
　るが、市の見解は。

答　本市の東部地区では大手１店舗が

参加する予定である。また、福山市の

松永地区では１店舗が参加する予定

であり、現時点ではその影響は少な

いと考えている。

問　本市では、レジ袋有料化事業に何

店舗が参加する予定か。また、参加率

はどのくらいか。

答　本市でのレジ袋無料配布中止参加

店舗は10社である。面積1,000平方メ

ートル以上の大型店については、80

％が参加予定である。

問　レジ袋の有料化に伴う増収益の扱

いは、各社の判断に委ねることにな

るのか。また、このことについて何ら

かの協定はあるか。

答　レジ袋無料配布中止に伴う増収益

の取り扱いについては、協定書の中

に環境保全活動や地域貢献活動等に

使用するようになっており、各事業

者の判断に委ねられている。

問　レジ袋の辞退率増加及びＣＯ2の削

減効果をどの程度と予想し、有料化

に臨むのか。

答　辞退率は85％、ＣＯ2削減量は年間

約1,300トンを見込んでいる。なお、

辞退率の増加については、現在の辞

退率が把握できていないので、予測

は困難である。

◆生活航路の確保について

問　市内を起点・終点とする航路は何

航路あり、ＥＴＣ割引の影響がある

航路は何航路あるのか。また、影響を

受けている航路に対して、県はどの

ような対応をしているのか。

答　尾道市を起点・終点とする航路は、

23航路ある。このうちＥＴＣ割引の

影響を受け、船客等の減少により経

営難を余儀なくされている航路は、

９航路と思われる。本市としては、生

活航路確保のため、あらゆる機会を

とらえ港湾管理者である広島県に対

して、ＥＴＣ割引の影響航路への支

援策を要望してきた。県は、今９月議

会に、ＥＴＣ割引の影響を受けてい

る航路について、その使用船舶の係

船料に対する減免措置を提案する予

定である。

問　県の離島航路以外の航路に対する

支援制度にはどのようなものがあり、

市内のどの航路が対象になるのか。

答　生活交通体系再編支援事業補助金

がある。この補助事業は、事業者に対

する直接補助ではなく、市町に対す

る補助金交付制度であり、市町が運

航費に補助している航路が対象となり、

また、著しく低廉な運賃を設定して

いる航路は除くこととなっている。

従って、本市においては、対象となる

航路はない。

問　今後の高速道路の無料化も視野に

入れ、離島航路以外の支援制度充実

を県に申し入れてはいかがか。

答　支援制度の充実については、今後

機会あるごとに要望していきたい。

◆因島・瀬戸田地区への介護施設の建

設計画について

問　因島・瀬戸田地区に施設建設が構

想されているが、場所選定や施設内容、

経営主体などについて、進捗状況は

どうなっているか。

答　第４期介護保険事業計画では、平

成23年度に介護老人保健施設80床を

予定しており、今後実施に向けた具

体の検討をしていきたいと考えている。

その他、地域密着型サービスについ

ても、今後、整備計画があり、圏域指

定について運営委員会の意見等を伺

いながら検討していく。

問　現在までの施設申し込み状況と待

機者数はどうなっているか。

答　市内の特別養護老人ホームの待機

者数は、平成20年9月時点では、10カ

所定員594人で、待機者数は、市内の

方が951人、市外の方が165人、合わ

せて1,116人となっている。

問　今後の待機者解消に向けた計画は

どのようになっているか。

答　本市の第４期介護保険事業計画では、

在宅重視を基本理念としていること

から、特別養護老人ホームの整備に

代わるものとして、介護老人保健施

設80床、特定施設入居者生活介護80床、

認知症対応型共同生活介護55床、地

域密着型特定施設入居者生活介護11

床を計画している。また、小規模多機

能型居宅介護や認知症対応型通所介

護など居宅サービスを拡充させるこ

とにより、在宅サービスの充実強化

を図り、対応していきたいと考えて

いる。

◆新型インフルエンザ本格流行と本市

の取組について

問　尾道市における国、県や医療機関

と連携した情報共有や機動的連携体

制はどのようになっているか。

答　本市としては、４月30日に尾道市

感染症対策連絡会議、及び、関係機関

緊急連絡会議を開催し、今後の対応

について協議した。５月16日神戸市

の国内初の患者発生を受け、尾道市

感染症対策本部を設置し、状況の推

移に伴い本部会議を開催し、国や県

の方針に基づいて対応してきたとこ

ろである。また、東部保健所においても、

医師会、病院、警察署、消防局、市町に

よる連絡会議を開催し、情報共有や

連携体制の構築を行っている。

問　高齢者の多い介護・福祉施設での

集団感染を防ぐ対策についての取組

状況はどうなっているか。

答　国及び県からの感染防止対策等に

関する情報提供を行うとともに、施

設利用者、家族及び職員等の「手洗い」

や「うがい」の励行等をお願いしている。

また、インフルエンザのような症状

を有する者が出た場合は、早期に医

師の診察を受けることと、７日以内

に２人目の発症があった場合は、保

健所への連絡と同時に、本市への連

絡もお願いしている。

◆障害者支援法の評価と課題について

問　障害者自立支援法施行後、支援事

業所の運営は以前と比べて良くなっ

たと思うか。思うのであれば、具体的

にどのように良くなったか。

答　支援費制度においては、報酬単価

が月額方式であったものが、障害者

自立支援法では日額方式となり、利

用状況により収入が変動するように

なった。事業所運営の安定化が課題

となり、国の特別対策として事業運

営安定化事業が実施され、安定化が

図られている。

問　障害者自立支援法の施行に伴い、

支援費制度の時より負担が減った分を、

地域生活支援事業に充てたか、それ

とも余らせてしまったのか。

答　施設系サービスについては、市の

負担割合は、50％から25％に軽減さ

れている。しかしながら居宅系サー

ビスの負担割合は従前と同じ25％と

変わっていない。介護給付や、地域生

活支援事業など新たなサービスメニ

ューが増加し、サービス利用も拡大

しており、市の負担総額は移行前よ

り上回っている。

◆尾道市景観条例の問題点について

問　千光寺山を初め、開発の進んだ尾

道三山の景観を守る意義は何か。

答　尾道三山とその斜面に広がる市街

地は、中世からの寺社や、人々の営み

である坂道、路地、家並みなど、尾道

の顔とも言える特色ある歴史的風致

を形成している。尾道水道、尾道大橋・

新尾道大橋、向島の三山などと共に

自然と人工物が溶け込んだ個性ある

尾道の景観は、私たちのかけがえの

ない財産であると考えている。
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問　1500年の古都パリに立つエッフェ

ル塔は世界遺産。高い建築物がなぜ

景観阻害となるのか。

答　高さ制限については、市民の景観

を守りたいという強い声に答えると

ともに、条例制定の手続の中におい

ても市民の声を聞く中で見直しをし、

高さについて15メートルから27メー

トルの間で4段階の制限地区を認定

した。高さ制限は、尾道の豊かな眺望

景観を保全するために必要であると

の認識をしている。

問　景観地区の高さ制限を外し、すば

らしい景観は定住者が楽しむ空間とし、

定住人口千人単位の増加策を目論む。

それ以外に商店街の再活性化案があ

るか。商店街との共生を図るゾーン

にすべきと思うが、市長の考えは。

答　尾道独自の眺望景観と市民意識を

考えたとき、現在の高さ制限をなく

することは、現時点では適切ではな

いと考えている。現在の高さ制限を

運用する中で、すばらしい景観は市

民全体で共有し、中心市街地におけ

る新しい魅力づくりを考え、定住人

口の増加や交流人口の増加につなげ

ていきたい。

■委員会での審査

○総務委員会

◆高規格救急自動車の配備について

問　今回、向島分署に更新配備する理

由は何か。また、新車配備後に現在の

車両はどうするのか。

答　向島分署は出場件数が多い分署だが、

現在配備している高規格救急自動車

は老朽化しており、新車配備の必要

がある。新車納入後、現在の車両は廃

車するが、装備品で使用可能なもの

は予備車両に載せ替えて活用したい。

◆災害時要援護者リスト作成について

問　リスト作成のために雇用する臨時

職員の職務内容、雇用期間、人数につ

いて聞きたい。

答　職務内容は75歳以上の高齢者、要

介護３以上の方、１級・２級の障害者

がいる世帯への訪問調査で、雇用期

間は６カ月、雇用人数は20人、調査対

象者数は１万5,609人である。

問　調査員の採用方法は、緊急雇用対

策事業として効果のあるものにする

のか。

答　ハローワークを通じて行う。職種

は限定せず、瀬戸田で２人、因島で４人、

御調で２人、旧尾道・向島で12人の地

域別採用枠を考えている。

問　要援護者リストは悪用されること

が懸念されるが、個人情報の取扱い

について、調査員及びリスト保管者

へはどのような研修を行うのか。

答　調査員とリスト保管者へは、個人

情報保護の重要性を理解していただ

くための研修を行いたい。

◆過誤納金還付金について

問　６月にも２億3,000万円の補正を

したばかりなのに、再度、補正する理

由について聞きたい。また、来年度予

算ではどのように見込んでいるのか。

答　予想を超える還付が発生したため

である。また、来年度予算については、

市内法人には３月末決算の企業が多

く11月末にならないと見込みが立て

られない。

◆職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正について

問　５月臨時会で否決された内容と同

一の議案を再提案する理由について

聞きたい。

答　人事院勧告について自治体も速や

かに取り組むよう国から通知が出さ

れていること、内部の関係団体とも

協議が整ったこと、市内団体からの

要望があったことが再提案の理由で

ある。

問　人事院勧告は昨年の８月に出され

たもので、それ以降、経済状況は激変

しているのだから、勧告を尊重する

必要はないのではないか。また、県と

県内14市のうちの８市は勤務時間の

短縮を見送り、時間短縮を可決した

大竹市も施行日は未定としている。

安定した身分の公務員がより高待遇

を求めるのはいかがなものか。

答　人事院勧告は公務員にない労働基

本権の代償として出されるもので、

これまでは前年の給与等を基に勧告

が出されていたが、本年５月に、その

年度の一時金を減額するという極め

て珍しい勧告が出された。本年の経

済状況から判断して緊急的に出され

たものと理解しているが、短縮した

勤務時間を元に戻す勧告はなかった。

また、独自に公平委員会を置いてい

ない本市は、人事院勧告尊重を基本

に勤務労働条件を決めてきたこれま

での経過を大切にしたい。

◆尾道市職員給与条例の一部改正について

問　「欠員の補充が著しく困難と認め

られる職」とは、どういった職種が対

象となるのか。

答　市民病院の看護師、助産師、保健師

で給料表の１級及び２級に在級する

者に限定して考えている。なお、公立

みつぎ総合病院は対象外であり、瀬

戸田診療所は市民病院の付属診療所

であるので対象になる。

○民生委員会

◆住宅手当緊急特別措置費について

問　この事業の概要について聞きたい。

答　国等からの就労貸付等類似する支

援を受けていない、住居を喪失また

は喪失する恐れのある勤労意欲のあ

る離職者に対して、住居及び就労機

会の確保に向けた支援を行うため、

優先的に一定の期間、住宅手当を支

給するものであり、支給期間は最長6

カ月間である。また、本市における対

象者数は、「統計でみる市町村のすが

た2009」をもとに国が算出した人数

の約５割が申請すると想定した約

184人であり、実施期間は１年である。

問　この事業を実施するに当たり、住

宅確保・就労支援員を設置すること

になっているが、どのように雇用す

るのか。

答　現在ハローワークを通じて募集し

ているが、まだ見つかっていない。も

し設置できない場合は、ケースワー

カーが対応することになる。

◆産科・救急医確保支援事業について

問　医療対策費補助金の補正内容につ

いて聞きたい。

答　産科医の処遇改善を図り、地域の

産科医療体制を確保するために分娩

手当の一部を助成するもので、市内

５医院が対象となり、１年間で1,386

人の助成を見込んでいる。

◆コンビニ収納について

問　賦課徴収費の委託料の補正内容に

ついて聞きたい。

答　コンビニ収納及び納税案内センタ

ーに係るシステム改修費である。

問　システムの改修で国保料のコンビ

ニ収納が可能になるのか。また、コン

ビニ収納開始時期はいつか。

答　税と料含めてコンビニ収納可能と

なる。また、開始時期は平成22年４月

の予定である。

問　コンビニ収納を導入することにより、

収納率は上がると見込んでいるのか。

答　コンビニ収納導入の目的は納付者

の利便性を上げることだが、結果と

して収納率の維持向上につながるこ

とを期待している。

５広報おのみち・平成21年11月
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