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医師確保についても、引き続き、大学や
県と連携をとりながら、取り組んでいく。

市域内の産婦人科病院は、産科
医療補償制度に一律加入するべき

と考えるか。また、市民病院、公立みつ
ぎ総合病院ではどう対処するのか。

産科医療補償制度は、分娩に関
連して発症した重度脳性麻痺児へ

の補償と脳性麻痺の原因分析・再発防
止の機能を持つ制度として創設された。
分娩機関が制度に未加入だったことによ
り、本来、補償されるべき脳性麻痺児が
補償を受けられない事態が生じないよう
に、すべての分娩機関がこの制度に加入
することが望ましいと考える。また、現
在、出産が可能な市内の分娩機関は全
て加入している。この制度には、尾道市
立市民病院、公立みつぎ総合病院とも加
入し、平成21年 1 月からの補償開始に備
え、対象となる妊婦の方には、すでに登
録していただいているところである。

公の施設の管理者を指定するまで
のプロセス・営みはどうか。また、

市内・地元業者の育成をどのように考え
ているか。

指定管理者制度は、民間企業等
に蓄積された施設運営のノウハウを

公の施設の管理運営に反映されること
で、住民サービスの向上と経費の削減を
図ることを趣旨とし、包括的な管理を委
ねることが可能な施設については、指定
管理者の選定を公募によることが原則で
あると認識している。指定手続について
は、「尾道市公の施設における指定管理
者の指定手続等に関する条例」に定める
ところにより、利用者の平等な施設利用
の確保及びサービスの向上、施設の適切
な維持・管理の確保及び管理経費の縮
減、受託者の管理運営能力などを判断
基準として選定している。また、地域の
事情、地域の活性化や地域雇用の確保
といった視点からの評価も必要であると
認識している。これらを選定時の評価項
目に加えて選定している。

子どもの学力向上や問題行動の解
決等のために、家庭の教育力の向上

が重要と考えるが、教育長の所見は。
今日の社会状況を見ると、家庭

の教育力の向上を図る上で、学校
教育の果たす役割は大きくなりつつある
と認識している。本市としては、「尾道
教育さくらプラン 2」において、家庭に
おける基本的生活習慣の確立に向けた
「早寝・早起き・朝ご飯」運動や家庭学
習の習慣を定着させるための家庭学習ノ
ートなどに取り組んでいる。また、学校

においても、家庭教育のあり方や、学校
との連携のあり方をテーマとした学級懇
談会等を積極的に開くよう、指導してい
るところである。今後とも、教育委員会
としては、学校でできうる家庭教育に対
する支援の場を設定するとともに、生涯
学習の視点からも、家庭の教育力がさら
に向上するよう取り組んでいきたいと考
えている。

本市において、県からの権限移譲
と財源移譲がどの程度図られている

のか。また、そのことが新年度予算編成
に対してプラス要因になっているのか、
マイナス要因になっているのか。

これまで本市には「事務移譲具体
化プロジェクト」に挙げられた123

事務のうち、建築確認や開発行為に関す
る事務、パスポートの受付交付事務など
78％に当たる96事務が移譲されており、
本年度は約9,100万円の移譲事務交付金
が交付されている。また、新年度には、
新たに林地開発許可に関する事務や土砂
の適正処理に関する事務が移譲される予
定であり、本年度比較で250万円程度の
増額になる。これは県の試算によるもの
であり、職員が事務に精通するまでの間
は、市の負担が幾分多くなるのではない
かと思っている。

支所長に交付税的な一定の財源
を与え、地域の特性ある事業は支所

長の裁量に委ねてみてはどうか。
本市では平成24年度までに約80億
円の財源不足が見込まれており、

「採用者の抑制により、職員数の削減を
行い、更なる人件費の抑制を図る」な
ど、行財政改革を推進することとしてい
る。こうした中、各市所には住民に直結
する窓口機能を確保し、住民サービスを
低下させないことが基本であると考えて
いる。一方で、地域の振興を支援・調整
する機能や地域コミュニティ間の調整機
能を強化するとともに、それに伴う予算
付けも課題であると認識している。職員
が減少する中での機能強化であるから、
全体的な組織・機構の再構築が必要で
あり、実施の時期を含めて今後検討して
いく。

尾道市の財政健全化判断比率は
健全だが、経常収支比率では非常

に硬直化しているという財政指標をどう
解釈するのか。

財政健全化判断比率は非常に甘
く、行政当局は経常収支比率に重

点を置いて健全な財政運営を心がけてほ
しい。

「自主財源の確保拡充に向けての
取り組みを強化することも重要であ

ると考える」という指摘の自主財源とは
何を指すのか。

企業を誘致して税収の増加を図る
ことを指している。
企業誘致のための団地等を尾道市が
単独で造成する財政状況にあるのか。
本市が団地造成をすることは考え
られない。
決算書から行政がどういう方向に
向かうべきか読み取れないのではな

いか。
決算書は数字の羅列になるが、決
算審査意見書では、意見、主張を

している。

決算書の作成を早めて決算委員
会をもう少し早い時期に開催できな

いか。
資料を収集するのに難しく、この
開催時期になっている。
9月に決算委員会を終了している

市もあり、もっと早く市民に財政状況
をわかりやすく説明するべきではないか。

小規模の団体は早いうちに決算し
ているが、ある程度以上の規模にな

ると難しく、研究をしていきたい。市民
へは9月広報で決算速報値をお知らせし
ており家庭の家計に例えてわかりやすく
なるよう工夫している。

平成19年度の有形固定資産のう
ちすぐに売却可能な資産はいくらあ

るのか。
売却可能な資産の洗い出し中で、
今年度中に調査が上がる予定である。
定率減税の廃止、廃止縮小中の

老年者非課税措置、税源移譲によ
り、どの程度増税になったのか。

定率減税の廃止は約 2億7,000万
円、老年者非課税の廃止は1,900万

円、税源移譲は約11億3,000万円である。
個人市民税は実質的増税で、企

業は実質的減税になっている国の税
制を市当局としてどのように受けとめる
のか。

委託事業（指定管理者制度）
のあり方について

教育問題について

地方分権と庁内分権（支所
の充実）の推進について

決算特別委員会での審査
（主な内容）

代表監査委員に対する質問

一般会計決算の審査
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不公平感はあるが、法人税率を上
げると企業の収益悪化と税の安いと

ころへの逃避も発生するため、国はいろ
いろ検討しているのではないか。

合併して自治体の規模が大きくな
って交付税が削減されやすくなって

おり、財務当局として今後の地方分権
論、道州制論をどう考えるか。

合併しないままであったとしても
財政は厳しい状況であったと考え

る。単に財政面から見ただけでの議論は
難しいが、地方分権にはそれに伴う財源
が必要である。

住民基本台帳について、災害時
対応のために細かな区の表示ができ

るようデータ管理ができないか。
本来の台帳情報とは別にデータの
維持管理をすることは、費用と手間

がかかるため考えていない。民生委員等
の各地域の委員が業務の中で作成した名
簿を活用していただきたい。

障害者自立支援法施行後、利用者
負担の総額はどの程度増えたのか。
全体額は不明であるが、総体的に
サービスを利用する方は増えている。
旧因島・瀬戸田地区の透析治療患
者への支援制度について聞きたい。
合併前の市町独自の支援制度を 5
年間の経過措置で実施している。
保護世帯数、人数がふえているの
に保護費が減った原因は何か。
医療扶助が1億円ほど減ったのが
主な原因で、母子加算の減額は600

万円ほどである。
認定こども園制度に課題が余りな

いのであれば、因島にも設置するのか。
地域の実情に応じて判断していき
たい。
ごみ処理の過程や収益・費用等

について市民に広報等で情報提供し
ているか。

情報提供をしたことはない。

瀬戸田町における救急体制及び県
立瀬戸田病院の移管に関する協議

の経過について聞きたい。
救急体制については、現在の病院
群輪番制で対応していきたいと考え

ている。また、県立瀬戸田病院の移管に
伴う協議については、基本的には赤字の
補てんと診療所の改修等の支援をお願い
している。

農業振興に関する具体的な取り組
み内容について聞きたい。
平成19年度までは、大型のハード
事業中心の農政を行っていた。平成

20年度以降はハード事業が行き詰まり、
補助事業が取りにくい状況の中で、今後
はソフト事業を充実強化していくべきで
はないかと考えている。平成20年度は農
業振興ビジョンを策定する段階になって

おり、年度末までにはビジョンの中で将
来展望を描きたい。

これから新たに農業をしたいと考
えている人達のために、農地取得の

際の下限面積の規制を解除するよう関係
機関に働きかけることはできないのか。

下限面積を下げるには、農地法の
設定基準の改正がされなければ難し

いが、県に働きかけていきたい。
工場等設置奨励金を支給する企

業に対し、正規雇用を増やすよう要
請や交渉は行ってきたのか。

奨励金の内容を説明する中で、正
規雇用をお願いしている。また、今

後大規模の工場が建設されることにより、
雇用奨励金は少しずつ増えてくると想定
しているので、見守っていただきたい。

市民を対象にした、観光ボランティア
養成講座を定期的に開催してはどうか。
いい提案をいただいた。具体的展開
については、いろいろな関係者と協議

しながら、前向きに検討していきたい。
他の自治体では条件つき一般競争
入札でも最低制限価格ぎりぎりで落

札し、利益が出ない企業が続出してい
る。県がこのような状況を踏まえて、実
態を調査しているが、本市としても最低
制限価格を引き上げる考えはないか。

平成20年 9 月末時点の条件つき
一般競争入札の平均落札率は85.3％

で、指名競争入札を含めた全体の平均落
札率は90.51％である。75％を下回った
のは6件である。県では予定価格と最低
制限価格を公表していることが低価格に
集中する要因の一つだと思うが、本市は
非公表としているので極端には発生して
いないことからも現在の75％を見直す必
要はないと考えている。

学校選択制度にかかわり、久保中
学校では平成20年度は、学区の入

学予定者107人のうち59人しか入学しな
かった。確かに何年か前は余り芳しくな
い状況が続いていたが、校長を中心にし
て教職員、生徒、地域が大変な努力で
建て直している。今、尾道の中学校の中
で一番優れている教育をしていると思う
が、どうとらえているか。

久保中学校は、校長を中心とし
て毅然とした学校づくりを行ってい

る。しかし、まだその点について地域や
小学校等にも十分理解されてない。今後
は教育委員会も一緒になって、小学校や
地域、保護者に対して理解が得られるよ
う取り組んでいきたい。

今一度、学校選択制度のメリッ
ト、デメリットを検証する必要があ

るのではないか。当事者である子ども、
保護者、学校教職員へのアンケートを実
施してはどうか。

学校選択制度は平成16年度から
始まり、成果と課題を精査する時期

に来ている。その方法や時期は断言でき
ないが、アンケートも含めて検討してい
きたい。

図書館での本の盗難や落書きが問
題となっているが、本市での対策は

どのようにしているか。
県内の各図書館でもそのことが一
番の悩みとなっている。盗難防止に

ついては、ＩＣタグを導入すれば非常に
効果はあるのだが、 1冊につき70円ほど
かかり、費用がかさむ。現在は、見回り
回数を増やし、声かけをして防止に努め
ている。

港湾事業特別会計決算で、例年
相当の不用額が出ているが、港湾利

用者の利用料引下げや施設整備の利便
性確保に充てる考えはないか。

利用料は県条例が適用されている
ので、市では変更できない。また、

施設整備については、特別会計の性格
上、その施設の維持管理費に充てること
は当然と考えている。

国民健康保険事業特別会計決算
で、国民健康保険の保険証は普通

の郵送により配布されているが、個人情
報保護という観点や、保険証の悪用とい
う点で問題はないのか。

郵送に関しては、「保険証在中」
を封筒に表示し、郵便局にも、発送

の際に確実な郵便受けへの投函を要請し
ており、過去盗難事故なども承知してい
ない。また、保険証による融資について
も、本人確認を要するため簡単ではない
ことを確認しているので、どうしても普
通郵便ではいけないとの申し出があれ
ば、各支所の窓口で交付することも検討
したい。

駐車場事業特別会計決算で、決
算の状況では、全体では、駐車台数

は減少しているが、収入は、微増となっ
ている要因について聞きたい。

久保の立体駐車場及び市役所の
南駐車場については、市役所用務で

の来訪者の利活用が増加したものの因島
の二つの駐車場について、島内の景気が
少し悪化していることと、近隣の因島総
合病院の横に駐車場ができたため、若干
減少傾向にあり、結果的に台数が減少し
増収となっている。

久保駐車場

特別会計・企業会計の審査
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議会だより｜12月定例市議会・1月臨時市議会


