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件、終了した事業は71件である。
●Q　生活交通路線維持費が 2 月補正に
計上されたにも関わらず、当初予算にも
計上されているのはなぜか。
●A　これまでは、国が12月中旬以降に補
助金額を確定していたため、2月補正に
計上していたが、国の補助が事前算定方
式に変更されたため、新年度では当初予
算に計上した。
●Q　東日本大震災を受け、作り変える防
災マップの配布方法について聞きたい。
●A　前回同様、全戸配布を考えている。
●Q　大学施設整備費にかかわり、全て合
併特例債で対応すれば、大学施設整備基金
は取り崩さなくてもよいのではないか。
●A　基金からの繰り入れは、合併特例債
を活用した上で必要になる自己負担分
と合併特例債の対象外の施設整備費に
充当するためのものである。
●Q　現段階での防災に対する考え方に
ついて聞きたい。
●A　市民の生命・財産を守るという重大
な役割を果たすため、今ある体制の中
で、直下型地震への対応も含めて、でき
ることはすべてに取り組む。
●Q　おのみちわいわいスポット事業の
概要について聞きたい。
●A　主要な公共施設で、スマートフォン
からインターネットに無料で接続でき
る設備を整備し、まちなかのにぎわいづ
くりと“つながるまち”としての印象づ
けを図るものである。
●Q　保育所認可化移行促進事業の主体
と実施方針について聞きたい。
●A　市の方針として、平成24年度は認可
保育所のない高須地区において、認可化
を希望する保育所を募集し、応募した施
設の支援を行い、平成25年度以降は、家
庭保育所としての事業実施も尊重しつ
つ、全市的な取り組みを行いたい。
●Q　重度身体障害者が入院された時の
ヘルパー支援を地域生活支援事業に組
み込めないか。
●A　入院中は看護が提供されるので、ヘ
ルパーによる看護の代替行為は認めら
れず組み込めない。
●Q　身体障害者福祉法に基づき、公共施
設内に身体障害者の就労支援のための
場所を設けられないか。
●A　障害者自立支援法に基づき、就労支
援の強化に取り組んできたところである
が、身体障害者福祉法に基づいて、どのよ
うな就労支援が行えるか研究したい。
●Q　こども発達支援センターが福山市
に設置されることになった経過につい
て聞きたい。
●A　県東部には発達支援にかかわる公
的施設が未整備であり、市単独での設置

は困難なため、地元自治体が共同して県
に施設整備を要望したが、実現しなかっ
たため、関係市町で相互に協力して設置
することとなった。
●Q　ごみ減量化にＥＭ菌を活用するこ
とができないか。
●A　尾道市公衆衛生推進協議会でＥＭ
菌等を活用した事業に取り組んでおら
れるので、良い事例があれば情報提供を
して、相談したい。
●Q　子宮頸がん等予防接種委託料にか
かわり、予算額が半減した理由について
聞きたい。
●A　昨年 1 月から対象年齢層全員の予
防接種に取り組んだので、新年度予算で
は、ワクチン未接種者分と、新たに対象
年齢層に達する人数分だけの予算計上
をしたためである。
●Q　医師確保奨学金貸付金にかかわり、
予算の内訳と奨学金貸付希望者の熱意
を確認する方法について聞きたい。
●A　平成23年度から奨学金を貸し付け
ている 4名に加え、新規に 4名の貸し付
けを予定している。奨学金の申請書に、
市内公立病院に医師として勤務する決
意を記載していただくことになる。
●Q　介護給付費適正化計画対応体制整
備事業の内容について聞きたい。
●A　県が定めた第２期広島県介護給付
費適正化計画により、介護認定審査にお
ける訪問調査の直営率を上げるよう指
導があり、新規の調査員を緊急雇用対策
基金事業で雇用するものである。
●Q　新たに農地相談員が設置される理
由について聞きたい。
●A　農業委員会の業務を本庁に集約す
ることに伴い、各支所での窓口サービス
の低下にならないよう、農地円滑化事業
の中で全額国の補助を受けて設置する
ものである。
●Q　農業者戸別所得保障制度推進事業
の事業内容について聞きたい。
●A　農家戸別補償制度の事務費が、従前
はＪＡが窓口となる広島県水田農業推進
協議会へ行っていたが、今年度からは全
国農協再生会議が立ち上げられ、市が行
う事業となったことによるものである。
●Q　アサリ資源増加対策事業覆砂工事
の内容と目的について聞きたい。
●A　アサリの浮遊プランクトンがいか
に定着するか、東尾道の地先に覆砂工事
により実験区をつくってアサリを放流
し、生育状況等を経年的に調査するもの
である。
●Q　おのみちの森づくり事業の今後５
年間の市の取り組みについて聞きたい。
●A　高見山を中心とした松枯れに積極
的に活用していきたい。

●Q　（仮称）しまなみ海道サイクリング
大会実行委員会負担金の内容について
聞きたい。
●A　しまなみアイランドライドに代わ
る新たなイベントとしての負担金で、サ
イクリストだけではなくファミリー層
を対象としたイベントを考えている。
●Q　橋梁の長寿命化に関する調査結果
について聞きたい。
●A　市内800箇所のうち健全度 1（損傷
が著しく早期に修繕が必要な橋）が12、
健全度 2（損傷が大きく修繕を行うこと
が必要な橋）が24、健全度 3（必要に応じ
調査を実施し補修を行うべき橋）が228、
健全度４（損傷が小さくおおむね健全な
橋）が50、健全度 5（損傷が認められない
橋）が486である。
●Q　尾道大橋無料化に伴い、交通量が増
大する東西橋の工事内容について聞き
たい。
●A　新年度で東西橋の橋梁拡幅工事を
行い、その後変形五差路の解消に向けて
計画を進めていく。
●Q　歴史的風致維持向上計画に対する
市の取り組みについて聞きたい。
●A　空き家対策や再生について計画を
策定したい。
●Q　因島消防署建設にかかる今後の予
定と場所について聞きたい。
●A　今回は造成にかかる概略設計をす
るもので、中須賀池を候補地としており、
今後住民等へ説明をする予定である。
●Q　軽度発達障害にかかる教員の研修
方法について聞きたい。
●A　特別支援教育コーディネーターの
派遣や担当者への研修を開催しており、
特別支援教育の公開授業をしている学
校へも教員を参加させている。
●Q　立志式を行う意義について聞きたい。
●A　おのみちさくらプランの最大の事
業であり、尾道市の全ての中学 2年生を
対象とし、夢と志を抱く子どもの育成を
目的としている。

立志式

●Q　給食調理場について、現在は主に単
独調理場により給食を提供しているが、
共同調理場を建設すればコストが低く
抑えられる。中学校での給食を行ってい
る学校は 4校あるが、共同調理場を建設
すれば全ての中学校に給食を提供する

○サイクリング事業について
●Q　しまなみ海道本線を走るイベント
に取り組んでみてはどうか。
●A　サイクリングに限らず、本線車道
をランニングやウオーキングすること
は、しまなみ海道開通15周年、瀬戸内海
国立公園指定80周年である平成26年度
の記念イベントとして相応しいと考え
ている。また、同年に開催予定の広島・
愛媛両県にまたがる広域観光イベント
「大・島博覧会」において、本線車道を走
るサイクリングイベントの開催が検討
されていると聞いており、この実現に
期待しているところである。
○多様な交流の輪が広がるまちについて
●Q　松江市との継続性のある交流事業
について方針は。また、具体的な計画が
あるのか。
●A　 2 月に松江市で開催された「まつ
え暖談食フェスタ」への参加に続き、 4
月には尾道みなと祭へ松江市長及び松
江の伝統芸能団体にご参加いただくよ
うに計画している。今後については、ま
ず団体や行政職員の交流を行う中で観
光・文化だけでなく、産業、スポーツ、教
育、災害支援体制の確立等の幅広い分
野における交流の可能性を研究し、市
民主体の継続性のある事業実施につな
げていきたい。

まつえ暖談食フェスタ

○「活力あふれる産業が育つまち」について
●Q　震災に遭われた東北地方の農家の
方に、遊休農地を提供し、さらには住宅
の補助対策を支援できないものか。
●A　震災に遭われた農家の方々の就農
は、担い手不足が課題である本市にお
いて、効果的な取り組みになるものと
考えている。今後、新規就農における遊
休農地の活用や地域との合意形成、生
活全般の相談など、総合的な取り組み
となるよう、施策と支援体制の確立に
向け、関係機関と連携していく。
○「暮らしの安全と快適性が高いまち」
について
●Q　ＦＭ放送の今後の市内全地区への
可聴地域拡大はいつごろを予定してい
るのか。
●A　昨年度のアンテナ移設後も、因島
南部地域・生口島南部地域及び御調地
域が難聴地域となっている。昨年の東

日本大震災以降、コミュニティエフエ
ム放送についても、中継局設置による
可聴地域拡大が可能となったことか
ら、平成24年度にエリア拡大のための
調査及び中国総合通信局との協議を行
い、中継局の適地の選定などを経て、総
合計画後期基本計画の計画年次中での
拡大を検討している。

■予算特別委員会（質問項目）
◎平成23年度補正予算案及び関連議案
◇一般会計
　地域商業活性化事業の成果、小売業に
対する市の支援策、小中学校耐震改修工
事が明許繰越になった経緯、入札に関す
る市の考え、鳥獣被害防止総合対策交付
金の補正内容、法人市民税及び市たばこ
税が増額補正になった理由、生活航路維
持確保対策事業費補助金ができた経緯、
電波遮へい対策事業のデジタル放送難
視聴地域への対応策、経済センサス活動
調査調査員等報酬の減額理由、地域密着
型サービス施設整備補助金の補正内容、
第 4 期介護保険事業計画の施設整備の
進捗状況、子宮頸がん等予防接種委託料
が減額補正になった理由、健康診査事業
委託料の補正内容、健診受診者数の推
移、漁業後継者育成支援策の必要性、消
防団安全対策設備整備費補助金により
購入した消耗品・備品の配備方法、瀬戸
田サンセットビーチ整備事業測量設計
等委託料の補正内容、サンセットビーチ
の道の駅の登録の検討について
◇各特別会計
　国民健康保険事業特別会計において、
特定健診及び特定保健指導業務委託料
が減額になった理由、特定健診及び保健
指導受診者数の当初見込みと実際の受
診者数の相違、保険給付費が増額になっ
た理由、共同事業交付金の補正理由
　介護保険事業特別会計において、居宅
介護サービス給付費が増額、施設介護サ
ービス給付費が減額になる要因の分析、
高額介護サービス及び高額医療合算サ
ービス該当者の返還方法
　漁業集落排水事業特別会計において、
減額補正した理由、加入勧奨の取組みに
ついて
◇各企業会計
　病院事業会計において、年間外来患者
数及び外来収益が大幅に減少した要因、
院外処方に切り替えた理由について
◇尾道市国民健康保険高額療養費貸付
基金条例

　高額療養費の支給勧奨方法及び結果、
限度額適用認定証の交付について
◎平成24年度当初予算案及び関連議案
◇予算全般

●Q　第 5 次行財政改革大綱の新年度予
算への反映について聞きたい。
●A　行財政改革に基づく効率的な運営
を考慮した新年度予算を編成している。
●Q　今後必要となる公共施設のメンテ
ナンス費用について聞きたい。
●A　将来的には、老朽化する施設の維持
管理費の増大を見据え、それらに対応で
きるよう財政運営を行う。
●Q　平谷市政 5 年間の事業執行の到達
度に対する見解について聞きたい。
●A　国・県と一緒に地域を活性化させる
ことを基本に、体制づくりを行い、平成
26年までに誇りがもてるまちづくりに
全力を尽くしていきたい。
◇一般会計歳入
●Q　法人市民税及び個人市民税の算出
根拠について聞きたい。
●A　市内企業にアンケート調査を実施
し、その結果を基に算出した。また、法人
市民税については、主要企業への訪問調
査も実施し、算出した。
●Q　市税条例の改正による市民への影
響について聞きたい。
●A　平成22年度ベースで算出した場合、
退職手当の所得割10％の廃止について
は、年間680万円程度。また、個人市民税
の均等割については、課税対象者一人当
たり年間500円の増額を見込んでいる。
●Q　県の住宅用太陽光発電システム等
普及促進事業補助金が打ち切られた理
由及びそれに代わる県の補助事業につ
いて聞きたい。
●A　国の地域グリーンニューディール
基金を利用した事業であったが、国の制
度終了に伴い、県の補助事業も終了し
た。また、代替事業として、広島県が来年
度からファンド形式の太陽光の補助を
検討している。
●Q　職員労働組合書記局の庁外移転に
伴う、新たな貸与面積及び家賃等の徴収
について聞きたい。
●A　貸与面積については、今とほぼ同様
の広さであり、移転予定先の労働センタ
ーは、使用料は無料であるが、電気等の
使用料は徴収することとしている。
●Q　債務残高の減額だけでなく、低金利
の市債を有効活用することも財政の健
全化につながるのではないか。
●A　借金が少ないことが財政の健全化
である。そのため、債務残高の抑制に努
めているが、必要な事業については、市
債を利用し実施する。
◇一般会計歳出
●Q　後期基本計画における新規事業の
件数及び新規事業に伴い、終了した事業
の件数について聞きたい。
●A　一般会計において新規事業数は95


