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定される。今後、段階的に、実現に向け
て努力していきたい。
○「活力あふれる産業が育つまち」につ
いて
問　「元気な水産業支援事業」、「漁場機
能高度化事業」、「尾道の魚をさばこう
支援事業」の具体的な施策や方針はど
のようなものか。
答　新年度については、これまで整備
してきた魚礁の周辺に、小エビなどの
魚の餌が増える機能を加え、キジハタ
やホゴなどの定着性を高める「漁場機
能高度化事業」、また、漁協や漁業者グ
ループが、新鮮な尾道の魚介類のＰＲ
や販売など消費拡大に向けた取組を支
援する「元気な水産業支援事業」や、魚
のおろし方や美味しい食べ方を市民に
知ってもらい、需要を掘り起こす「尾道
の魚をさばこう支援事業」を新規事業
として立ち上げ、継続事業とあわせて
実施していく。
○「心豊かに育ち、学び高めあうまち」
について
問　小・中学生の不登校問題解決に向
け、それぞれどのような対策を持って
いるか。
答　不登校対策に向けて、年２回の不
登校対策プロジェクト会議や年２回の
生徒指導主事研修会、年１回の幼保小
合同研修会などを実施している。
問　バイキング給食やセレクト給食で、
子どもたちは何を学んでいるのか。
答　バイキング給食は、本年度、小学校
６校で、セレクト給食は５校で実施し
ている。子どもたちは、これらの給食を
通じて、栄養のバランスを考えた食べ
物の選択の仕方を学んでいる。特に、バ
イキング給食では、他の人の分量を考
えるなど、人への思いやりの気持ちを
養うことや自分が取ったものは残さな
いなど正しい食事マナーについても学
んでいる。
問　尾道大学の学生が、今まで尾道市
のために貢献してきた主な実績には、
どのようなものがあるか。
答　日本の里百選に選ばれた因島白滝
山のポスター制作をはじめ、御調町に
おける「かきすせそーだ」、「惚れタレ」
などのネーミングやラベルデザイン、
瀬戸田町でのレモン関連商品のパッケ
ージデザインや小中学生を対象にした
彫刻教室、向島町でのわけぎクッキー
の商品開発などを通して、地域活性化
に深く関わっており、それぞれの地域
からも尾道大学の存在価値を高く評価
していただいている。さらには、尾道本
通り商店街での創作作品の展示販売、
岩屋山を新たな観光資源としてＰＲす
る取組なども行っている。

○「暮らしの安全性と快適性が高いま
ち」について
問　災害時における消防職員と消防団
員との連携は、どのようにとっている
か。また、今後の課題はあるか。
答　消防団は、消火活動のみならず、地
震や風水害等多数の団員を必要とする
大規模災害時に重要な役割を果たして
いる。災害時の消防活動を迅速かつ効
果的に行うためには、指揮命令系統の
一元化をしておく必要があることから、
各種災害を想定した消防署と消防団の
合同訓練を積極的に行い、相互の連携
強化に努めている。また、これからの課
題等については、消防団員の確保はも
とより、団員の高齢化等に伴い消防団
活動体制に今後影響が生じてくること
が考えられ、消防団の維持強化の取組
が必要であると思っている。
○観光産業について
問　市長は因島ロッジをどのように位
置づけているのか。
答　因島ロッジは、市内にある安く泊
まれる宿泊施設の一つとしてとらえて
いる。この施設は、旧因島市が昭和46年
に建設し、直営で国民宿舎事業として
営業開始したものである。その後、赤字
経営が続くなかで、平成元年に経営権
を株式会社因島観光開発に譲渡し、市
の普通財産として賃貸をしているもの
である。

問　「瀬戸内・海の道１兆円構想」や「て
っぱん」などにより、今後観光客の増加
が予想されるが、因島の観光振興のた
めに因島ロッジを充実する必要がある
と思うがどうか。
答　これまでの市の基本的な考え方と
しては、賃貸料の範囲内で施設の補修を
してきた。経営権は、株式会社因島観光
開発にあり、老朽施設であることからも、
市が大規模改修などして充実すること
は、財政的にも困難と考えている。
○ＣＯ2削減推進事業について
問　ＣＯ2削減推進事業に150万円計上

しているが、具体的にどのような事業
をしようとしているのか。
答　ＣＯ2削減推進事業の取組について
は、緑のカーテンコンテスト、環境標語、
環境まつりなどを計画している。緑の
カーテンコンテストは、アサガオやゴ
ーヤ等で、コンテストに参加する市民
や地域及び事業者に緑のカーテンを作
っていただく。カーテンにより日差し
を遮り、室内温度が低下することによ
り、ＣＯ2の削減を図る。環境標語は、広
く市民に環境についての意識を高めて
もらうため標語を募集し、平成21年度
は小学生2,297名、中学生以上1,057名の
参加があった。これらの取組について
は、環境学習事業で実施する環境まつ
りにおいて発表する。
○発達障害のある子のケアについて
問　中止になった因島の通級指導教室
を復活すべく前向きに対処したいと
以前答弁があったが、その後どうなっ
ているか。
答　これまでに、来年度入級希望のある
幼児児童について実態把握をするため、
校長や担任からの聴取や保護者との面
談を行ってきた。現在、就学指導委員会
の意見を参考に、県教育委員会に設置認
可に向けた状況の報告を行っていると
ころである。今後も、これまでと同様に
障害のある子どもの実態把握に努め、特
別支援教育の充実に努めていく。
○介護施設の増設について
問　国の参酌基準いっぱいの増床を実
現すれば、自宅待機者が全員入所でき
る。介護施設の増床のために市有地の
無償提供や補助制度などを設けて、積
極的に施設を開設する業者を募っては
どうか。
答　増設は次期の保険料負担の増額に
ストレートにつながるため、慎重に検
討を行う必要があると考えている。し
かしながら、入所の待機者が年々増加
する状況を踏まえて、次の第５期介護
保険事業計画の策定にあたっては、待
機者の実態をより具体的に把握すると
ともに、特別養護老人ホームの整備と
その支援のあり方についても、検討し
ていきたい。
○中小零細建設業者の適正な利益保障
と仕事づくりについて
問　市内の中小零細建設業者に適正な
利益を保障するため、条件付一般競争
入札の最低制限価格率を引き上げては
どうか。
答　平成20年度から一般競争入札を本
格導入して以来、比較的規模の大きい
工事、とりわけ低入札価格調査制度を
適用している工事の中で、一部受注の
ための低価格競争が目立ち始めたこと

への問題意識を持っている。しかしな
がら、県内ほとんどの市が「予定価格の
事前公表」の中で、制限価格ギリギリの
応札により落札率を下げている中、本
市は一貫して事後公表としていること
から、こうした応札は少なく、平均落札
率から見ても決して低い水準ではない。
このため、当面は低価格入札の抑制に
向けての施策を検討すると同時に、全
体の底上げに通じる最低限価格の引き
上げについては、慎重に検討したいと
考えている。いずれにしても、今日的な
厳しい経済情勢であるだけに、常に応
札状況等把握しながら、必要に応じた
施策を適格に実施していくことが重要
であると考えている。
○40億円の尾道大学キャンパス整備
計画について
問　一回の説明でいきなり40億円もの
事業を前提とした設計委託料1,590万円
を新年度予算に計上し、賛否を迫ると
いうやり方は論外である。市民的な議
論と議会の意向の確認をするべきでは
ないか。
答　本学は開学以来、教室が狭く、また
演習室が不足しており、未整備のまま
今日に至っている。このことは、昨年３
月の大学評価・学位授与機構による認
証評価においても、指摘を受けている
ところである。学生に対して質の高い
教育の場を保障するためにも、教育施
設の充実は必要であると思っている。
なお、第１期のＥ棟建設費用は約20億
円で、第２期以降のキャンパス整備に
ついては、当分の間、実現は困難と考え
ている。尾道大学は、本市発展の核とな
る知の拠点であり、学生による賑わい
の創出や、まちづくりへの貢献、消費行
動に伴う経済効果など、その価値を市
民の皆様にも認めていただいているも
のと認識している。従って、Ｅ棟の建設
に関して、広く市民の皆様の意見をお
聞きする場を新たに設置するつもりは
ない。今後とも、尾道が尾道であり続け
るために、尾道大学が知の拠点性を活
かして積極的に国際交流を進めること
で、尾道を世界に向けて力強く発信し
ていきたい。
○予防接種事業について
問　本市においても、希望者全員に子
宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成
を実施する考えはあるか。
答　希望するすべての方が無料で接種
するためには、予防接種法に基づく定
期接種として実施されることが重要と
考え、今後国へ要望を行っていく。
問　ヒブワクチン接種の重要性、公費助
成について、どのように考えているか。
答　ヒブワクチンはｂ型インフルエン

ザ菌が原因の細菌性髄膜炎などのヒブ
重症感染症を予防するワクチンであり、
1990年代に欧米を中心に導入され効果
を上げており、予防接種の重要性は十
分認識している。接種費用の公費助成
については、予防接種法に基づく定期
接種に位置づけられることが重要と考
え、接種状況や国・県の動向を見ながら
国へ要望していきたい。
○５歳児相談事業について
問　５歳児相談事業はどのような形態
で実施する予定か。また、気づきのある
幼児に対し、どのような相談体制で臨
むのか。
答　実施については、市の直営で行う
こととしているが、医師の診察・相談に
ついては、委託する予定にしている。相
談体制については、医師による診察・相
談、臨床心理士による発達相談、保健師
による保健相談等、専門職で対応する
こととしている。相談後は、必要に応じ
て、関係機関と連携しながら発達支援
員等による支援を行う予定である。
問　保護者に対し、どのような啓発活
動を行うのか。
答　保育所・幼稚園等を通しての案内
通知や、保育士・幼稚園教諭等からの啓
発、広報やホームページへの掲載等に
より啓発を行う予定である。
○尾道大学について
問　大学の移転及び大学の授業の町な
かでの実施という意見に対する市長の
見解は。
答　大学の施設を分散化させることは、
移動に時間を要するので授業に支障を
来し、また多くの費用を要する。そのた
め、最小の費用で最大の効果を出し、集
中的な機能を発揮するためには、現在
地での建設が最も合理的かつ現実的で
あると考えている。一方、学生が町なか
へ出かけることによる、まちのにぎわ
い創出などの市街地活性化については、
広く意見を聴く中で、方策を探ってい
きたいと思う。また、授業を町なかで実
施することについては、学生や教員の
移動に経費がかかることから、難しい
ものと考えている。卒業論文や研究な
どの発表については、しまなみ交流館
や商業会議所記念館などで行う予定に
している。
○汚水対策事業について
問　大幅な赤字発生の要因である公共
下水道事業から、もっと大胆に合併浄
化槽への政策転換を図るべきだと思う
がどうか。
答　公共下水道事業については、全体
計画の見直しの中で、短期的観点から、
今後10年間の整備計画を立て、その計
画に基づいて効率的な地域から順次事

業を進めていく。平成22年度に、広島県
の汚水処理構想の見直しが行われ、そ
れに伴い、本市の汚水処理構想の見直
しを行う。その中で、将来の人口減少や
地域の実情に応じた、効率的な汚水処
理を検討する。いずれにしても、効率的
な整備により汚水処理を進めていく。
問　都市計画税の該当地区で、公共下
水道計画のない地域に対しては、公費
負担がはるかに安い合併浄化槽の設置
を全額公費負担とすることについて、
市長の考えは。
答　公共下水道は、都市計画区域内に
おいて雨水及び汚水の処理を目的とし
ている。小型浄化槽については、汚水の
処理のみを目的としている。小型浄化
槽の普及については、受益者負担も必
要と考えており、用途地域とその他の
地域を区分して対応することは考えて
いない。当面、小型浄化槽設置整備事業
補助金により対応していく。その他の
補助事業については、研究していく。
問　汚水対策事業を効率的に進めるた
め、関係５事業を一つの部署にまとめ
てはどうか。
答　本市の汚水処理構想を検討する中で、
各事業内容と事業量を調査し、効率的な
事務処理が行えるよう検討していく。
○給食調理場建設に関する問題点につ
いて
問　新年度予算で、向東小・中学校それ
ぞれに給食調理場建設が計画されてい
るが、調整区域に建設するなど、ほかに
合理的な手段があるのに、なぜ予算編
成方針に反する事業を推し進めようと
するのか。また、ベストな選択と胸を張
れるのか。
答　向東学校給食共同調理場は、昭和
34年度に完成し、築50年を迎える施設
であり、施設の老朽化が著しく、衛生管
理の問題もあり、施設の更新が喫緊の
課題となっている。教育委員会として
は、向東学校給食共同調理場の改築に
ついて、約20年前、昭和60年頃から最優
先の緊急課題であるとの認識に立って
おり、部局間でも、長年議論を重ねてき
た。そして、最善の策として、昨年の２
月議会で、小・中学校それぞれの単独調
理場建設のための設計予算を提案し、
承認をいただいたところである。
問　調整区域に建設すれば事業が遅れ
ることはない。一歩引いて再考するつ
もりはないか。
答　建設用地の選定をはじめ、地権者
との用地交渉や、用地購入の確保、また、
土地の形状による造成工事の必要性な
ど、検討してきた。こうしたことを踏ま
え、緊急を要する向東学校給食共同調
理場の改築については、単独調理場と
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定される。今後、段階的に、実現に向け
て努力していきたい。
○「活力あふれる産業が育つまち」につ
いて
問　「元気な水産業支援事業」、「漁場機
能高度化事業」、「尾道の魚をさばこう
支援事業」の具体的な施策や方針はど
のようなものか。
答　新年度については、これまで整備
してきた魚礁の周辺に、小エビなどの
魚の餌が増える機能を加え、キジハタ
やホゴなどの定着性を高める「漁場機
能高度化事業」、また、漁協や漁業者グ
ループが、新鮮な尾道の魚介類のＰＲ
や販売など消費拡大に向けた取組を支
援する「元気な水産業支援事業」や、魚
のおろし方や美味しい食べ方を市民に
知ってもらい、需要を掘り起こす「尾道
の魚をさばこう支援事業」を新規事業
として立ち上げ、継続事業とあわせて
実施していく。
○「心豊かに育ち、学び高めあうまち」
について
問　小・中学生の不登校問題解決に向
け、それぞれどのような対策を持って
いるか。
答　不登校対策に向けて、年２回の不
登校対策プロジェクト会議や年２回の
生徒指導主事研修会、年１回の幼保小
合同研修会などを実施している。
問　バイキング給食やセレクト給食で、
子どもたちは何を学んでいるのか。
答　バイキング給食は、本年度、小学校
６校で、セレクト給食は５校で実施し
ている。子どもたちは、これらの給食を
通じて、栄養のバランスを考えた食べ
物の選択の仕方を学んでいる。特に、バ
イキング給食では、他の人の分量を考
えるなど、人への思いやりの気持ちを
養うことや自分が取ったものは残さな
いなど正しい食事マナーについても学
んでいる。
問　尾道大学の学生が、今まで尾道市
のために貢献してきた主な実績には、
どのようなものがあるか。
答　日本の里百選に選ばれた因島白滝
山のポスター制作をはじめ、御調町に
おける「かきすせそーだ」、「惚れタレ」
などのネーミングやラベルデザイン、
瀬戸田町でのレモン関連商品のパッケ
ージデザインや小中学生を対象にした
彫刻教室、向島町でのわけぎクッキー
の商品開発などを通して、地域活性化
に深く関わっており、それぞれの地域
からも尾道大学の存在価値を高く評価
していただいている。さらには、尾道本
通り商店街での創作作品の展示販売、
岩屋山を新たな観光資源としてＰＲす
る取組なども行っている。

○「暮らしの安全性と快適性が高いま
ち」について
問　災害時における消防職員と消防団
員との連携は、どのようにとっている
か。また、今後の課題はあるか。
答　消防団は、消火活動のみならず、地
震や風水害等多数の団員を必要とする
大規模災害時に重要な役割を果たして
いる。災害時の消防活動を迅速かつ効
果的に行うためには、指揮命令系統の
一元化をしておく必要があることから、
各種災害を想定した消防署と消防団の
合同訓練を積極的に行い、相互の連携
強化に努めている。また、これからの課
題等については、消防団員の確保はも
とより、団員の高齢化等に伴い消防団
活動体制に今後影響が生じてくること
が考えられ、消防団の維持強化の取組
が必要であると思っている。
○観光産業について
問　市長は因島ロッジをどのように位
置づけているのか。
答　因島ロッジは、市内にある安く泊
まれる宿泊施設の一つとしてとらえて
いる。この施設は、旧因島市が昭和46年
に建設し、直営で国民宿舎事業として
営業開始したものである。その後、赤字
経営が続くなかで、平成元年に経営権
を株式会社因島観光開発に譲渡し、市
の普通財産として賃貸をしているもの
である。

問　「瀬戸内・海の道１兆円構想」や「て
っぱん」などにより、今後観光客の増加
が予想されるが、因島の観光振興のた
めに因島ロッジを充実する必要がある
と思うがどうか。
答　これまでの市の基本的な考え方と
しては、賃貸料の範囲内で施設の補修を
してきた。経営権は、株式会社因島観光
開発にあり、老朽施設であることからも、
市が大規模改修などして充実すること
は、財政的にも困難と考えている。
○ＣＯ2削減推進事業について
問　ＣＯ2削減推進事業に150万円計上

しているが、具体的にどのような事業
をしようとしているのか。
答　ＣＯ2削減推進事業の取組について
は、緑のカーテンコンテスト、環境標語、
環境まつりなどを計画している。緑の
カーテンコンテストは、アサガオやゴ
ーヤ等で、コンテストに参加する市民
や地域及び事業者に緑のカーテンを作
っていただく。カーテンにより日差し
を遮り、室内温度が低下することによ
り、ＣＯ2の削減を図る。環境標語は、広
く市民に環境についての意識を高めて
もらうため標語を募集し、平成21年度
は小学生2,297名、中学生以上1,057名の
参加があった。これらの取組について
は、環境学習事業で実施する環境まつ
りにおいて発表する。
○発達障害のある子のケアについて
問　中止になった因島の通級指導教室
を復活すべく前向きに対処したいと
以前答弁があったが、その後どうなっ
ているか。
答　これまでに、来年度入級希望のある
幼児児童について実態把握をするため、
校長や担任からの聴取や保護者との面
談を行ってきた。現在、就学指導委員会
の意見を参考に、県教育委員会に設置認
可に向けた状況の報告を行っていると
ころである。今後も、これまでと同様に
障害のある子どもの実態把握に努め、特
別支援教育の充実に努めていく。
○介護施設の増設について
問　国の参酌基準いっぱいの増床を実
現すれば、自宅待機者が全員入所でき
る。介護施設の増床のために市有地の
無償提供や補助制度などを設けて、積
極的に施設を開設する業者を募っては
どうか。
答　増設は次期の保険料負担の増額に
ストレートにつながるため、慎重に検
討を行う必要があると考えている。し
かしながら、入所の待機者が年々増加
する状況を踏まえて、次の第５期介護
保険事業計画の策定にあたっては、待
機者の実態をより具体的に把握すると
ともに、特別養護老人ホームの整備と
その支援のあり方についても、検討し
ていきたい。
○中小零細建設業者の適正な利益保障
と仕事づくりについて
問　市内の中小零細建設業者に適正な
利益を保障するため、条件付一般競争
入札の最低制限価格率を引き上げては
どうか。
答　平成20年度から一般競争入札を本
格導入して以来、比較的規模の大きい
工事、とりわけ低入札価格調査制度を
適用している工事の中で、一部受注の
ための低価格競争が目立ち始めたこと

への問題意識を持っている。しかしな
がら、県内ほとんどの市が「予定価格の
事前公表」の中で、制限価格ギリギリの
応札により落札率を下げている中、本
市は一貫して事後公表としていること
から、こうした応札は少なく、平均落札
率から見ても決して低い水準ではない。
このため、当面は低価格入札の抑制に
向けての施策を検討すると同時に、全
体の底上げに通じる最低限価格の引き
上げについては、慎重に検討したいと
考えている。いずれにしても、今日的な
厳しい経済情勢であるだけに、常に応
札状況等把握しながら、必要に応じた
施策を適格に実施していくことが重要
であると考えている。
○40億円の尾道大学キャンパス整備
計画について
問　一回の説明でいきなり40億円もの
事業を前提とした設計委託料1,590万円
を新年度予算に計上し、賛否を迫ると
いうやり方は論外である。市民的な議
論と議会の意向の確認をするべきでは
ないか。
答　本学は開学以来、教室が狭く、また
演習室が不足しており、未整備のまま
今日に至っている。このことは、昨年３
月の大学評価・学位授与機構による認
証評価においても、指摘を受けている
ところである。学生に対して質の高い
教育の場を保障するためにも、教育施
設の充実は必要であると思っている。
なお、第１期のＥ棟建設費用は約20億
円で、第２期以降のキャンパス整備に
ついては、当分の間、実現は困難と考え
ている。尾道大学は、本市発展の核とな
る知の拠点であり、学生による賑わい
の創出や、まちづくりへの貢献、消費行
動に伴う経済効果など、その価値を市
民の皆様にも認めていただいているも
のと認識している。従って、Ｅ棟の建設
に関して、広く市民の皆様の意見をお
聞きする場を新たに設置するつもりは
ない。今後とも、尾道が尾道であり続け
るために、尾道大学が知の拠点性を活
かして積極的に国際交流を進めること
で、尾道を世界に向けて力強く発信し
ていきたい。
○予防接種事業について
問　本市においても、希望者全員に子
宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成
を実施する考えはあるか。
答　希望するすべての方が無料で接種
するためには、予防接種法に基づく定
期接種として実施されることが重要と
考え、今後国へ要望を行っていく。
問　ヒブワクチン接種の重要性、公費助
成について、どのように考えているか。
答　ヒブワクチンはｂ型インフルエン

ザ菌が原因の細菌性髄膜炎などのヒブ
重症感染症を予防するワクチンであり、
1990年代に欧米を中心に導入され効果
を上げており、予防接種の重要性は十
分認識している。接種費用の公費助成
については、予防接種法に基づく定期
接種に位置づけられることが重要と考
え、接種状況や国・県の動向を見ながら
国へ要望していきたい。
○５歳児相談事業について
問　５歳児相談事業はどのような形態
で実施する予定か。また、気づきのある
幼児に対し、どのような相談体制で臨
むのか。
答　実施については、市の直営で行う
こととしているが、医師の診察・相談に
ついては、委託する予定にしている。相
談体制については、医師による診察・相
談、臨床心理士による発達相談、保健師
による保健相談等、専門職で対応する
こととしている。相談後は、必要に応じ
て、関係機関と連携しながら発達支援
員等による支援を行う予定である。
問　保護者に対し、どのような啓発活
動を行うのか。
答　保育所・幼稚園等を通しての案内
通知や、保育士・幼稚園教諭等からの啓
発、広報やホームページへの掲載等に
より啓発を行う予定である。
○尾道大学について
問　大学の移転及び大学の授業の町な
かでの実施という意見に対する市長の
見解は。
答　大学の施設を分散化させることは、
移動に時間を要するので授業に支障を
来し、また多くの費用を要する。そのた
め、最小の費用で最大の効果を出し、集
中的な機能を発揮するためには、現在
地での建設が最も合理的かつ現実的で
あると考えている。一方、学生が町なか
へ出かけることによる、まちのにぎわ
い創出などの市街地活性化については、
広く意見を聴く中で、方策を探ってい
きたいと思う。また、授業を町なかで実
施することについては、学生や教員の
移動に経費がかかることから、難しい
ものと考えている。卒業論文や研究な
どの発表については、しまなみ交流館
や商業会議所記念館などで行う予定に
している。
○汚水対策事業について
問　大幅な赤字発生の要因である公共
下水道事業から、もっと大胆に合併浄
化槽への政策転換を図るべきだと思う
がどうか。
答　公共下水道事業については、全体
計画の見直しの中で、短期的観点から、
今後10年間の整備計画を立て、その計
画に基づいて効率的な地域から順次事

業を進めていく。平成22年度に、広島県
の汚水処理構想の見直しが行われ、そ
れに伴い、本市の汚水処理構想の見直
しを行う。その中で、将来の人口減少や
地域の実情に応じた、効率的な汚水処
理を検討する。いずれにしても、効率的
な整備により汚水処理を進めていく。
問　都市計画税の該当地区で、公共下
水道計画のない地域に対しては、公費
負担がはるかに安い合併浄化槽の設置
を全額公費負担とすることについて、
市長の考えは。
答　公共下水道は、都市計画区域内に
おいて雨水及び汚水の処理を目的とし
ている。小型浄化槽については、汚水の
処理のみを目的としている。小型浄化
槽の普及については、受益者負担も必
要と考えており、用途地域とその他の
地域を区分して対応することは考えて
いない。当面、小型浄化槽設置整備事業
補助金により対応していく。その他の
補助事業については、研究していく。
問　汚水対策事業を効率的に進めるた
め、関係５事業を一つの部署にまとめ
てはどうか。
答　本市の汚水処理構想を検討する中で、
各事業内容と事業量を調査し、効率的な
事務処理が行えるよう検討していく。
○給食調理場建設に関する問題点につ
いて
問　新年度予算で、向東小・中学校それ
ぞれに給食調理場建設が計画されてい
るが、調整区域に建設するなど、ほかに
合理的な手段があるのに、なぜ予算編
成方針に反する事業を推し進めようと
するのか。また、ベストな選択と胸を張
れるのか。
答　向東学校給食共同調理場は、昭和
34年度に完成し、築50年を迎える施設
であり、施設の老朽化が著しく、衛生管
理の問題もあり、施設の更新が喫緊の
課題となっている。教育委員会として
は、向東学校給食共同調理場の改築に
ついて、約20年前、昭和60年頃から最優
先の緊急課題であるとの認識に立って
おり、部局間でも、長年議論を重ねてき
た。そして、最善の策として、昨年の２
月議会で、小・中学校それぞれの単独調
理場建設のための設計予算を提案し、
承認をいただいたところである。
問　調整区域に建設すれば事業が遅れ
ることはない。一歩引いて再考するつ
もりはないか。
答　建設用地の選定をはじめ、地権者
との用地交渉や、用地購入の確保、また、
土地の形状による造成工事の必要性な
ど、検討してきた。こうしたことを踏ま
え、緊急を要する向東学校給食共同調
理場の改築については、単独調理場と
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