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行う。また、在宅介護支援センターで培
った実績を生かして、今後の地域包括支
援センターの運営を推進することを考え
ていると答弁があった。
また、同委員から、同じ地域包括支援
センターでも、担当している各地域の特
徴に応じた運営をすべきではないかとた
だしたのに対し、理事者から、同じ市内
でも各地域で特徴があるので、それぞれ
の地域の持っている力を生かし、特色の
ある運営を進めていきたいと答弁があっ
た。これに対し、同委員から、住民の不
利益にならないよう、計画を立てるだけ
でなく、現場もよく見て取り組んでほし
いと要望があった。

委員から、議案第115号にかかわり、
教育費委託金の学校図書館支援センター
推進事業委託金の内容についてただした
のに対し、理事者から、文部科学省の委
託事業で、教職員が学校図書館等の本を
授業で積極的に活用し、学習活動や読書
活動に資するためのもので、学校図書館
支援センターを設置し、活用方法等を研
究し、さらなる充実を図る研究活用事業
であると答弁があった。
これに対し、同委員から、市内の学校
図書館の現状と今後の図書館の在り方に
ついてただしたのに対し、理事者から、
図書館の現状については、尾道教育さく
らプランにおいて読書活動の推進を重点
施策と位置付け、蔵書の充実に努めると
ともに、学校図書館支援センター推進事
業と併せ昨年度からの３年計画で、読書
活動推進学校図書館活性化プロジェクト
を立ち上げ、子どもたちが図書館に行き
たくなるような環境づくりに取り組んで
いると答弁があった。
これに対し、同委員から、活字離れの
著しい子どもたちが読書に親しむことが
できるよう十分に意を注いでほしいと要
望があった。
次に、委員から、小学校管理費290万

円の財源組替の内容と、向島中央小学校
の補修工事についてただしたのに対し、
理事者から、工事内容はアスベスト除去
のための天井改修で、工事入札の結果、
「安全安心な学校づくり交付金」の基準
である400万円を契約額が下回ったため、
起債で対応することとなったとの答弁が
あった。
これに対し、同委員から、同小学校は
壁の崩落等、早急な補修が必要と思われ
る箇所がほかにもあるが、今回の補修工
事は、その一環としての工事かとただし
たのに対し、理事者から、今回の補修工
事はアスベスト含有率の基準が1％未満
から0.1％未満に強化されたため、緊急
に対応しなければならない状況になった
ためのもので、その他の工事については、
緊急性や危険性等勘案しながら対応して
いると答弁があった。
これに対し、同委員から、向島中央小
学校の建て替えについての検討経過をた
だしたのに対し、理事者から、建て替え

の候補地である向島支所の敷地面積、形
状等の確認や現在の小学校跡地の活用等
を精査しながら検討を進めていると答弁
があった。
これに対し、同委員から、周辺施設と
の総合的なまちづくりという観点から、
地元住民の真意をくみ上げて積極的に進
めてほしいと要望があった。
次に、委員から、林業振興費における、
おのみちの森づくり事業の内容をただし
たのに対し、理事者から、今年度から 3
カ年で尾道ふれあいの里周辺の私有林の
松枯れによる不要木を処分し、その跡地
に尾道市の木である「さくら」等を植林
したいと考えており、里山林(さとやま
りん)保全活用支援としては、平成20年
度以降計画している森林林業体験活動の
ための条件整備として、今年度炭焼き釜
一基と間伐材を利用した炭焼き小屋を整
備し、この体験活動を通して、市民に森
林の大切さ、森林の恵みについて学ぶ機
会をつくり、森林の公的機能を理解して
もらいたいと思っている。また、間伐材
利用促進及び公共緑化については、間伐
材を利用し、ベンチやプランターケース
を製作し、公共施設等に５年間で順次設
置することとしている。また里山林再生
と し て 、
検討会で
協議しな
がら候補
地を絞り
込み、交
付金を有
効利用し
ていきた
いと答弁
があった。
次に、委員から、現年補助災害復旧費
における災害復旧工事費1,883万円の内
訳についてただしたのに対し、理事者か
ら、1,133万円が立花２号護岸の復旧工
事で、残りは瀬戸田地区の 2カ所の災害
復旧費であると答弁があった。
これに対し、同委員から、立花 2号護
岸の着工予定時期と完了予定時期につい
てただしたのに対し、理事者から、現在
は応急的な復旧をしているが、11月初旬
には着工し今年度中には完成する予定で
あると答弁があった。
次に、委員から、議案第127号につい

て、株式会社が公教育に参入することの
問題意識及び学費についてただしたのに
対し、理事者から、営利を目的とする株
式会社が学校を設立し、教育することの
意味合いは充分認識している。教育にお
いて、生徒、子どもたちが不利益を被っ
てはならないという前提のもとで、その
内容について十分審査しながら適正に行
われるよう進めていきたい。また、説明
を受けている入学時の必要経費及び 1年
間の学費は、約24万円と聞いていると答
弁があった。
これに対し、同委員から、定員の充足
率及び学費の負担増の懸念等問題点につ
いて審議されているかただしたのに対

し、理事者から、平成16年度からの制度
開始で日が浅く、他の学校の状況を評価
できる資料がないため、今後調査しなけ
ればならないが、子どもたちに不利益に
ならないよう、そうした問題についても
経済界や教育関係者等による審議会を設
置して、細かくチェックをしながら適正
に行われるよう指導していきたいと答弁
があった。
これに対し、同委員から、運営が成り
立たなかった場合の公的負担の有無と施
設使用料についてただしたのに対し、理
事者から、公的な負担は発生しないと考
えており、施設使用料については、月額
12万円から13万 5 千円を試算していると
答弁があった。
これに対し、同委員から、株式会社に
対して財務体制のチェックを審議会で行
うよう要望するとともに、引きこもりや
不登校対策について他の自治体が取り組
んでいる事例も参考にして、こうした問
題に取り組んでほしいと要望があった。
関連して、他の委員から、教育委員会
としてこの学校に何を期待しているのか
ただしたのに対し、理事者から、本市に
おける不登校問題を重要な課題と認識
し、そうした子どもたちの教育の場の選
択肢を広げることと、民間のノウハウを
市に還元することで、不登校問題の解決
の一助としたいと答弁があった。
これに対し、同委員から、30日以上不
登校の小中学生の児童・生徒数217人の
うち適応指導教室の利用数と不登校対策
の加配教諭の仕事内容についてただした
のに対し、理事者から、適応指導教室の
利用数は小学生1人、中学生 7 人の計 8
人であり、加配教諭の役割は、不登校の
未然防止のための計画立案、委員会等を
設置しての中心的な役割、適応指導教室
や小中学校間、子ども家庭センター等関
係機関との連携であると答弁があった。
これに対し、同委員から、本市におけ
る不登校の実態は重大な課題であり、非
常事態である。加配教諭の増員を県へ要
望してはどうか、あるいは市独自での人
員配置を検討してはどうかとただしたの
に対し、理事者から、加配教諭の成果を
十分分析し、県に要望していきたい。市
独自の人員配置は、県の加配措置の成果
や課題を十分踏まえ、各学校の実態を把
握し、校長の意見・要望を聞き、検討し
ていきたいと答弁があった。
これに対し、同委員から、不登校問題
について、全教職員で互いに議論する場
が必要ではないかとただしたのに対し、
理事者から、不登校問題にかかわらず、
課題解決に向け取り組む際には職員全体
での情報の共有化や共通理解が最も重要
であり、学校として責任ある対応がとれ
るよう指導していくと答弁があった。
これに対し、同委員から、保護者用の
マニュアルを作成し、配布してはどうか
とただしたのに対し、理事者から、保護
者への取り組みは必要と考えており、マ
ニュアルの活用についても今後検討して
いきたいと答弁があった。

文教経済委員会

ふれあいの里周辺の森林
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委員から、議案第115号にかかわり、
土木費の排水路費における、ポンプ場
改築設計委託料を追加補正するに至っ
た経過をただしたのに対し、理事者か
ら、ポンプ場改築設計委託料について
は、因島三庄町の向浜に設置している
ポンプ場のエンジン式の大型ポンプを
更新するための実施設計委託料であり、
更新する理由としては、設置後40年を
経過しているポンプの老朽化と、本年 7
月 3 日から降り始めた雨が、当該地域
の最大時間雨量を更新したことなど、
豪雨時における排水能力の不足により、
上流の低地帯において浸水する恐れが
あることから、更新が急がれると判断
したと答弁があった。
これに対し、同委員から、因島地域

における強制排水の必要がある地域の
箇所数と、今回更新しようとしている
ポンプの能力についてただしたのに対
し、理事者から、因島地域におけるポ
ンプ場の数は、都市下水路と農業施設
を合わせて25カ所あり、今回更新する
ポンプの口径は900ミリで既設のものと
変わらないが、能力的には向上してお
り、更新する際には、基本設計や実施
設計を行う段階で、今日的な高潮の問
題や、急激な豪雨といった問題を総合
的に判断して、排水能力を決定し更新
していくと答弁があった。
これに対し、同委員から、因島、瀬

戸田地域に限らず、異常潮位、台風、
高潮で被害
の出ている
地域もある
ので、尾道
市全体で、
そういった
施設の更新
や対応を考
えるよう要
望があった。

クレジット契約は、代金後払いで商
品が購入できる利便性により消費者に
広く普及している一方で、強引・悪質
な販売方法と結びつくと高額かつ深刻
な被害を引き起こす危険な道具にもな
るものであります。
現在、クレジット会社の与信審査の

甘さから年金暮らしの高齢者に対し、
支払能力を超える大量のリフォーム工
事、呉服等の販売が次々と繰り返され
たり、年齢・性別を問わず、クレジット
契約を悪用したマルチ商法・内職商法そ

の他の詐欺的商法の被害が絶えないとこ
ろであります。このようなクレジット被
害は、クレジット契約を利用するがゆえ
に悪質な販売行為を誘発しがちとなるク
レジット契約の構造的危険性から生じる
病理現象であると言えます。
経済産業省の産業構造審議会割賦販

売分科会基本問題小委員会は、このよ
うに深刻なクレジット被害を防止する
ため、平成19年 2 月からクレジット被
害の防止と取引適正化に向けて割賦販
売法の改正に関する審議を進めており、
本年秋には法改正の方向性が示される
見込みにあります。今回の改正におい
ては、消費者に対し、安心・安全なク
レジット契約が提供されるために、ク
レジット会社の責任においてクレジッ
ト被害の防止と取引適正化を実現する
法制度が必要です。
クレジット契約を利用した悪質商法

被害・過剰与信被害を防止するため、
割賦販売法を以下のとおり抜本的に改
正するよう求める意見書を国会及び関
係省庁に提出するよう請願します。
１　クレジット会社が、顧客の支払能
力を超えるクレジット契約を提供し
ないように、具体的な与信基準を伴
う実効性ある規制を行うこと。
２　クレジット会社には、悪質販売行
為等にクレジット契約を提供しない
ように、加盟店を調査する義務だけ
でなく、販売契約が無効・取消・解
除であるときは、既払金の返還義務
を含むクレジット会社の民事共同責
任を規定すること。
３　1 ～ 2 回払いのクレジット契約を適
用対象に含め、政令指定商品制を廃止
することにより、原則としてすべての
クレジット契約を適用対象とすること。
４　個品方式のクレジット事業者（契約
書型クレジット）について、登録制を
設け、契約書面交付義務及びクーリ
ング・オフ制度を規定すること。
請願者：広島市中区上八丁堀 6番69号

広島司法書士会　田川昭夫

◇割賦販売法の抜本的改正を求める意
見書（前に掲載の「請願」と同趣旨の
ため省略）

わが国の合計特殊出生率が年々低下
し、少子化の進行は人口の減少にもつ
ながり、子どもの健全な成長への影響
のみならず、社会経済や社会保障の今
後のあり方にも重大な影響を及ぼすこ
とが懸念されています。

こうしたことから子育て家庭の経済
的負担を軽減する措置が少子化対策の
重要施策となり、医療面ではすべての
都道府県において独自施策として、医
療費の一部または全額を免除する子ども
の医療費助成制度が実施されています。
その中で今、解決が待たれている問

題の一つとして、国民健康保険に関わ
り国庫負担金のうち療養給付費負担金
及び普通調整交付金の規定があります。
子どもの医療費助成制度を含む福祉医
療制度に現物給付方式を行っている地
方公共団体は、国民健康保険に関わる
国庫負担金の減額を余儀なくされ、財
政運営上の支障になっています。
また、これは、政府が推進している少子
化対策に大きく矛盾する措置であります。
よって政府におかれましては、子ど

もの医療費助成に関わる国民健康保険
への国庫負担金の減額措置を廃止され
るよう強く要望します。
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意見書（議員提出議案）

子どもの医療費助成自治体
への国庫負担金の減額措置
の廃止を求める意見書

■尾道市議会のホームページを開設しています。
会議録の閲覧も可能です。どのような課題が審議され取り組みが行われているか、ぜひご覧ください。
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/gikai/gikaiindex.html

問い合わせ先 議会事務局（10848@57371）

因島三庄町向浜のポンプ場

請　　　願
割賦販売法の抜本的改正
についての請願
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決算特別委員会

11月28日（水） 議会運営委員会 10：00
12月 7 日（金） 議会運営委員会　10：00

本会議（開会） 13：30
11日（火） 本会議（一般質問）10：00
12日（水） 本会議（一般質問）10：00
13日（木） 総務委員会 10：00

民生委員会 13：00
14日（金） 文教経済委員会 10：00

建設委員会 13：00
議会運営委員会
（建設委員会終了後）

18日（火） 議会運営委員会 10：00
本会議（閉会） 13：30
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