
4 広報おのみち・平成21年７月

　平成21年第３回臨時会は、５月26日に招集され、会期を１日間と決めて審議に入りました。
�市長からは、６件の報告、平成21年度一般会計補正予算案ほか５議案が提案され、議案第87号職員の勤務時間、休暇等に関
する条例の一部を改正する条例案を除く５議案については原案どおり可決しました。
�また、議員からは決議１件が提案され、原案どおり可決しました。

■議会の動き
●５月26日　

　議会運営委員会

本会議（開会）

�会期決定、補正予算等提案（説明・質疑）

総務委員会

�補正予算等審査（質疑・討論・採決）

民生委員会

�補正予算等審査（質疑・討論・採決）

文教経済委員会

�補正予算等審査（質疑・討論・採決）

建設委員会

�補正予算等審査（質疑・討論・採決）

議会運営委員会

本会議（閉会）

�補正予算等議決（委員長報告、討論、採決）

■上程議案
●予算

◇一般会計補正予算（第１号）

　　景気対策として緊急雇用対策基金

事業や広島県元気づくり緊急交付金

事業などを実施するためのもので、

養護老人ホーム寿楽園への車椅子の

昇降機を設置する費用の追加、保育

所への空調設備の工事請負費などが

あります。また、雇用創出基金事業や

緊急雇用対策基金事業では、ふるさ

と産品販路拡大事業などを実施する

ために委託料の追加をするものです。

そのほかには、駅前渡船の桟橋設置

に関する費用を追加するものです。

歳入は、広島県元気づくり緊急交付

金など県支出金を充て、不足する部

分を財政調整基金を繰り入れること

で調整し、歳入歳出予算にそれぞれ

１億9,414万9,000円を追加し、予算

総額を546億2,414万9,000円としよ

うとするものです。

●条例改正

◇尾道市職員給与条例／議会の議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条

例／尾道市特別職職員給与に関する

条例／尾道市教育長の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関する条例／

尾道市公立みつぎ総合病院事業管理

者の給与に関する条例

　　人事院の給与勧告に伴い、一般職

職員の期末手当及び勤勉手当の支

給月数を一般職の国家公務員の期

末手当及び勤勉手当の支給月数に

準じて２.15月から１.95月に改定

するため、また、議会の議員、市長、

副市長及び教育長の期末手当の支

給月数を一般職職員の期末手当及

び勤勉手当の支給月数に準じて２.15

月から１.95月に改定するため、さ

らに病院事業管理者の期末手当の

支給月数を１.６月から１.４月に

改定するための条例改正です。

◇職員の勤務時間、休暇等に関する

条例

　　職員の勤務時間を１日８時間か

ら７時間45分に改定し、休息時間

を廃止するための条例改正です。

●その他の議案　

◇財産の取得について

　　増加する救急需要への対応及び

救急業務の高度化を図るため、高

規格救急自動車（２台）を取得する

ものです。

�取得予定価格　7,566万7,200円

�　　　　（１台　3,783万3,600円）

�契約の相手方　広島トヨタ自動車

　　　　　　　(株)尾道店

◇財産の取得について

　　消防力の充実強化を図るため、消

防ポンプ自動車を取得するものです。

�取得予定価格　3,442万9,500円

�契約の相手方　(株)三葉ポンプ

◇財産の取得について

　　老朽化した瀬戸田市民会館（ベル・

カントホール）の照明設備機器を

更新するものです。

�取得予定価格　4,200万円

�契約の相手方　(株)松村電機製作所

　　　　　　　　中国支店

●報告

◇専決処分の報告について（１件）

◇専決処分報告及びこれが承認を求

めることについて（５件）

■委員会での審査
○総務委員会
◆議案の提案時期について

問　景気対策事業や人事院勧告に関

連する議案は定例会に提案される

ものと思っていたが、なぜ、この臨

時会に提案したのか。

答　景気対策に資する事業等、一日

も早く実施したいという思いがあ

り提案した。

◆防犯灯調査業務について

問　内容と目的について聞きたい。

答　市内の防犯灯の設置状況を調査

して台帳を整備し、防犯灯を町内

会でも管理する旧尾道市方式に統

一していきたいと考えているもの

である。

問　高齢化・世帯数減少により町内

会は財政が厳しく、防犯灯の電気

代も支払えない現状を認識してい

るのか。

答　ただちに管理方法を統一するの

ではなく、調査の上で検討するも

のである。

◆人事院勧告について

問　例年、人事院勧告は１年間調査

した上で８月に勧告され、12月に

実施するが、今回、この時期に勧告

が出された理由をどのように認識

しているのか。

答　民間企業の状況から８月の勧告

は厳しい内容が予想され、12月１

回だけの実施では負担が大きいため、

この時期に出されたものと推測さ

れる。

問　今回の勧告は世間の公務員バッ

シングの風潮に迎合したものであり、

この臨時会に緊急雇用対策基金事

業など内需拡大をはかる景気対策

を提案しながら、一方で一時金の

削減という景気を後退させる提案

をするのは矛盾しているのではな

いか。

答　人事院勧告は、国から独立した
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機関が独自に実施する調査に基づ

いて行うものであり、財政・景気対

策とは直接の関わりはないもので

ある。

問　市職員の一時金を削減することは、

地域の企業の賃金にも影響し、負

のスパイラルを招くという認識は

ないのか。

答　一時金の削減が内需を縮小させ

るという認識はあり、当初は景気

対策のみを提案する予定であったが、

人事委員会を持たない本市は人事

院勧告を尊重しなければならず、

また、県内他都市の状況も勘案し

て提案した。

○民生委員会
◆広島県元気づくり緊急交付金につ

いて

問　児童福祉費の備品購入費の補正

内容と財源について聞きたい。

答　市内の公立保育所にクーラーを

設置するものであり、財源は広島

県元気づくり緊急交付金を充てる

ものである。

問　保育所すべてにクーラーが設置

されるのか。

答　容量の調査が必要な保育所もあ

るが、ほぼすべての保育所の保育

室及び調理室にクーラーを設置で

きる。調理室は夏の衛生面を考え

て設置するものである。

◆緊急雇用対策基金事業について

問　福祉施設周辺環境整備業務及び

浄化槽設置状況追跡調査業務の事

業概要を聞きたい。

答　福祉施設周辺環境整備業務は、

ふくしむら南側斜面の立ち木の伐

採や草刈りを委託するものである。

また、浄化槽設置状況追跡調査業

務は、平成18年10月に広島県から

浄化槽に関する設置申請許認可等

の事務移譲があり、それに伴い、以

前広島県が浄化槽の設置調査を行

った中で、7,490基の浄化槽の確認

がとれていないということで、本

市が追跡調査を行うものである。

この追跡調査を行うことによって、

今後の浄化槽の設置に対する保守、

点検、指導等に役立てたい。

問　雇用創出基金事業及び緊急雇用

対策基金事業の実施によって、ど

のくらいの雇用が創出されると想

定しているか。

答　雇用創出基金事業は２事業で５名、

緊急雇用対策基金事業は７事業で

65名の計70名の雇用創出を想定し

ている。

問　雇用創出基金事業及び緊急雇用

対策基金事業の概要について聞き

たい。

答　雇用創出基金事業は１年以上の

長期事業を想定し、市独自で事業

を実施できず、委託という形をと

るもので、人件費割合が総事業費

の５割以上、総労働者数のうち新

規の失業者雇用が５割以上という

条件がある。また、緊急雇用対策基

金事業は６カ月未満の短期事業を

想定し、市直営か委託かは事業の

内容で選択できる。人件費割合は

総事業費の７割以上でなければな

らないという条件がある。

問　緊急雇用対策基金事業のうち、

市の直営事業はあるのか。

答　７事業のうち、１事業が直営事

業である。

問　内需拡大するためにも、今後も

緊急雇用対策基金事業を重要なも

のとして捉え、知恵を出して市民

ニーズにこたえる事業を創出して

いかなければならないのではないか。

答　この事業は３年を想定している

ので、来年度以降に向けて新たな

事業を考えていかなければならない。

また、緊急性を要するものであれば、

補正で今年度実施するなど、さま

ざまな方向から検討していきたい。

○文教経済委員会
◆緊急雇用対策について

問　尾道市における有効求人倍率及

び完全失業率について聞きたい。

答　尾道市から世羅町におけるハロ

ーワーク管内の有効求人倍率は３

月末現在で0.78、県内平均0.61で

あり、完全失業率は全国平均4.8％、

中国平均4.7％、広島県での推計は

3.5％である。

問　緊急雇用対策として委託する７

事業の内容及び委託先について聞

きたい。

答　千光寺公園景観維持業務につい

ては民間委託、ふるさと産品販売

経路拡大業務については尾道観光

土産品協会、ふるさと美術工芸資

材開発業務については尾道帆布、

防犯灯調査業務、福祉施設周辺環

境整備業務、浄化槽設置状況追跡

調査業務、因島地区公園等環境整

備業務についてはシルバー人材セ

ンターに委託する予定である。

問　失業者雇用対策として７割以上

の失業者を雇用条件とするのであ

れば、すべて尾道市が直轄で雇用

すれば、10割の失業者を雇用でき

るのではないか。

答　業務についてのノウハウをもっ

た失業者かそのノウハウを活用で

きる業者へ委託したほうが円滑に

業務が行えると想定している。

◆ふるさと産品販売経路拡大業務及

びふるさと美術工芸資材開発業務

について

問　内容について聞きたい。

答　前者については尾道の土産品を

販売する拠点施設を整備すること

で尾道の特産品の販路拡大及び食

事の提供をしようとするものであり、

後者については尾道市内に自生す

る野草等を使用し、草木染めの原

料となる染料を作り加工販売する

ことで尾道の特産品としようとす

るものである。

◆千光寺公園景観維持業務及び因島

地区公園等環境整備業務について

問　内容について聞きたい。

答　樹木の剪定、草木等の伐採を行

い景観の保全を図るものである。

◆雇用創出基金事業及び緊急雇用対

策基金事業について

問　広島県の雇用創出基金事業及び

緊急雇用対策基金事業に占める尾

道市の事業割合を聞きたい。

答　緊急雇用対策基金事業は実施し

やすいので、尾道市に割り当てら

れたほぼ枠一杯を使っているが、

雇用創出基金事業については直接

尾道市が実施することができない

ため、試行錯誤しながら実施事業

者を探しており、枠の半分程度に

とどまっている。

○建設委員会
◆向島小浦桟橋設置工事について

問　尾道本土と向島を結ぶ４航路の

年間輸送人数と車両台数並びに今

回の設置工事の原因となった向島

運航の休業に伴う市民への影響に

ついて聞きたい。

答　尾道向島間の輸送人数は年間で

400万人弱、輸送車両は100万台弱

であり、そのうち向島運航の利用

者は年間60万人弱なので、１日当

たり約1,500人が他の交通機関を

利用せざるを得ない状況におかれ

ている。

問　今回の桟橋設置工事は、その財

源となっている広島県元気づくり

緊急交付金の目的に合致するのか。

答　交付金は緊急経済雇用対策を目

的として広島県が創設したもので、

大きく二つの使途があり、「暮らし

の安全安心対策に関するもの」と「地

域の活力の維持・再生に関するもの」

となっているが、今回の桟橋設置

は「暮らしの安全安心対策」の、住

Q

Q

A

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

Q

Q

A

A

A

A

Q

Q

A

AQ

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A




