○農業について
Q 所得補償して安心して農業ができ
る状況にしないと後継者が育たず農家
はなくなってしまうと考えるが、市長
はこの現状をどうとらえ、対策をどの
ように考えているか。
A 農業が魅力的な産業として再生す
ることが重要であり、解決に向け、残
された時間は少ないものと考えている。
国については、所得補償のあり方も含
め、農業改革へ向け、早急に大きな一歩
を踏み出していくことを期待している。
○行政組織のスリム化に向けた再編に
ついて
Q 組織の整理統合によるスリム化が
財政健全化の入り口であると思うが、
市長の見解は。
A 常に機能的で効率的な組織・機構
の確立に努める必要があるものと認識
している。本市においては、職員が、
第三者の視点で、事務事業評価を行い
ながら、事務事業の見直しを進めてい
る。それによる業務量の縮減を図りつ
つ、職員数の削減と人材の育成を着実
に実施するとともに、民間委託や公共
施設の配置・機能の見直しなどによ
り、組織のスリム化を図っているとこ
ろである。消防や学校等の教育機関、
病院など、合併による組織再編の効果
が直結しない部門がある中で、人員削
減に取り組んでいる。
○自治体職員による収益事業経営につ
いて
Q 財政改革に本気で取り組もうとす
るなら、特別会計・企業会計の収益事
業のほとんどを民間にゆだねるべきと
思うが、市長の見解は。
A これまで本市が担ってきた事業は、
営利を目的としてではなく、市民の健
康、安心の確保や生活基盤の整備等、
市民福祉の増進のための事業やサービ
スが多く、収益性や採算面だけではは
かれないことは、理解してもらえるも
のと思う。サービスの公平性の確保、
安全性の担保など、自治体が担ってき
たことには、それ相応の理由があると
とらえている。したがって、事業運営
については、現行形態を基本とし、継
続していきたいと考えている。管理運
営のあり方については、企業管理者の
設置、独立行政法人化、指定管理者制
度の導入、業務委託、廃止の可否な
ど、常に評価、検討を行いながら、事
業や施設の内容に応じた適切な管理に
努めていきたい。
○人口減少社会における尾道市の都市
力再生について
Q 人口減少は都市力の低下、経済活
動縮小に向かわざるを得ない。それを
防ぐには、人口増加策にまさるものは
ないと思うが、市長の考えは。
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A 将来を展望した中で尾道の持つ固
有の資源を生かしたまちづくりにより、
定住の促進を図る必要があると考えて
いる。まず、雇用を創出する企業の進
出が基本となる。中国横断自動車道尾
道松江線が平成26年度に全通すれば、
飛躍的に高まることが想定される本市
の瀬戸内の十字路としてのポテンシャ
ルを背景として、企業の進出が期待で
きる。定住促進に必要な条件として、
医療、福祉の充実したまちづくりが求
められており、子育て環境が整い、安
心して信頼できる教育が求められてい
る。今後、議員の提案も参考にし、議
員の皆様、市民の皆様と共に、過信す
ることなく尾道の魅力に磨きをかける
ことにより、次代が求めている尾道の
都市力の強化に努める。

■予算特別委員会（質問項目）
○平成22年度補正予算案及び関連議案
◇一般会計
法人市民税増額補正の要因と業績回
復が顕著な業種、電波遮へい対策事業
補助金にかかわる歳入歳出の補正内
容、共同受信アンテナ設置者の負担軽
減のための支援策の検討、地上デジタ
ル放送完全移行時に放送を受信できな
い世帯に対する対応策、生活交通路線
維持費補助金の補助基準と財源内訳並
びに今回の増額補正の算出根拠、市内
生活航路運行業者の経営状況と支援の
必要性についての市の認識、職員退職
手当が今回大幅増額補正となった理由
と当初予算算定のあり方、近年勧奨退
職者が増加していることに対する市の
認識と組織力低下やスキルの継承等懸
念される問題に対する市の考え、職員
数の推移と定員適正化計画との整合
性、老人福祉費負担金補助金補正に係
る介護施設整備の内容と財源内訳、介
護基盤緊急整備事業に基づいた介護施
設整備と第 4 期介護保険事業計画との
関係、後期高齢者医療療養給付費の今
年度決算見込みと制度開始年度からの
推移、後期高齢者医療制度廃止と新た
な医療制度設立に向けた国の動向と課
題等、子宮頸がん等予防接種委託料が
今回大幅増額補正となった理由と予防
接種の啓発方法等、子宮頸がん予防接
種の補助期間と補助対象者、市内小中
学校の耐震化率と耐震補強工事請負費
を年度中途に補正計上した理由、本市
の耐震化率が県内他市町に比べて低い
理由、中学校耐震補強工事請負費補正
の内訳、地域商業活性化事業の事業内
容と評価並びに今回債務負担行為追加
補正に至った理由、市内業者の購買力
を高めるための自助努力に対する支援
の必要性について
◇各特別会計
国民健康保険事業特別会計におい

て、療養給付費等交付金が大幅減額補
正となった理由と決算見込みが前年度
から大幅に減額となる要因の分析、共
同事業交付金と共同事業拠出金の補正
理由、保険給付費決算が当初予算から
大きく乖離が生じる可能性
千光寺山索道事業特別会計におい
て、ロープウェイ運行業務の委託内容
と委託後の臨機応変な対応、職員の資
格要件に対する市の認識等
尾道大学事業特別会計において、尾
道大学校舎建設工事設計委託料が今回
大幅減額補正となった理由
後期高齢者医療事業特別会計におい
て、全体予算が大幅に減額補正となっ
た主要因並びに保険料と広域連合納付
金の関係、当初予算編成時の保険料算
定根拠について
◇各企業会計
病院事業会計において、業務予定量
で入院と外来の患者数がともに増加し
た要因、 5 階東病棟の再開予定と看護
体制について
◇市道路線の認定について
県道尾道新市線の未整備区間の状況
と今後の見通しについて
○平成23年度当初予算案及び関連議案
◇一般会計歳入
Q 個人市民税の当初予算算出根拠に
ついて聞きたい。
A 市内企業に給与調査を実施し、そ
の結果を基に算出した。対前年度4.3％
の伸びとなっているが、決算見込みと
の比較では、0.4％の伸びにとどまって
いる。
Q 国の地方財政計画では、地方交付
税が増加し臨時財政対策債が減少して
いるにもかかわらず、本市の当初予算
では正反対の予算組みになっている理
由について聞きたい。
A 地方交付税は人口が15万人を下回
ったことと市税の増収が原因で減少し
た。また、臨時財政対策債は算定する
際の人口基礎方式の補正係数に変更が
あり増加したため、結果的に国の計画
と正反対になった。
Q 保育料の減額対象者数について聞
きたい。
A 約1,380人である。
Q 不動産売払収入の対前年度減額の
要因について聞きたい。
A 売払いを計画していた消防本部跡
地を行政財産として利活用することに
したためである。
Q 宝くじコミュニティ助成事業によ
る平原台コミュニティセンター建設の
概要について聞きたい。
A 実施主体は平原町内会、事業費総
額 は 5,000万 円 で 、町 内 会 の 負 担 は
2,180万円である。また、平成23年11月末
完成予定で、床面積は233㎡である。

◇一般会計歳出
Q 尾道「てっぱん」推進協議会負担
金のロケセット設置費用について聞き
たい。
A 「てっぱん」効果を一過性のもの
にさせないよう、300万円をかけてＮ
ＨＫ大阪スタジオにあるロケセットの
一部を、公共施設等に分散展示しよう
とするものである。
Q おのみち海の道構想事業の内容に
ついて聞きたい。
A 「海からの視点で尾道の魅力を高
める」という構想の趣旨に合致した事
業について、市以外の団体に対し、きっ
かけづくりとして補助金を交付するも
ので、平成23年度は実証事業として、
市が事業案と相手方を指定して実施す
る予定である。
Q 市議・市長選挙における高校生の
臨時職員採用の検討について、これま
での経過について聞きたい。
A 一部の自治体がごく少数の採用を
している事例もあるが、投票率の向上
につながっているか、その効果の検証
ができていない状況であり、若年層へ
の啓発は別の機会をとらえて行いたい。
Q 事務事業総点検業務報告書では、
「合併以前からの使用料金や減免規定
を採用する施設に統一的な受益者負担
額の導入を検討することが望ましい」
としながら、この度の提案で、みつぎ
いこい会館の料金体系を変えていない
のはなぜか。
A 利用状況を勘案する中、施設管理
者が従前からの料金体系を妥当と判断
したものであるが、平成23年度以降整
理する予定である。
Q 病児・病後児保育事業の対象者と
対象となる病気について聞きたい。
A 市内在住の 0 歳から小学 3 年生ま
でで、水疱瘡、おたふく風邪や喘息等
の慢性疾患等が対象である。
Q 地域密着型サービス施設整備事業
により、整備される施設について聞き
たい。
A 認知症対応型通所介護、認知症対
応型共同生活介護、小規模多機能型居
宅介護の 3 施設である。
Q 今回保育料を軽減し、近隣他市並
みになったが、他市との差別化も図る
必要があるのではないか。
A 5 歳児相談やブックスタート等の
取り組み、また、つくしプランによる
幼保小連携等による総合的な子育て支
援を行っている。
Q 敬老用乗車・船券について、近年
多額の不用額が生じているが、バス停
まで遠いなど、高齢者にとって利用し
にくい状況にあるのではないか。もっ
と利用しやすいようタクシー券に移行
してはどうか。

A タクシー券に移行すれば、バスの
利用者が減少することによるバス路線
の縮小や廃止も懸念される。バス券が
事業者の運営を支えている面もあり、
タクシー券への移行は慎重に考えたい。
Q 地域子育て家庭支援事業の支援先
と事業内容について聞きたい。
A 支援先は子供の家三美園で、事業
内容は子育て講座研修事業、子育て家
庭訪問支援事業、子育て相談支援事業
の 3 つである。
Q 就労支援相談員の活動内容や成功
例について聞きたい。
A 被保護者の職歴を勘案し、ハロー
ワークや新聞等の求人情報を参考にし
て、仕事を紹介するとともに、面接の
際の言葉遣いや服装等も指導してい
る。また、これにより、 6 名の一般就
労に結びついた。
Q 旧尾道市と旧因島市の重症心身障
害者福祉年金制度の相違点と条例改正
により制度を統一することによる影響
について聞きたい。
Ｂ及
A 旧尾道市の制度では療育手帳○
び20歳未満の身体障害者手帳 3 級の人
が対象から外れ、20歳以上の低度障害
の人が対象となる。また、支給額が旧
因島市の制度では、年額 2 万7,000円
だったものが 4 万円となる。影響につ
いては、現在の受給者28名中11名が対
象から外れ、16名が新たに対象となり、
結果的に市の財政負担は増加する。
Q 子宮頸がんワクチン接種の接種状
況とワクチンの供給状況について聞き
たい。
A 本年 1 月から接種を行っている
が、 1 月の接種者数は209人で、想定
どおりである。また、本市において、
ワクチンが不足しているとは聞いてい
ない。
Q 今年度設置申請のあった太陽光発
電システム150基によるCO2の削減効果
について聞きたい。
A 年間450トンの削減効果がある。
Q 認定農業者育成支援事業と援農ボ
ランティア事業の今年度事業実績につ
いて聞きたい。
A 認定農業者育成支援事業は、予算
に対し71.5％の執行率である。また、
この事業は既に 2 年間取り組んでお
り、農家の方がハウス等の大事業にほ
ぼ対応済みであるため、新年度は農業
用機械等を中心に予算を減額して計上
した。また、援農ボランティア事業に
ついては、ボランティア15名が向東町
の 2 農家、向島岩子島の 1 農家、瀬戸
田・因島の 5 農家に、それぞれ作業に
行っている。
Q 中核的担い手農家等育成事業の概
要について聞きたい。
A 農用地の流動化を促進し効率的な

農業を営むため、農地を借り受けた人
に対し、賃借期間と面積に応じて補助金
を出し、農業の充実を図るものである。
Q 向島漁村センターについて、本市
の事務事業評価では、「平成22年度中
に廃止を含めて関係機関と協議する」
となっていたが、どういう検討をし、
今回の議案が提案されたのか。
A 国の漁村環境施設整備事業による
事業実施をしており、これを全部撤廃
した場合は補助金返還が生じるほか、
解体費用と合わせて1,100万円かかる。
また、施設の利用方法についても、漁
業者からの要望があり、最終結論を出す
には時間が必要と判断したものである。

向島漁村センター
Q サイクリングオアシス整備事業の
内容について聞きたい。
A しまなみ海道サイクリングロード
沿線の商店や事業所10カ所に、駐輪用
のサドルバー及び空気入れを設置し、
尾道駅周辺に自転車組み立て場を整備
する予定である。
Q 観光客数のデータを分析し、観光
客の立場に立った施策に生かすべきで
はないか。
A これまでも分析に努めているが、
今後においても努力を重ねていきたい。
Q 新東京事務所改修工事の目的につ
いて聞きたい。
A 移転先の部屋を改築するための工
事である。
Q 地域商業活性化事業にかかわり、
さくら祭への参加可能店舗数と次回参
加見込み数について聞きたい。
A 参加可能店舗は小売業1,891店舗、
飲食店及び宿泊施設1,006店舗にサー
ビス業を加えると、約3,000店舗であ
る。また、見込み数については、実行
委員会の予算によると、700件分を見
込んでいる。
Q 団体客誘致について、具体的にど
のように取り組むのか。
A 瀬戸内しまなみ海道地域観光圏整
備事業で商品化に取り組んでいる。
Q 瀬戸田統合住宅建設事業の内容と
年次計画について聞きたい。
A 生口島内に点在する狭小な市営住
宅を、瀬戸田西小学校跡地に集約し25
戸建設するもので、平成23年度で調査
設計をし、平成24年10月より着工し、
平成25年 9 月に完成、10月より供用開
始予定である。
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