
ならない。仕様書の内容については誰

が判断をするのか。

答　仕様書は教育委員会が作成しており、

各学校から設置現場の写真等を取り寄せ、

仕様書に添付している。また、必要に応

じてブースター等周辺機器が必要であ

る旨記載している。

問　電波の状況等専門家でないと周辺

機器について判断できないこともあり、

落札業者に余分な負担をかけないよう、

事前に専門家に判断してもらい仕様書

を作成するべきではないか。

答　今後検討したい。

問　デジタルテレビの発注方法につい

て聞きたい。

答　家電製品を扱っているその地区の

登録業者を中心に指名したい。

問　業者を指名する際には、市内に事

業所のある純粋な市内業者を指名する

べきではないか。

答　意見を十分踏まえ取り組みたい。

◆要保護及び準要保護児童就学援助費

について

問　就学援助対象者への援助率が40％

を超えている学校があるが、特化した

ケースとして取り扱われてはいない。

近年の保護者の経済格差等が子どもの

学力に及ぼす影響が懸念されるが、教

育委員会として調査しているか。

答　調査については特に行っていない

が学力テストの結果と援助率の相関関

係については一定の整理をしている。

問　保護者の経済格差との相関関係に

ついて、何か具体的に見えてくること

があるか。

答　援助率の大きい学校については課

題は大きいが、明確には分からない。

問　今日的な社会情勢において、しっ

かり分析を進め、早急に対応策を講じ

るべきではないか。

答　分析をきめ細かにやっていきたい。

○産業建設委員会

◆ため池緊急整備工事について

問　ため池の点検方法について聞きたい。

答　毎年梅雨や台風の前に実施してい

るが、市内全域で855箇所あるため、主

要な池を中心に平成14年から平成16年

にかけて点検した。今年度においても

点検する予定だったが、まだ実施でき

ていないので、早急に取り組みたい。

問　用途変更やため池をなくしてほし

いといった地元要望を聞いているか。

答　数件の要望を聞いている。

◆尾道ふれあいの里の指定管理者の指

定について

問　尾道ふれあいの里の来年度からの

来場者数５％増加目標に係る、具体的

な方法について聞きたい。

答　年度ごとにテーマを決めイベント

を行う。また、産学協働として、尾道大

学と連携し、施設内のレイアウトや食

器のデザインの一新、企業向けや受験

生向け等の宿泊パックを充実させたい。

問　同施設使用料については、総収入

額の３％相当が市に納付され、貴重な

財源となっている。そのため市として

も支援策が必要ではないか。

答　市の主催行事の開催に努めるとと

もに、関連団体や周辺施設利用者へＰ

Ｒをしていきたい。

■請願
◇改正貸金業法の早期完全施行等を求

める請願

■意見書
◇改正貸金業法の早期完全施行等を求

める意見書

◇子どもたちの生命を守るため、ヒブ（Ｈ

ｉｂ）ワクチン及び肺炎球菌ワクチ

ンへの公費助成、定期接種化を求め

る意見書

■議会の人事
瀬戸内しまなみ海道通行料金等調査

特別委員会

委 員 長

　飯田照男

副委員長

　宮地寛行

委　　員

吉田尚徳、村上弘二、岡野長寿

福原謙二、三木郁子、杉原孝一郎

新田賢慈、山中善和

●平成22年第2回定例会審議日程（予定）

■議会を傍聴してみませんか

　傍聴席は本会議51席（車いす利用者

３人分含む）、委員会10席程度です。

　傍聴を希望する人は、当日、市役所５

階の議会事務局までお越しください。

受付で住所、名前、年齢を記入していた

だきます。

　また、ご家庭のパソコンで本会議の

録画中継を見ることもできます。ぜひ

ご覧ください。視聴方法は、尾道市議会

ホームページの「本会議録画中継」から

ご覧になりたい会議名を選んでください。

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/

　 gikai/gikaiindex.html

問い合わせ先

　議会事務局（☎0848-25-7371）

８ 広報おのみち・平成22年２月

委員長 副委員長

17日（水）

18日（木）

22日（月）

３日（水）

４日（木）

８日（月）

９日（火）

10日（水）

11日（木）

12日（金）

16日（火）

2月

3月

議会運営委員会

本会議（開会）

予算特別委員会

議会運営委員会

本会議

本会議（総体質問）

本会議（総体質問）

予算特別委員会

予算特別委員会

予算特別委員会

予算特別委員会

議会運営委員会（委員会終了後）

予算特別委員会（予備日）

議会運営委員会

本会議（閉会）

10：00

13：30

10：00

10：00

13：30

10：00

10：00

10：00

10：00

10：00

10：00

10：00

10：00

13：30

尾道ふれあいの里

事務事業評価等を行いました
　尾道市では、行財政改革の取組みとして、平成21年度で事務事

業評価等を行いました。

　その内容を、市ホームページへ掲載しています。

　また、市役所本庁および因島総合支所、御調支所、向島支所、

瀬戸田支所で閲覧することもできます。

　今後は、これに基づき、関係者の理解と協力をいただきながら、

着実・堅実に実行することとしています。

問い合わせ先　職員課（☎0848-25-7342）

併せて新市建設計画の見直しを
実施しました
　新市建設計画の見直し内容も、市ホーム

ページへ掲載しています。

※市役所本庁および因島総合支所、御調支

所、向島支所、瀬戸田支所で閲覧するこ

ともできます。

問い合わせ先

　政策企画課（☎0848-25-7316）

Q

Q
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A

A

A

Q

A

Q
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A
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A
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第67回 尾道みなと祭 4月24日（土）・25日（日）

きれいなまつり事業
ごみ分別回収ボランティア募集
〜一緒にみなと祭を盛り上げよう！！〜

無料体験航海 乗船者募集

ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり出場者募集

運営スタッフ募集

　尾道みなと祭では、ごみの分別回収を実施します。
みんなで楽しく環境にやさしい、きれいな祭にしよう！
活動日程　４月24日（土）・25日（日）
※１日だけの参加も可能です。事前に、活動にあたっ
ての研修会を開催します。
活動場所　ごみ分別ステーション（尾道駅前ベルポー
ル広場、長江口ゆとりの広場など）、祭会場全体
活動内容　ごみの分別回収、来場者へのごみの分別指導・
エコ啓発活動
申込方法　３月26日（金）までに、インターネットの応
募フォームから申込。または参加いただける人の「住
所・名前・年齢・連絡先」を電話またはＦＡＸで連絡
※高校生以下の場合は保護者の同意が必要です。
※グループ・職場はもちろん、個人での申込も可能です。
申込・問い合わせ先　尾道港祭協会事務局
　（観光課内　☎0848-25-7184　　0848-25-7293）

　「思い切りはじけたい人」、「自分をアピールしたい人」
など、チームエントリーで皆さんの参加をお待ちして
います。豪華な賞を狙ってみませんか。
日　　時
〈一般・グランプリ部門〉４月24日（土）15：00〜19：30予定
〈幼児・小学生・中学生部門〉４月25日(日)10：00〜14：30予定
コ ー ス　尾道渡船前→東御所パーキング、駅前ステ
ージ披露（昨年と同様コース）
※一般・グランプリ部門のステージ披露は希望制です。
表　　彰　各部門にて優勝・２位・３位ほか特別賞多数
申込方法　２月26日（金）までに、所定の申込用紙また
はインターネットの応募フォームから申込
※原則20人以上のチームでエントリー。有志チームや
地域チーム・一般企業も大歓迎です。
※「ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり」のＣＤは無料貸出します。
※因島・瀬戸田地域からの参加者には、尾道港祭協会
から一部交通費を支給します。詳しくは観光課
（☎0848-25-7184）へお問い合わせください。

出店者募集
◇フリーマーケット
日　時　４月24日（土）・25日（日）10：00〜17：00
場　所　県営上屋２号北側広場、市役所周辺
出店スペース　間口2.5ｍ×奥行４ｍ
募集数　80ブース　出店料　１日1,000円／１ブース
◇屋台村
日　程　４月24日（土）・25日（日）
場　所　尾道駅前ベルポール広場、県営上屋２号北側広場
出店スペース　大：間口5.4ｍ×奥行3.6ｍ
　　　　　　　小：間口2.7ｍ×奥行3.6ｍ
募集数　大：５ブース、小：20ブース
出店料（２日間）　ベルポール広場／大：６万円、小：３万円
　　　　　　　　　県営上屋２号／小：２万円
※応募方法等、詳しくは事務局へお問い合わせください。
問い合わせ先
　尾道港祭協会協賛部会事務局（☎0848-37-9736）

活動日程　４月24日（土）・25日（日）
※１日だけの参加も可能です。
活動場所　海岸通り、ベルポール広場特設ステージ
活動内容　ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり踊りの進行補助ほか
申込方法　３月26日（金）までに、インターネットの応
募フォームから申込。または参加いただける人の「住
所・名前・年齢・連絡先」を電話またはＦＡＸで連絡
※高校生以下の場合は保護者の同意が必要です。
※グループ・職場はもちろん、個人での申込も可能です。

申込・問い合わせ先　尾道港祭協会踊り部会事務局
（尾道商工会議所内　☎0848-22-2165　　0848-25-2450）

◇尾道海上保安部 巡視艇
日　　時　４月24日（土）
　　　　　10：00〜11：00、11：30〜12：30、13：30〜14：30
発着場所　おのみち海の駅（尾道中央桟橋）
予定航路　因島方面　　定　　員　各航海50人
対　　象　小学生以上
◇弓削商船高等専門学校 訓練船「弓削丸」
日　　時　４月24日（土）15：30〜16：30
　　　　　４月25日（日）13：30〜14：30
発着場所　おのみち海の駅（尾道中央桟橋）
予定航路　沼隈方面　　定　　員　各航海70人
◇尾道海技学院 教習艇
日　　時　４月25日（日）
　　　　　10：00〜11：00、13：00〜14：00、15：00〜16：00
発着場所　おのみち海の駅（尾道中央桟橋）
予定航路　加島方面　　定　　員　各航海13人
申込方法　３月１日（月）までに、往信はがきの往信欄
に「①希望する航海名と時間を第２希望まで②乗船
する人全員の名前と年齢（学年）③代表者の住所・電
話番号」、返信欄に「代表者の住所・名前」を記入のう
え郵送（１枚のはがきで４人まで申込可）
※小学生以下の乗船については、必ず子ども一人につ
き大人が一人保護者として管理することを条件と
します。
※申込多数の場合抽選。結果は３月中旬に発送します。
※天候等により、変更や中止になる場合があります。
申込・問い合わせ先
〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1
観光課内　尾道港祭協会事務局
（☎0848-25-7184　　0848-25-7293） 詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.onomichi-matsuri.jp/


