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■議会の動き
● 9月 5日 議会運営委員会

本会議（開会）
会期決定、企業決算・補
正予算等提案、提出議案
の説明、決算特別委員会
設置

● 9日 本会議　一般質問
● 10日 本会議　一般質問
● 11日 総務委員会

民生委員会
● 12日 文教経済委員会

建設委員会
議会運営委員会

● 17日 議会運営委員会
本会議（閉会）
委員長報告、討論、採決

■上程議案
●補正予算
◇一般会計補正予算（第 2号）

1 億3,639万3,000円を追加し、歳入
歳出予算総額を577億8,601万6,000円と
するものです。主なものは、小中学校
の耐震化に係る経費の追加や、道路の
維持補修に係る工事請負費の追加、社
会福祉費等の前年度事業の精算に伴う
国・県への返還金の追加によるもので
す。
◇国民健康保険事業特別会計予算（第 2号）

9,192万6,000円を追加し、歳入歳出
予算総額を175億4,959万4,000円とする
ものです。主なものは、保険給付費の
追加や、前年度事業の精算に伴う国庫
支出金返還金の追加によるものです。

◇老人保健事業特別会計予算（第 1号）
4,958万4,000円を追加し、歳入歳出

予算総額を24億398万3,000円とするも
のです。これは前年度事業の精算に伴
う国・支払基金への返還金や前年度医
療給付費等の精算額確定に伴う一般会

計への繰出金の追加によるものです。
◇介護保険事業特別会計予算（第 2号）

1 億8,990万2,000円を追加し、歳入
歳出予算総額を124億5,705万5,000円と
するものです。これは前年度事業の精
算に伴う国・県等への返還金の追加に
よるものです。
◇後期高齢者医療事業特別会計予算（第 1号）
57万円を追加し、歳入歳出予算総額
を19億4,047万3,000円とするもので、
制度改正に伴う納付書等の作成に係る
委託料の追加によるものです。
◇水道事業会計予算（第 1号）
収益的収入について、水道管理事務
受託料の増加及び配水管破損事故にか
かわる保険金収入として、合わせて
2,090万円を、また収益的支出について、
水道管理事務費用及び配水管破損事故
の賠償金として、合わせて2,350万円を
追加するものです。ほかに、資本的支
出について、拡張建設費を2,000万円増
額するものです。
●条例改正
◇尾道市吏員退隠料退職給与金遺族扶助
料及死亡給与金条例
恩給法等の一部を改正する法律の施
行に伴い、退隠料を支給されている者
の死亡に係る遺族扶助料の最低保障額
を増額するための条例改正です。
◇尾道市認可地縁団体の印鑑の登録及び
証明に関する条例
地方自治法及び民法の一部改正に伴
い、認可地縁団体の印鑑の登録を受け
ることができる者として定められてい
る、職務代行者、仮代表者、特別代理人
及び清算人の規定を改めるための条例
改正です。
◇尾道市立市民病院使用料手数料条例
地域の医療機関等との機能分担及び
連携の推進を図るため、他の保険医療

機関からの紹介状がない患者につい
て、初診料とは別に初診時選定療養費
を徴収するための条例改正です。
◇尾道市立学校施設等使用条例
生口中学校に運動場夜間照明施設を
新設したことに伴い、同施設の使用料
は運動場の使用料に含むものとするた
めの条例改正です。
◇尾道市営単市住宅設置及び管理条例
老朽化した福地住宅を廃止するため
の条例改正です。
◇尾道市自転車駐車場設置及び管理条例
尾道駅前第 2自転車駐車場の移転に
伴い、その位置を改めるための条例改
正です。

●その他の議案
◇決算認定について（3件）
水道事業会計
自動車運送事業会計
病院事業会計
◇公有水面の埋立てにつき意見を述べる
ことについて
広島県から出願の尾道市因島三庄町
土生港内の公有水面埋立免許につい
て、広島県知事から意見を求められた
ので、異議のない旨回答するものです。
◇新たに生じた土地の確認及び町の区域
の変更（編入）について
公有水面埋立法第36条において準用す
る同法第35条第 1 項の規定により、無

平成20年の第 3回定例会は、 9月 5日から 9月17日までの13日間にわたり開会しました。
市長からは、19件の報告のほか平成20年度尾道市一般会計補正予算（第 2号）など25議案が提案されました。平成19年度各企

業会計決算議案３件については、決算特別委員会を設置し、閉会中の継続審査としました。その他議案22件については各常任
委員会に付託しました。
9日、10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。11日、12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、委員からは様々な質疑及び要望、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17日には、
各常任委員会の委員長報告が行われ、採決の結果、市長提出22議案は全て原案のとおり可決しました。
また、議員からは、市議会会議規則の一部改正案と意見書案6件が建議案として提案され、可決後、意見書については、国会

及び関係行政庁に送付しました。

尾道駅前第 2自転車駐車場（工事中）
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願埋立地の原状回復義務が広島県知事
から免除され、本市の区域内に新たに
土地が生じたため、この土地を確認し、
当該土地を向東町の区域に編入するも
のです。
◇新たに生じた土地の確認及び町の区域
の変更（編入）について（2件）
公有水面埋立てに関する工事が竣功
し、本市の区域内に新たに土地が生じ
たため、この土地を確認し、当該土地
を因島土生町の区域に編入するもので
す。

◇市道路線の認定について
西藤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。
西藤70号線

◇市道路線の変更について
一般県道戸崎下組線道路改良事業の
施工に伴い、これに接続する路線の起
点の異動及び終点の異動が生じるた
め、路線を変更するものです。
新田線、浦崎123号線

◇工事請負契約の締結について（4件）
向浜ポンプ場ポンプ更新工事
瀬戸田支所建設に伴う建築主体工事
向浜住宅Ｃ棟建設工事（建築主体）
因島南中学校建設工事

●報告
◇決算の状況報告について（3件）
水道事業会計
自動車運送事業会計
病院事業会計
◇健全化判断比率の報告について
◇資金不足比率の報告について
◇専決処分の報告（9件）
◇専決処分報告及び承認（5件）
●議員提出議案
◇尾道市議会会議規則

地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴い、引用条項を改めるための
規則改正です。

人口の減少、人口構造の変化、
多世帯社会における行財政改革につ

いてどう考えるか。
平成42年の本市の人口は約10万

9,000人と予想され、このうち、年
少人口は9.5％で約 1万人、老年人口は
38.4％で約 4 万2,000人、生産年齢人口
は52.1％で約 5万7,000人であり、今以上
に少子高齢化が進むものとされている。
今後の行政経営は、こうしたことを十分
に認識したうえで行っていくことが必要
であると考えている。行財政改革の面で
は、これまで以上に行政のスリム化を行
うとともに、職員個々の資質向上に一層
取り組み、市民のニーズに的確に対応す
ることが基本である。また、教育や福祉
をはじめ、公共施設や地域コミュニティ
ーなど、各分野で抜本的な見直しを行う
必要が生じるなど、基礎的自治体に求め
られるニーズも変化してくるものと考え
ている。いずれにしても、こうした長期
的な課題を十分に認識したうえで、現在
行っている事務事業総点検の結果を生か
しながら、集中改革プランなどに基づ
き、現時点で行うべき改革を着実に実施
していく。

尾道市の他都市との差別化につい
てどう考えるか。
本市には、国宝の寺院をはじめ、

先人から残していただいた貴重な多
くの文化財があり、また、山紫水明とう
たわれる豊かな自然にも恵まれた独特の
都市景観を誇るまちである。歴史遺産を
はじめとした、個性ある地域資源を生か
したまちづくりを進めることにより、尾
道は他の都市と違う輝きを持ち続けられ
ると考えている。総合計画のまちづくり
のテーマもそうした意味合いを含めて
「活力あふれ感性息づく芸術文化のま

ち・尾道」としている。

長期計画に基づく大胆な行政改
革の意思について、市長の所見は。
国立社会保障・人口問題研究所

の推計では、本市の人口は平成32年
で約12万7,000人、平成42年で約10万
9,000人と予測されている。急激に人口
減少が進むという長期的な課題を十分認
識したうえで、集中改革プランなどに基
づき、現時点で行うべき改革を着実に実
施していく。

投資的経費削減前に、長期行革
プランのもと行政コスト削減を先行

すべきではないか。
本市の厳しい財政運営を考えれ

ば、行政・財政を別々にとらえるこ
となく、行財政一体として、可能な限り
実施する姿勢が求められている。市債残
高の増加を押さえ、公債費の削減を図
り、負担を将来へ先送りしないことが肝
要であることから、投資的な経費だけを
特別に扱うことには慎重であるべきだと
考えている。

今後、時間延長行政サービスのエ
リア拡大の考えはあるか。
本年 7月から、まずは利用状況を
把握する目的で、取り扱い業務・地

域条件等を勘案し、旅券業務を取り扱
っている本庁と因島総合支所の 2カ所
で、試行的に時間外窓口業務を開始し
た。今のところ、本庁においては、1日
平均17.7件と他市と比較して効果は上が
っている。因島総合支所においては、 1
日平均3.7件となっている。他の 3支所
での時間外窓口業務の開設については、
今後の利用状況の推移を見守りながら検
討していく。また、土曜日・日曜日の窓
口業務の開設については、住民要望の多
い繁忙時期について検討しているところ

である。なお、平日の対策として、住民
票・印鑑証明書の電話予約による、休
日及び時間外交付の取り扱いを、本庁及
び 4支所で行っており、このサービスの
広報周知を図っていく。これからも、市
民の利用しやすい窓口を目指して、市民
サービスの向上に努めていく。

公民館活性化基本計画の策定作
業について「とりまとめ」ではなく、

この 3月「中間報告」となった理由は。
「中間報告」が平成20年 3 月と

なった理由については、平成18年3
月に社会教育委員会議の答申を受けて以
来、各地域の実態を改めて調査する中
で、特にそれぞれの地域特性を踏まえた
公民館の運営方針を示していくことが必
要であると考えた。さらに昨今、自治セ
ンター方式など市民との協働によるコミ
ュニティーづくりの拠点としての公民館
のあり方が研究されており、本市の参考
にできるものはないか、先進地の調査を
進めることとした。そこで、答申を受け
てから2年間の取組を一旦整理し、中間
報告という形でまとめた。

中央公民館機能充実のために仮
称「市民センターむかいしま」への

移転設置についての考えはあるのか。ま
た、今後の中央公民館の人的配置規模
はどうなるのか。

仮称「市民センターむかいしま」
は、本市のほぼ中心部に位置し、生

一般質問（主な内容）

自治体経営について

まちづくりについて

「行財政改革」の基本的な
考えについて

窓口時間外業務の継続是
非について

本庁市民課窓口

公民館の運営について

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A


