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原案のとおり可決しました。

　また、議員からは、意見書案７件が建

議案として提案され、可決した意見書

については、国会及び関係行政庁に送

付しました。

　また、今回提出された請願２件につ

いては不採択となりました。

■議会の動き
●６月

●

●

●

●

●

■上程議案
●補正予算

◇一般会計補正予算（第２号）

　18億8,714万9,000円を追加し、予算

総額565億1,129万8,000円とするもの

です。主なものは、人件費に関する特別

職や職員の給与のカットに係る減額、

４月１日付けの人事異動に伴う人件費

等の措置、人事院勧告に基づく期末手

当など夏期一時金0.2月分の削減など

の予算措置を行うものです。加えて、国

の１次補正予算に係る経済対策の地域

活性化・経済危機対策臨時交付金事業

として14億2,697万5,000円や子育て

応援特別手当交付金事業１億2,607万

1,000円などを追加しています。さらに、

このところの経済状況を反映して、法

人市民税の還付に要する予算の追加や、

消費者生活相談窓口の機能強化を目指

す地方消費者行政活性化事業などの追

加をするものです。

◇港湾事業特別会計補正予算（第１号）

　人件費の減額分を修繕料や待合所の

借上料などへ組み替えるものです。

◇国民健康保険事業特別会計補正予算

　（第１号）

　601万6,000円を追加し、総額を171

億4,666万円とするもので、職員が３名

増加したことに伴う人件費の追加によ

るものです。

◇千光寺山索道事業特別会計補正予算

　（第１号）

　73万8,000円を追加し、総額を7,839

万8,000円にするもので、千光寺山ロー

プウェイの運転時間延長に対応するこ

となどによる人件費の追加によるもの

です。

◇夜間救急診療所事業特別会計補正予算

　（第１号）

　388万6,000円を追加し、総額を１億

7,960万円にするもので、職員の異動に

伴う人件費の追加によるものです。

◇公共下水道事業特別会計補正予算

　（第１号）

　160万4,000円を追加し、総額を24億

8,597万6,000円にするもので、職員の

異動に伴う人件費の追加によるもので

す。

◇介護保険事業特別会計補正予算

　（第１号）

　1,148万5,000円を減額し、総額を

135億1,671万円にするもので、職員１

名の減に伴う人件費の減額や臨時職員

の賃金の追加及び地域包括支援センタ

ー運営に係る追加によるものです。

◇尾道大学事業特別会計補正予算

　（第１号）

　5,496万7,000円を追加し、総額を13

億8,665万1,000円にするもので、職員

２名の減に伴う人件費の減額と、地域

活性化・経済危機対策臨時交付金事業

として、テニスコートの移設と、水路の

整備を行うための予算措置です。

◇救護施設事業特別会計補正予算

　（第１号）

　3,000円を減額し、総額を２億5,674

万1,000円にするもので、職員給与の減

に伴う人件費の減額と、修繕費の追加

によるものです。

◇特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）

　158万円を追加し、総額を２億9,376

万2,000円にするもので、職員の異動に

伴う人件費の追加によるものです。

◇渡船事業特別会計補正予算（第１号）

　34万8,000円を追加し、総額を3,233

万7,000円にするもので、職員の異動に

伴う人件費の追加によるものです。

◇後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号）

　419万3,000円を追加し、総額を18億

8,880万6,000円にするもので、職員の

異動に伴う人件費の追加によるものです。

◇水道事業会計補正予算（第１号）

　職員の異動に伴う人件費の調整で、

収益的支出の水道事業費用を2,463万

2,000円減額し、また、資本的支出につ

いて311万6,000円を減額しようとす

るものです。

◇病院事業会計補正予算（第１号）

　収入については、市民病院では瀬戸

田診療所の体制の確定に伴う一般会計

からの繰入金の増額を、公立みつぎ総

合病院では介護保険事業への職員派遣

が１名減じたことに伴う介護保険事業

特別会計からの負担金の減によるもの

であり、支出については両病院で、職員

の給与及び期末勤勉手当の改定などに

より減額するもので、収益的収入の病

院事業収益を1,112万2,000円増額し、

病院事業費用を4,876万7,000円減額

しようとするものです。

●条例改正

◇尾道市役所支所設置条例

　尾道市役所瀬戸田支所を移転するた

めの条例改正です。

◇非常勤の職員の報酬及び費用弁償に

関する条例

　障害程度区分認定調査を円滑に実施

するための障害程度区分認定調査員の

設置に伴い、その報酬額を定めるため

の条例改正です。

◇尾道市手数料条例

　長期優良住宅等計画認定申請に係る

手数料のうち、あらかじめ登録住宅性

能評価機関による認定基準の事前審査

を受けて、申請される場合の手数料を

定めるための条例改正です。

◇尾道市税条例

　地方税法の一部改正に伴い、個人の

市民税の住宅借入金特別税額控除及び

配当所得、譲渡所得等に係る軽減措置

の特例の延長等について定めるための

条例改正です。

◇尾道市消防本部及び消防署の設置等

に関する条例

　尾道西消防署において救急患者搬送

船の運用を開始することに伴い、管轄

区域を改めるための条例改正です。

◇尾道市瀬戸田サンセットビーチ設置

及び管理条例

　事務分掌の変更に伴う条例改正です。

◇尾道市港湾施設管理条例

　向島町に港湾施設として市営桟橋を

設置し、及び管理するため、並びに東御

所町の桟橋を市営桟橋として管理する

ための条例改正です。

◇尾道市都市公園条例

　公園予定区域の整備完了及び児童遊

園地の編入に伴い、都市公園名を定め

るための条例改正です。

◇尾道市児童遊園地設置及び管理条例

　道の駅子ども公園を都市公園へ編入

することに伴い、同公園を廃止する
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めの条例改正です。

●その他の議案

◇市道路線の認定について

　上細田線：因島田熊町地内の宅地造

成に伴い、寄附を受けた道路を市道認

定するものです。

◇市道路線の認定について

　浦崎124号線：浦崎町における道路

改良事業により新設した道路を市道認

定するものです。

◇市道路線の認定について

　美ノ郷116号線：美ノ郷町における

道路改良事業により新設した道路を市

道認定するものです。

◇市道路線の変更について

　原田23号線：一般県道下川辺尾道線

道路改良事業の施工に伴い、これに接

続する路線の終点に異動が生じるため、

路線を変更するものです。

●報告

◇繰越明許費繰越計算書（２件）

　一般会計

　公共下水道事業特別会計

◇事故繰越し繰越計算書

　一般会計

◇予算繰越計算書

　水道事業会計

◇継続費繰越計算書

　水道事業会計

◇法人の経営状況（６件）

　尾道市土地開発公社、尾道駅前都市

開発株式会社、尾道ウォーターフロン

ト開発株式会社、おのみちバス株式会社、

財団法人尾道市自治振興事業団、財団

法人平山郁夫美術館

●人事議案

◇教育委員会の委員の任命

　中司弘子さん（十四日元町）

◇固定資産評価員の選任

　石井浩一さん（西藤町）

■一般質問（主な内容）
◆シトラスパークの活用について

問　今後どのように活用していくのか。

答　旧瀬戸田町から引き続き取組をし

ている広島大学との共同研究の成果

を基に、市・広島大学・民間企業など

が参加し、「柑橘類ヘルスケア食品開

発研究会」を立ち上げている。これは、

尾道・瀬戸田産の柑橘の有効活用・消

費拡大とともに、新たな「地域ブラン

ド」商品の育成に取り組んでいるも

ので、平成21年度末には各企業にお

いて商品化できるよう取組が進めら

れているところである。また、平成20

年３月、市・県・地元関係団体と「シト

ラスパーク管理運営見直し検討委員

会」を立ち上げ、平成20年９月に「シ

トラスパーク再出発構想」を策定し

ている。これは、シトラスパークを「地

域ブランドの育成」・「柑橘産業の創

出の場」としての役割に加え、地域住

民と来園者の「交流・憩い」の場とし

ての活用を目指していくものである。

これを基に、平成20年度から「シトラ

スパーク交流プログラム」に取り組み、

地元市民の交流活動の拠点として、

有効利用の定着を推進すべく、地域

の各種団体の方々と協議を重ねてい

るところである。今後、民間活力など

も視野に入れながら、新たな地域産業・

柑橘産業の創出を目指した公園運営

を推進していきたい。

◆地域交通体系の整備について

問　尾道市内中心部と瀬戸田町を結ぶ

直行バスを運行すべきと考えるが、

市長の所見は。

答　住民要望に応えるため、おのみち

バス株式会社が平成22年度の開設に

向け、経路を含め検討しているとこ

ろである。

◆行政評価システムの導入について

問　行政評価システムの導入を進める

必要があると思うが、市長の所見は。

答　本市が今後とも自立的で、持続可

能な行財政を確立するためには、政

策評価、施策評価、事務事業評価から

なる行政評価制度を導入し、将来的

には総合計画、行政評価、予算編成等

が連動した仕組みづくりを目指さな

ければならないと考えている。この

ため、平成21年度は、昨年度実施した

総点検の結果を踏まえながら、事務

事業については300事業程度を対象

に評価を実施するとともに、施策評

価については制度設計を行っていき

たいと考えている。また、あわせてそ

の担い手となる職員の育成に向けた

研修を行っていく。なお、政策評価に

ついては、今後の課題として認識し

ている。

◆環境行政について

問　市内公共施設に太陽光発電システ

ムを設置してはどうか。

答　本市では、尾道市民センターむか

いしまや、みつぎ子ども図書館に太

陽光発電システムを設置し、因島南

中学校にも設置する予定である。そ

の他エコ対策として、尾道市立市民

病院の発電設備には発電効率の高い

天然ガスの燃料使用や排熱の有効利

用をしている。消防本部では地熱を

利用した換気システム及び屋上緑化

を実施している。

◆国道２号バリアフリー化事業について

問　事業の着工時期、工事の概要、総事

業費及び完成予定はどのようになっ

ているか。

答　平成21年度中に広島県が国道２号

交通安全施設等整備事業の実施設計

を行い、平成22年度から着工の予定

である。現在の道路幅の中で北側歩

道を拡幅するとともに、線形の一部

改良を行う。総事業費は平成21年度

中に積算を行う。着工後３年から５

年での完成を見込んでいる。

問　歩道や路肩は、どのようにバリア

フリー化されるのか。また、道路全体

の線形はどのようになるのか。

答　現在の計画では、南側の停車帯を

狭くしたり植樹帯を撤去することに

より、北側の歩道の幅員は最低でも

1.5ｍ以上に拡幅される予定である。

この停車帯及び植樹帯については、

今後地域住民等との協議により具体

的に詰めていく。また、線形については、

郵便局の西側についてカーブの角度

を緩やかにする計画である。これに

より、自動車走行の安全性が向上し、

交通事故の減少が期待される。

◆県立瀬戸田高等学校・御調高等学校

の分校化案について

問　分校化案について、市としてどの

ように受けとめ、どう対応するつも

りか。

答　これまで、県教育委員会は、「県立

高等学校再編整備基本計画」を平成

13年度に策定し、平成15年度から平

成20年度にかけて、地域の実情等を

考慮しながら、小規模校の統廃合に

よる適正規模化を進めてきている。

この計画の当初から、本市にある高

等学校では、県立瀬戸田高等学校と

御調高等学校が、計画の対象となっ

ているものと認識していた。そうし

た中で、先日、県教育委員会から、基
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