原動機付自転車
新標識（ナンバープレート）
尾道に誕生！〜希望ナンバー募集します〜

見
本

尾道市が交付する原動機付自転車（排気量50㏄・90㏄・125㏄）の標識に、
新しいデザインが追加されました。
しまなみ海道開通10周年の節目の年、
「しまなみ・やまなみ・まちなみ」をテーマに、瀬戸内海に浮かぶ船に波をア
レンジしたものができあがりました。標識の色は排気量別に50㏄は白色・90㏄は薄黄色・125㏄は薄桃色で、下部に青
い波、番号は濃紺の文字でローマ字と数字が刻印されます。
従来の軽自動車税の課税標識を超える付加価値が生まれ、走る広告塔として地域振興・観光振興に役立つものと期
待しています。
2 応募方法
（1）郵送受付
はがきに必要事項を記入し、市民税課諸税係へ郵送。
1 新標識の番号および交付時期
①表面：送付先
下記により応募のあった希望番号以外の新標識は、平成
〒722-8501 尾道市久保一丁目15-1 市民税課諸税係
21年11月2日（月）から番号順に交付をはじめます。
②裏面：必要事項
・新標識の希望番号を申請する旨
2 交付場所
・応募者の住所、名前、電話番号
市民税課諸税係、
御調支所住民課
・現在所有の原付の標識番号および排気量（50㏄以下・90
向島支所住民福祉課、瀬戸田支所瀬戸田税務係
㏄以下・125㏄以下）の種別
因島総合支所因島瀬戸田税務課因島市民税係
・希望番号「□□□□」
（応募１通につき番号一つです。
）
向東・浦崎・百島支所（ただし、向東・浦崎・百島支所は申請
・標識交付希望場所、前記「新標識の交付について ２交付
書の受付のみで新標識の交付は後日になります。）
場所」のいずれかを記入
（2）メール受付
3 申請手続き
はがきと同じ内容を記入し、市民税課諸税係へメールで
①新規登録の場合
手続きに必要なもの 申請書
（上記、
交付場所にあります。）
、 応募。
siminzei.syozei@city.onomichi.hiroshima.jp
印鑑、販売証明書
（3）窓口受付
②尾道市の従来の標識からの交換をする場合
応募用紙に必要事項を記入し、市民税課諸税係へ提出し
手続きに必要なもの 申請書
（上記、
交付場所にあります。）
、
てください。応募用紙は前記「新標識の交付について ２交
印鑑、標識（旧ナンバープレート）
付場所」の窓口にあります。
※標識の交換により自賠責保険の変更手続きが必要となる
場合があります。ご加入の保険会社等にご確認ください。 ※電話での応募は受け付けません。

新標識の交付について

4

その他
従来の長方形の標識も引き続き交付します。
軽自動車税の税率は従来の標識と同じです。
交付、交換手数料は無料です。
ミニカーは除きます。新標識はありません。

新標識の希望番号の募集について
11月２日（月）からの新標識交付に先立ち、希望番号を募
集します。
（応募多数の場合は抽選となります。）
1 対象となる番号およびその範囲
（1）対象
（2）に示す範囲内の希望番号
（2）範囲
排気量50ｃｃまで（白地）
「Ａ・・・１」から「Ａ1999」まで
排気量90ｃｃまで（薄黄地）
「Ｒ・・・１」から「Ｒ・999」まで
排気量125ｃｃまで（薄桃地）
「Ｙ・
・・１」から「Ｙ・999」まで

3

応募期間
８月10日（月）〜９月30日（水）
※郵送の場合は当日消印有効

4 応募条件
９月30日（水）までに尾道市で原付を登録済の人が応募
でき、１台につき１通に限ります。
（ 例：５台所有の人は５
通応募できます。）
応募方法に誤りがあった場合、無効とさせていただくこ
とがあります。
5

当選結果
応募者が複数の場合は抽選とし、当選した人にのみ、10
月上旬にお知らせします。
当選した希望番号の標識交付を受ける権利を他人に譲
渡することはできません。
問い合わせ先

市民税課諸税係（☎0848-25-7213）

※32頁に新標識の色見本があります。
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議会人事

松谷議長・城間副議長を選出

就任あいさつ
大勢の皆様方の温かい御推挙により
まして尾道市議会議長に選任いただき
ました。
まことにありがとうございます。
心からお礼を申し上げます。皆様、御承
知のとおりの浅学非才な私でございま
すが、選任いただきましたからには、全
力を挙げて民主的議会運営に努め、市
政発展、市民福祉に努力する覚悟でご
松谷成人議長
ざいます。
今日尾道市は、２市３町と合併し、多くの建設計画を立て
ておりますが、世界的に不況、100年に一度という不況に見
舞われております。皆様方と一緒になって新「尾道」をつく
るために頑張る覚悟でございますので、何とぞよろしくお
願いを申し上げます。
議員の皆様、理事者の皆様、報道関係の皆様、市民の皆様
方にも、今まで以上の御支援、御鞭撻お願い申し上げまして、
簡単でございますが、あいさつといたします。

監査委員
村上 弘二

総務委員会（９人）
委 員 長 村上 泰通
副委員長 杉原 孝一郎
委
員
宮地 寛行、吉和 宏、岡野 長寿
城間 和行、井上 文伸、宇円田 良孝
荒川 京子

民生委員会（８人）
委 員 長 福原 謙二
副委員長 岡野 孝志
委
員
新田 賢慈、山中 善和、魚谷 悟
檀上 正光、松谷 成人、田頭 弘美

多くの議員の皆様の賛同をいただき、
副議長に選任をいただきました。ありが
とうございました。心よりお礼を申し上
げます。
私、
もとより経験浅い若輩でございます。
丁寧に議員の皆様一人ひとりの声を聞き、
謙虚に議長を補佐し、透明な議会、市民の
負託、信頼にこたえられる議会をつくる
城間和行副議長
ことに、まことに微力ではありますが、努
力してまいりたいと思います。
もとより若輩でございますので、議員の皆様、市民の皆様、
何より理事者の皆様、報道関係の皆様、御指導をいただくこ
とで初めて力が出せると思っております。謙虚に努めてまい
りたいと思いますので、今後とも御指導をよろしくお願いい
たします。

文教経済委員会（８人）
本 訓司
委 員 長
副委員長 山根 信行
委
員
内海 龍吉、村上 弘二、三木 郁子
新田 隆雄、藤本 友行、寺本 真一

建設委員会（８人）
委 員 長 吉田 尚徳
副委員長 加納 康平
委
員
佐々木 智朗、飯田 照男、山戸 重治
佐藤 志行、三浦 幸広、神田 誠規

議会運営委員会（10人）
委 員 長 新田 隆雄
副委員長 山戸 重治
委
員
宮地 寛行、佐々木 智朗、内海 龍吉
吉和 宏、岡野 長寿、福原 謙二
本 訓司、村上 泰通

中国横断自動車道尾道松江線
建設促進特別委員会（10人）
委 員 長 内海 龍吉
副委員長 三浦 幸広
委
員
岡野 孝志、佐々木 智朗、吉和 宏
岡野 長寿、山戸 重治、加納 康平
神田 誠規、田頭 弘美

瀬戸内しまなみ海道通行料金等
調査特別委員会（10人）
委 員 長 飯田 照男
副委員長 福原 謙二
委
員
岡野 孝志、村上 弘二、岡野 長寿
三木 郁子、新田 隆雄、新田 賢慈
山中 善和、松谷 成人

甲世衛生組合議会議員
吉和

宏、山根 信行、松谷 成人

広島県後期高齢者医療広域連合議会議員
松谷 成人

６月定例市議会
平成21年第４回定例会は６月12日
から６月23日までの12日間にわたり
開会しました。
まず12日には、正副議長の選挙が行
われ、第65代議長に松谷成人議員、第
73代副議長に城間和行議員が当選しま
した。市長からは、11件の報告、平成21
年度一般会計補正予算案ほか27議案が
提案され、議案については各常任委員

会に付託しました。また、監査委員選任
同意議案が提出され原案のとおり可決
しました。
16日、17日の両日には各会派を代表
した議員による一般質問を行い、市政
全般にわたる諸問題について市当局の
考えをただしました。18日、19日は各常
任委員会を開会し、付託された議案の
審査を行い、委員からはさまざまな質

疑及び要望、意見等が出され、市当局か
ら答弁がありました。各常任委員会と
も付託された全議案を原案のとおり可
決しました。
最終日の23日には、市長から２件の人
事議案が提出され、審査の結果、２議案
とも同意しました。その後、各常任委員
会の委員長報告が行われ、各会派の討論、
採決の結果、市長提出27議案はすべて

広報おのみち・平成21年８月

3

