涯学習を推進する中核施設としての機能
を果たすことができるものであり、現
在、中央公民館として位置づける方向で
検討している。また、職員配置について
は、中央公民館として対応できる人員の
配置を検討していきたいと考える。

本市の財政支出に関する法的な問
題については、関係機関と協議した
ところ、問題ないとの回答をいただいて
いる。本四高速、国土交通省との協議
の経過については、6 月上旬に本四高速
と協議し、6 月下旬に本四高速から国土
交通省へ本市の提案内容の説明をされて
いるのが、今日までの経過である。軽減
策の内容については、案件の実施が可能
かどうかを現在検討していただいている
ので、決まり次第示させていただきた
い。

A

入札制度の改善について
平成19年度及び平成20年度での
電子入札システムの試行状況はどの
くらいか。また、試行結果からどのよう
な課題等があり、全面実施のめどはどの
ようになっているか。
A 平成19年度 4 件の試行を経て、
平成20年度では 8 月末現在で135件
の入札案件のうち78件を実施し、実施率
は57.7％である。目的は事務の効率化と
入札参加者の利便性を求めるものであ
り、従来の紙入札との併用では、かえっ
て効率化につながらないという問題もあ
る。このため、平成22年度には原則電子
入札に移行することを目標としている。

Q

中央公民館

病院事業について
市民病院の赤字決算を理由に短
絡的に運営形態の見直しや機能の
縮小、人件費などの削減を図るべきでは
ないと考えるが、市長の見解は。
A 市民病院が 2 年連続しての赤字
決算となっている原因としては、診
療報酬の引き下げ、患者負担の引き上げ
による受診抑制や、医師をはじめとする
医療従事者の不足等、外部環境の悪化
も大きな要因であると認識している。当
然のことながら、安全で安心、良質な医
療を提供するには、経営の健全性の確保
は必要不可欠である。そのため、市民病
院では、現在、経営の効率化に懸命な努
力を続けているところである。ただし、
公立病院の役割として、
「採算性の面か
ら民間医療機関による提供が困難な医療
を提供すること」も求められており、経
済性のみを追求することなく、住民福祉
の向上のため医療機能を提供していく役
割を担っている。市民病院と公立みつぎ
総合病院の二つの公立病院のあり方につ
いては、「病院事業検討委員会」での意
見などを参考にし、慎重に検討してい
く。

Q

尾道大学の独立行政法人
化について
尾道大学の独立行政法人化につ
いて、市長はどのような認識を持っ
ているか。
A 現在、法人化をしている公立大学
の状況を調査しているところであ
る。意思決定の迅速さや予算執行の柔軟
性といったメリットがある一方、市とし
てのチェック機能の希薄化や人員、財政
上の負担増が考えられるなどのデメリッ
トもある。今後、関係者のご意見もいた
だきながら、法人化の是非について、具
体的な検討を行いたいと考えている。

Q

尾道大学
市民病院

しまなみ海道の通行料金の
軽減策について
Q
4

実現の可能性と結論の出る時期等、
今後の見通しはどうなっているか。
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後期高齢者医療保険制度
について
Q
か。

負担増になった世帯について、市
独自の補助制度をつくる考えはある

後期高齢者医療制度は、都道府
県単位で運営され、原則、広域連
合内均一であるため、本市独自の補助制
度は考えていない。
説明会開催にどのような働きかけ
Q をして、開催状況はどうであった
か。また、今後の説明会に対する姿勢に
ついてどう考えるか。
老人クラブ連合会、社会福祉協
A 議会、連合民生委員協議会に働き
かけを行い、これまで、老人クラブ、地
区社協、ふれあいサロン等の各種団体よ
り要望をお受けして、地域での説明会を
30会場で開催し、参加者は1,694人であ
る。今後の説明会については、国におけ
る新たな保険料の軽減内容が明らかにな
ってきたので、そのことを含めた説明会
を行うことが必要であると認識してお
り、市広報への掲載や老人クラブ連合会
と連携をとり、地区老人クラブへの出前
講座の案内を行うなど、より積極的に制
度の周知に努めていきたい。

A

教育問題について
軽度発達障害を持つ児童のため
に、せめてすべての学校に特別支援
教育支援員を配置すべきではないか。
A 特別支援教育の対象となる児童
生徒は増加傾向にあり、「特別支援
教育支援員」を配置するなど、当該児童
生徒に対する支援体制をつくることは、
喫緊の課題であると認識している。今年
度、本市では、特別支援教育支援員を
小学校、中学校合わせて51校中25校、
38名配置しており、また、配置していな
い学校は、小学校11校、中学校15校、
合わせて51校中26校である。全校に配置
していない理由は、本市では、必要とす
る学校には複数でも配置し、必要としな
い学校には配置しないという方針で対応
しているからである。配置に当たって
は、すべての学校の校長に希望を聞くと
ともに、指導主事による学校訪問を行
い、総合的に判断している。本年度の特
別支援教育支援員配置の予算額につい
ては、25校38名の特別支援教育支援員
の人的措置を行うため、5,660万円の予
算措置を行っている。また、特別支援教
育支援員を配置していない学校26校に1
名ずつ配置した場合、3,890万円の増額
が必要となる。特別支援教育支援員の配
置については、今後とも、各学校の実態
に応じ、きめ細かな対応に努めていきた
い。

Q

百島の医療と救急体制について
百島の救急患者に対する島内搬
送や、救急船の搬送体制の充実は
図られているか。
A 島内搬送については、百島町救急
体制確立実行委員会と委託方式で

Q

議会だより｜9月定例市議会
協議してきた。それに伴う患者搬送用車
両についても、配置すべく確保してい
る。現時点では、島内搬送業務の委託
契約について、調整協議中である。海上
搬送は、委託しているグループの増員に
ついて取り組んでいる。また、島内搬送
と海上搬送は一体化することが望まし
く、そういったグループの結成について
も協議をしてきたが、困難な状況であ
る。百島地区においては、今後さらに人
口の減少、高齢化が進展することが見込
まれる中で、委託方式には限界があると
認識している。現在、離島における直営
方式の救急業務のあり方について、検討
を始めているところである。

尾道大学について
平成21年 4 月開講予定の、一般
教養科目「尾道学入門」の内容等
はどのように考えているか。また、
「尾道
学講座」と「尾道学入門」との関連性を
どのように考えているか。
A 「尾道学入門」を大学の授業科
目とすることについては、平成21年
4 月に開講する予定である。具体的に
は、専任教員がオムニバス方式で15回の
授業を行い、一般教養教育科目として 2
単位を与えるようにしている。また、今
後は、地域の研究をしている方に講師を
お願いすることも考えている。なお、市
民向けの尾道学講座は、これまでの取組
を踏まえ、新たな研究や考察の成果を内
容としていくつもりである。
教員採用については、今後、公募
Q 制を基本とするのか。
今年度から、原則的に公募によ
A り、より広く人材を求めていくこと
にした。

Q

環境問題について
市民活動計画についての、市の認
識と対応は。
家庭でできるエコ活動を具体的に
A 表現した「市民活動計画」は有効
なものであると認識している。現在、作
成に向けて取り組んでいる。
Q 「クールアースデイ」取組の結果
はどうであったか。また、今後の日
常化に向けた取組について、どのように
考えているか。
本市においては、 7 月 7 日に各企
A 業等に呼びかけ、ライトダウンをお
願いした。継続して実施している企業も
あり、成果があったものと考えている。
また、 6 月21日夏至の日に、小中学校
及び市民の方々に呼びかけ、キャンドル
ナイトを実施した。子ども達からは、
「ろうそくの灯だけで過ごした後でつけ
た電気がとても明るくて、電気の大切さ
が分かった」
、「ろうそくの灯のなか、家
族と地球温暖化の話をした」などの有意

Q

義な感想をいただいた。12月21日の冬至
の日にも、キャンドルナイトを予定して
おり、引き続き実施したいと考えている。

地域医療を確保することは必要な
ことであると認識している。現在、
施設整備等を含め、有床診療所として運
営が可能かどうかを判断するため、概算
費用を算出している。今後、支援の内容
について県と協議を行い、移管について
の判断をしていきたい。

A

地域資源を活かしたまちづ
くりについて
歴史まちづくり法への対応につい
てどのように考えているか。また、
基本計画策定への行程はどのようなもの
か。
本市はこれまで、世界遺産登録に
A ふさわしいまちづくりを目指して、
歴史文化遺産として価値のある建物の外
観復元、修理などに対し助成する「まち
なみ形成推進事業」や商業会議所記念
館・歴史博物館の整備など歴史遺産を
大切にした事業を行ってきた。本年度も
さまざまな時代の建築文化をよくとどめ
ている建築物について「尾道市歴史的建
造物及び町並み調査」を実施していると
ころである。こうした中、本年 5 月に成
立した「歴史まちづくり法」は、歴史的
なまちなみの整備を支援する法律であ
り、本市が取り組んでいる歴史遺産を大
切にしたまちづくりを後押ししてくれる
ものであると認識している。また、先に
文化庁から「文化財総合的把握モデル事
業」の実施市として選定され、今年から
3 年間で文化財総合調査を実施し、平成
22年度には「歴史文化基本構想」を策
定する予定である。この構想や、これま
で市独自で行ってきた施策の成果を踏ま
えて、早ければ平成23年度に、通称「歴
史まちづくり法」に基づく「歴史的風致
維持向上計画」も策定したいと考えてい
る。

Q

キャンドルナイト

農業問題について
農協との連携によるイノシシ対策
等を考えているか。
A 市内の中山間地域や島しょ部にイ
ノシシが出没し、農作物に大きな被
害を及ぼしていることは、重要な課題と
認識している。イノシシ被害防止対策と
して、本年度から、防護柵等設置事業
の補助率を 3 分の 1 から 2 分の 1 に、上
限額を 3 万円から 5 万円に改正し、前年
予算対比で約25％増額し、充実を図っ
ている。今後も、引き続き、農家の皆様
が安心して、耕作できるよう、農協と連
携を図りながら、この制度の継続を努め
ていきたい。
Q 需要の高いイチジクやワケギ等に
切りかえる指導は考えているか。
イチジクやわけぎ等は、県内一、
A 全国一の産地である。イチジクにつ
いては、沿岸島しょ部を中心に年々栽培
面積、生産者とも増加傾向にある。わけ
ぎについては、現在、県、尾道市農協と
連携をしながら、御調や因島への普及を
図り、すでに因島では、栽培を開始し生
産者も増えている。今後、イチジクやわ
けぎ等への取組希望があれば、県や農協
と連携しながら、産地育成に取り組んで
行きたい。

Q

県立瀬戸田病院について
県立瀬戸田病院の移管問題につ
いて、県との協議はどのようになっ
ているか。また、尾道市としての考えは
どうか。

Q

歴史博物館

寄贈品の活用・展示について
今後の利用・展示方法はどう考え
ているか。また、市街地の既存施設
の有効活用についてどう考えているか。

Q

県立瀬戸田病院
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