と「中学

校の授業改善を図る事業」の具体的内
容について聞きたい。
「学力向上を図る事業」は、小学

校、中学校とも実行委員会を組織し、
共通課題のもとに、教員が協力して問
題集を作成する。そして、その問題集
を市内全ての学校で活用し、チーム尾
道として、学力の定着を目ざしていくも
のである。「中学校の授業改善を図る事
業」は、目指す授業像を明らかにして、
大学の教授などを中心とした複数の講
師等による授業評価を得て、各校での
授業改善を図っていくものである。
○学校の耐震化について
学校の耐震化事業は少なくともこ

れから10年間、教育委員会にとって最
重要課題となると思うが、教育長にそ
の認識はあるか。
学校施設は、児童・生徒にとって

一日の大半を過ごす学習生活の場であ
るとともに、非常災害時には地域住民
の応急避難場所となるなど、その安全
性の確保は極めて重要であると認識し
ている。先般、国においては、全国の
公立小中学校施設の耐震化を平成27年
度までに完了させる方針が出されたと

ころであり、広島県においても、これ
を受けて、従来計画を12年前倒しし
て、平成27年度までに完了することと
している。本市における耐震化は、昨
年 8月の財政運営見通しでは、年間約
5億円の事業費で計画しているが、完
了までに10年程度かかる見通しだった。
今後は、出来る限りの前倒しを図り、
国や県の完了予定年度に近づけたいと
考えている。
○財政の問題に関連する市長の姿勢について

市は尾道市の税収を増やす施策に
ついてどのような政策を持っているのか。
力強い「経済」づくりをすること

が重要であり、交通アクセスの優位性
を活かした企業誘致や、市内企業の活
性化を図ることが最も効果的であると
考え、取り組んできたところである。
最近では、尾道流通団地に誘致をした
日本生活協同組合連合会が、 4月から
第 2期工事として、尾道冷凍流通セン
ターの建設工事に着手され、完成後は
新たに約350人の雇用が見込まれてい
る。今後とも、増産投資への積極的な
支援などによる地域経済の活性化や、
働く場の創出を進めることで市税収入
の確保に努めていきたいと考えている。
○防災対策・危機管理について
尾道市の防災計画はどの程度の災

害を想定しているのか。
平成19年 3 月に東南海・南海地震

の被害想定が盛り込まれた広島県地震
被害想定調査報告書が示され、そのデ
ータ等に基づき、尾道市地域防災計画
を策定しているものである。また、東
日本大震災を受けて、被害想定の見直
しが示される予定であり、それを受け
本市においても計画の見直しに着手す
ることとしている。
○尾道市における基幹系システムの更
新について
基幹系システムの変更は、どのよ

うな考えのもとどの段階まで進んでい
るのか。
今回システムの更新を行うことに

より、法令改正に伴う改修の費用等が
軽減されるとともに、平成21年 7 月に
公布された外国人住民を住民基本台帳
法の適用対象とする「住民基本台帳法
の一部を改正する法律」への対応も容
易となる。進捗状況については、現在
の更新のためのシステム構築業者を決
定し、平成24年 4 月の稼動に向けて担
当課ごとの業務内容のすり合わせ等準
備を進めている段階である。
○廃棄物処理問題について
ごみ処理施設とし尿処理施設の現

状について聞きたい。また、耐用年数
は何年か。
ごみ処理施設の、尾道市クリーン

センターは稼動後17年、因瀬クリーン

センターが20年経過し、し尿処理施設
のおのみち地区し尿処理現場は稼動後
15年、因島クリーンセンターは22年、
瀬戸田汚泥再生処理センターは10年経
過している。これらの施設の耐用年数
は国の基準では25年と言われているが、
補修等を行う中で使用年数は伸ばせる
ものと考えている。

因瀬クリーンセンター

○教育行政について
公民館で学校帰りの子どもたちを

預かり、地域の人との交流の中で地域
愛を育む取り組みはできないか。

現在、子どもたちの放課後の安
全・安心な居場所である放課後子ども
教室や放課後児童クラブに部屋を提供
している公民館が 6館ある。公民館が
独自に子どもを預かることは、当面は
困難だが、すでに利用者の年齢層の拡
大に向けて、主催講座の見直しを進
め、子どもたちの学びを支援する囲
碁・将棋・茶道・いけばな・英会話・
食育などの子どもを対象とした講座を
開設する公民館が増えている。こうし
た営みをヒントに、将来的に子育て支
援を公民館の役割に加えることを研究
してみたい。
○宿泊型観光産業の振興について
現在の観光産業規模をどのように

認識しているのか。
平成22年の総観光客数は618万人、

うち市外からの観光客数は462万 6 千人、
そして観光消費額は228億円である。
○農業について
遊休農地、耕作放棄地を貸し農園

として活用できないか。
遊休農地や耕作放棄地を、集落法

人、認定農業者、農業参入企業などの
担い手が中心となって、持続的・安定
的な農業経営を目指す取り組みにおい
て活用することが重要と考えている。
なお、貸し農園の取り組みは、都市住
民の農業への理解を深め、農村集落の
活性化に繋がる有効な施策の一つと考
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えているが、管理・運営面の負担も生
じるため、既存の市民農園も含め、実
施方法についてＪＡと連携して検討し
ていく。
■委員会での審査
○総務委員会
◆基幹系システム構築委託料について

基幹系システム構築委託料を当初
予算 2億円に加え、新たに 6月補正で
1 億900万円を計上した理由について
聞きたい。
次期システム構築業者との協議に

より、システムの運用開始が平成24年
10月から平成24年 4 月に変更になった
ため、平成24年度予算に計上予定だっ
たデータ抽出費用を今年度執行するた
めである。
高額な予算計上をしているが、業

者をどのように選定したのか。
システムの再構築及び運用を含

め、 5年間で 2割程度の経費削減を図
ることを仕様書に定め、業者によるプ
ロポーザル方式により審査するととも
に、尾道市の業務内容に合致している
業者を選定した。
◆緊急雇用対策基金事業費について
緊急雇用対策基金事業費の賃金及

び委託料について聞きたい。
賃金については、てっぱんの撮影

セットのゴールデンウィーク時の開設
に伴い、配置した臨時職員に関するも
ので、事前に予算から流用した金額を
再度賃金として計上するものである。
委託料については、てっぱんの撮影セ
ット展示に係る施設管理及び観光案内
サービスを観光協会に委託するための
ものである。

てっぱんの撮影セット展示場所

◆尾道市自転車駐車場設置及び管理条
例の一部改正について
市が管理している尾道駅周辺の駐輪

場には何台分の駐輪スペースがあるのか。
この度の条例で追加する台数も含

めて約1,900台のスペースがある。

市営駐輪場

尾道の玄関口である再開発ビル前
には路上駐輪がされているが、そこに
人を常時配置して路上駐輪の整理をす
べきではないか。
今まで時間を区切って人の配置は

行っていたが、常時配置することにつ
いては検討していない。関係者で路上
駐輪に対する対応策を再度検討してい
きたい。
○民生委員会
◆児童福祉費の備品購入費について
児童福祉費の備品購入費増額補正

の理由について聞きたい。
児童虐待防止事業に使用する自動

車と備品の購入費について、広島県安
心子ども基金に補助金申請をしていた
ところ、 3 月に支給決定の内示があ
り、補正の提案をする結果となった。
自動車の配置場所と使用目的につ

いて聞きたい。
軽自動車を 2台購入して本庁と因

島総合支所に 1台ずつ配置し、家庭訪
問や周辺地域での事情聴取、関係機関
と協議する際の移動手段として使用す
る。対象となる家庭や周辺住民に配慮
して、尾道市の看板が付いていない専
用車両を購入したい。
児童虐待に対する認識と虐待被害

の実態把握について聞きたい。
児童虐待は子どもたちの命に関わ

る重大な問題と認識し、子育ての悩み
相談などの支援事業に取り組んでい
る。広島県東部こども家庭センターが
確認している72件の虐待被害のほか市
で受け付けた81件の相談があり、県と
情報交換をしながら対応している。
深刻な事態を避けるための取り組

みを行う要保護児童対策地域協議会の
活動状況と関係機関との連携方法につ
いて聞きたい。
協議会では虐待被害の実態把握と

支援策を関係機関で協議する個別ケー
ス会議を平成22年度に33回開催し、ま
た、広島県東部こども家庭センターと
連携して家庭訪問や保護者との面談を
行っている。
◆肝炎検査推進事業について
肝炎検査推進事業の具体的な内容

と実施期間について聞きたい。
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の

方、約9,300人を対象に検診クーポンを
発行し、無料で肝炎検査を受けられる
ようにするもので、40歳以上の方全員
が検査の機会を得られるように事業を
5 年間継続したい。
肝炎対策基本法で肝炎対策に関す

る地方自治体の責務を定められた結
果、市はどのような責務を果たすこと
になるのか。
肝炎検査の継続と住民に受診を促

す啓発活動を求められている。

◆公立保育所の保育士について
公立保育所の保育士正規職員の減

員数及び認可保育所の設置数と保育士
の定数について聞きたい。
公立保育所の正規職員は11人の減

員で、市内には認可保育所が28カ所あ
り、保育士の定数は205名であるが、
正規職員は136名、残りを臨時職員等
で対応している。
◆東北地方太平洋沖地震被災者支援金
について
東北地方太平洋沖地震被災者支援

金の増額補正の理由について聞きたい。
4月 1日から 5月 1日までの申請

により、当初予算200万円のうち140万
円を執行したため、増額補正が必要と
なった。
被災者及び避難者に対する上下水

道料金の減免は市のホームページに掲
載されているが、その他減免制度はな
いのか。あるならば、広報すべきでは
ないか。
幼稚園・保育所・放課後児童クラ

ブの利用料等の減免制度もあるが、尾
道へ避難してこられた方々には担当者
が直接制度の説明をしている。
○文教委員会
◆尾道大学事業特別会計について

尾道大学事業特別会計への繰出金が
減額補正された理由について聞きたい。
教員・職員の退職等に伴う減額補

正である。
就業力育成支援事業について、特

任教授退職後、特任准教授が採用され
たが、当初、計画していた授業内容が
実施できているか。
授業については当初の計画通り進

めている。また他大学が行っている内
容も勘案しながら、補強していきたい。
◆21世紀の学校づくり推進費について

教育研究費の内容について聞きたい。
研究開発学校、外国語活動、人権

教育、食育推進事業、小中高の道徳教
育実践研究事業、心の元気を育てる地
域支援事業、中学校学力向上対策事業、
山・海・島体験活動推進事業の 8事業
である。
吉和小学校の食育推進事業の研究

内容について聞きたい。
食育の推進を一層図るとともに、

栄養教諭の活用等について研究し、同
教諭のさらなる配置拡大を目的とする
ものである。
◆尾道大学法人化について
尾道大学法人化の今後のスケジュ

ールについて聞きたい。
12月議会で廃止条例の提出及び財

産処分を行い、 2月議会で中期目標を
提出する。
法人化により理事長のトップダウ

ンが強力になり過ぎないか。
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