事業を承継するおのみちバス株式会社
に対し、土地及び建物等を無償で貸し
付けるもの。
◇財産の無償譲渡について
自動車運送事業の廃止に伴い、その
事業を承継するおのみちバス株式会社

総体質問（主な内容）
新市建設計画について
Q 新市建設計画の未実施事業、平成20
年度と今後の実施予定はどうなっている
のか。
A 新市建設計画は合併前の各自治体が
要望された事業のうち、新市の一体的か
つ均衡ある発展に資する代表的な事業と
して協議がなされたもので計画期間は10
年間となっているが、事業ごとに具体の
実施年度が決定されているものではな
い。事業実施については、その熟度、有
効性、緊急性及び財政状況などを総合的
に勘案しながら優先順位の高いものから
順次事業着手をしている。平成20年度か
ら調査を開始するものも含めて着手する
ハード事業は「向浜市営住宅建設事業」
、
「いきいきサロン高根建設事業」など 9
件を予定しており、平成20年度当初予算
時点でハード事業133件のうち 6 割程度
の着手率を見込んでいる。なお、着手し
たもののうち、平成19年度までに完了あ
るいは完了予定の事業は、いきいきサロ
ン田熊建設事業など12件である。

農業施策について
Q 本市の総合計画では、
「農林漁業が
活性化し、次の担い手が育っている」を
施策の目標としているが、今後農業・漁
業従事者が増加すると見込んでいるか。
また、検討している政策はあるか。
A 総合計画において「農林漁業が活性
化し、次の担い手が育っている」を施策
目標に掲げ、生産基盤の整備、経営基盤
の安定、集落、生活環境の保全について
支援を行い、意欲ある担い手の育成に努
めていくこととしている。また、団塊の
世代の定年退職者や他産業からの就農希
望者に対して県やＪＡと連携して農業体
験や農業塾などの就農支援を行う。漁業
については、経営基盤の強化を図り、と
る漁業から育てる漁業への環境整備を推
進する。これらを合わせ、おのみちスロ
ーフードまちづくり事業の実施により、
目標達成に努め、農業、漁業に従事され
ている方々に元気を取り戻していただき
たいと考えている。
Q 食の安全を考える中で、尾道ブラン
ドの農産物へのトレーサビリティ制度
（履
歴追跡制度）
を導入してはどうか。
A 食の安全は農林水産物の生産から消
費に至るまでのプロセスが安全・安心で
あり、消費者の信頼を得ることが基本と
考えている。現在ＪＡが取り組んでいる
栽培履歴の記帳制度により、消費者に対
して安全な尾道産農産物が提供されてい
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に対し、車両その他物品を無償譲渡す
るもの。
●人事議案
◇固定資産評価審査委員会の委員の選任
島本 誠三さん
（新浜一丁目）
◇人権擁護委員の候補者の推薦

竹井 淳さん
（瀬戸田町）
●議員提出議案
◇尾道市議会委員会条例
尾道市部設置の一部改正並びに自動車
運送事業の廃止に伴い、常任委員会の所
管を改めるもの。

るものと考えている。トレーサビリティ
ー制度の導入については、県やＪＡと連
携を図り、安心ブランド産品であるとア
ピールできるよう研究していきたい。

するものである。これは市全体の施策に
つながる活動体制を構築するためのもの
であり今後も住民、関係団体と緊密な連
携を図るとともに、保健活動の機能を強
化し、住民サービスの充実に努めていく。
また、現状と計画によるサービス提供の
見通しについては、本市も少子・高齢化
が急速に進展する中で、生活習慣病対策
など健康課題も多様化かつ複雑化してい
る。また、各地域においてそれぞれの地
域の特性を生かした取り組み、住民サー
ビスも実施してきた。さらに、平成20年
度からの特定健診、特定保健指導の実施
など保健事業をめぐる状況は大きく変わ
ってきている。そうした中で生じる課題
を統一した方針のもと、保健師を統合し、
全員で対応することにより住民サービス
を維持していきたいと考えている。

教育行政について
Q 機構改革によって教育委員会が10課
へと市行政機関最大の部署となることに
対して、また、芸術・文化行政を所管す
ることの決意を聞きたい。
A 教育委員会は、御指摘のとおりこれ
までの 5 課体制から10課体制へと大きく
なるが、教育行政として総合計画に掲げ
た「人が輝くまち」
、
「活力あふれ感性息
づく芸術文化のまち」の実現を目指して
誠意を持って取り組んでいきたい。芸
術・文化行政を所管することについては、
教育委員会はこれまでも芸術文化を所管
してきた経緯もあり、その経験を生かす
とともに新たな決意を持って芸術文化の
発展に努めていきたい。
Q 「さくらプラン 2 」での半田教育長の
独自色はどのように反映されているのか。
A 昨年 2 月の就任以来、さくらプラン
の最終年度の取り組みを進めてきた。各
方面からこの 1 年間の取り組みの評価を
いただく中で、さらに市民、保護者の皆
様から信頼される教育を創造しなければ
ならないと感じている。そこで、これま
でのさくらプランを継承、発展させ、学
校文化として定着させることを基本的な
考え方として次期さくらプランを策定し
た。その中でも、特に重点として位置づ
けている取り組みは教師の授業力の向上、
生徒指導の充実、学校の教育研究力の向
上である。さらに、旧 2 市 3 町の子ども
たちの心に一体感を持たせるための取り
組みや夢と志につな
がる感動体験を与
えることができる取
り組みなど、さらに
充実していきたい。
次期プランにおいて
もこれまでと同様、
ふるさと尾道を愛
し、夢と志を抱く
子どもの育成を目
さくらプラン 2 表紙
指していきたい。

組織の再編計画は、合併地域の市民
サービスの低下を招くのではないか。
Q 健康推進で因島、向島、瀬戸田の各
支所における健康推進部門を健康推進課
に集約することについては、これまでの
ような緊密な連携ときめ細かいサービス
ができなくなるのではないか。
A 今まで各支所に分散していた保健師
を統合し、柔軟に対応できる組織に再編

特定健康診査

産科、小児科の医師不足に
ついて
Q みつぎ総合病院は、今年 4 月から産
婦人科において分娩業務ができないので
別の病院を探さねばならないとの相談を
受けた。今後どのように対処されるのか。
また、産婦人科と役割分担しながら、助
産師が産前産後のケアや分娩介助に当た
る助産師外来や院内助産所の取り組みも
考えられるが、みつぎ総合病院、市民病
院での助産師と医師の連携、チームワー
クはどのようになっているか。
A みつぎ総合病院での分娩の取り扱い
については、分娩可能な医療機関を紹介
するなど、安心していただけるよう努め
ている。今後、一般公募など医師の確保
に努めるとともに、助産師が分娩を担当
する助産科を検討するなど、早期に受け
入れが可能となるよう取り組みを進めて
いく。妊娠、出産での医師と助産師の連
携等については、助産師は主に乳房ケア
や体重管理等の妊婦の生活面や精神面の
フォローを担当し、健診等の医学的管理
にかかわるものは医師が担当して経過管
理をしている。分娩時には、医師、助産
師が一体で安全な分娩に当たっている。
Q 妊産婦検診助成を拡大するつもりは
ないか。
A 来年度から現行の 2 回を 5 回に増や
すことと併せて、子宮頸部がん検査につ

議会だより｜2月定例市議会
いても 1 回行うこととしている。高齢出
産における女性については、35歳以上の
妊婦に超音波検査を 1 回行うこととして
いる。また、助産所など病院の連携につ
いては、市内に分娩を取り扱っている助
産所はなく、出産に向けた連携はなされ
ていないのが実態である。妊婦の経過に
ついて相談等があれば助言をするなど、
出産に向けた支援をしていきたいと考え
ている。

総合計画の具体化について
Q 高潮対策、急傾斜崩落防止など県と
の連携や、高規格救急車や消防自動車が
進入できない市道の改善など、今後の計
画はどのようになっているか。
A 本市は海岸と急傾斜地に挟まれ、高
潮や土砂災害の被害を受けやすい地形を
している。こうした中、危機管理体制の
強化を図るとともに、海岸や急傾斜地の
防災の向上のため、向島中富浜ポンプ場
などの施設を整備している。高潮対策で
は、因島の重井海岸や百島の福田海岸の
護岸整備を実施している。急傾斜地崩壊
防止対策では、危険度を数値化するなど
優先順位を明確にしながら、県と市でそ
れぞれ施行している。また、市道につい
ては緊急車両が通行できるよう引き続き
改良を実施していく。各消防施設につい
ては、地域の状況を考慮した整備計画を
策定し、順次整備している。今後も引き
続き施設の充実強化を図っていく。
Q 切れない子どもを育てるために、自
然に触れ合う体験学習の機会を多く作る
ことなどが必要ではないか。
A 子どもたちがふるさとへの愛着や思
いやり、忍耐力を身につけるためには、
自然や社会に接する機会を多くつくるこ
とが必要である。こうした目的を達成す
るためにも、次期さくらプランにおいて、
海や山で体験学習を行うふるさと体験活
動の推進や、小・中学校フォトコンテス
トなどの尾道まちづくり子ども参画事業
といった新たな施策を実施することとし
ている。今後とも子どもたちが心豊かに
育ち、学び高め合うことができるよう、
学校、家庭、地域での多様な体験活動の
充実を図っていきたいと考えている。

予算特別委員会（質問項目）
一般会計／特別会計／企業
会計各補正予算
◇補正予算全般
議案集の補正予算事項別明細書の説明
欄の記述方法
◇一般会計
市債関係で、市債の主な減額要因と財
政健全化に対する市の姿勢、公的資金借
換債の内容と効果額、手数料関係で、映
画資料館・美術館・文学の館の利用者減
少の要因と対策、歳出の審査においては、
総務管理費関係で、
（仮称）
尾道市民セン
ターむかいしま建設工事の工事請負費が
当初予算から大幅に減額となった要因と

工事着工が遅れたことに伴う市の検査体
制の徹底強化、並びに市が許可した下請
け業者の保護策、社会福祉費関係で、障
害者自立支援推進補助金の内容と増額補
正がこの時期となった理由、児童福祉費
関係で、乳幼児等医療費扶助費の主な減
額要因、農林業費関係で、農免農道事業
県工事追加補正の要因と事業概要等、農
地・水・農村環境保全事業負担金の減額
要因、商工費関係で、工場等設置奨励金
補助の減額要因と今後の見通しについて
◇各特別会計
国民健康保険事業特別会計において、
国庫支出金減額の要因、保険給付費と国
庫支出金との関係、介護保険事業特別会
計において、保険給付費と国庫支出金と
の関係、居宅介護サービス給付費増額の
要因と施設介護サービス給付費減額の要
因、地域密着型介護サービスの概要と各
施設の整備状況、並びに整備計画の遅れ
と今後の対応について
◇各企業会計
水道事業会計において、今回の補正の
主な要因である百島海底導水管破損事故
に対する防止策について

平成20年度当初予算案及び関連
議案、議案第74号に対する修正案
◇予算全般
Q 財政事情等による新市建設計画事業
に大幅な変更が生じる場合には執行部だ
けで決めず、地域出身の議員に相談して
はどうか。
A 新市建設計画事業実施については、
議員や住民の声を施策に反映させていき
たい。また、議会の議決を必要とする予
算案の中で示したい。
◇一般会計歳入
Q 市民税については、景気動向調査に
よるとマイナス要因が大きいが、どの程
度考慮し、予算計上したのか。
A 原油等の高騰など不確定要素は多い
が、納税額の大きい市内70社のアンケー
ト結果を基に予算計上した。
Q 法人市民税は減税措置が据え置かれ
ているが中小零細企業には影響がないの
だから減税措置の廃止を国に要望しては
どうか。
A 法人市民税の減額は国際競争力をつ
けるための必要性も謳われており、グロ
ーバルな判断が必要であり、市としては
難しい面もある。
Q 地方再生対策費交付の保証は確信し
ているのか。
A 財源となる地方法人特別税、地方法
人特別譲与税が10月から実施されるが、
当面、国は臨時財政対策債3,700億円を都
道府県へ割り当てることとしており、交
付されるものと考えている。
Q 市債関係で、市債発行は道路や箱物
建設がほとんどだが、新設改良を控えな
ければ市債の抑制につながらないのでは
ないか。各地域から要望のある維持修繕
にこそ手厚く予算配分すべきではないか。
A 市債残高の抑制に主眼を置いて、適

正に行っていきたい。また、尾道市総合交
通体系調査により交通体系を見直し、建
設する道路の優先順位をつけていきたい。
◇一般会計歳出
Q 機構改革により瀬戸田支所の柑橘振
興係がなくなるが、今後瀬戸田の柑橘を
どのようにＰＲしていくのか。
A 瀬戸田の柑橘は農家、関係機関の努
力でブランドが確立されてきた。今後は
支所だけでなく尾道市全体の地域ブラン
ドとして振興していきたい。

瀬戸田柑橘畑

Q 旧世界遺産推進課からどの部門がま
ちづくり推進課に移るのか。
A 歴史的建造物及び町並み調査、町並
み形成事業が移行される。また、文化財
関係の事業は教育委員会へ移る。
Q 罰則を定めた景観条例を持つ尾道市
として景観保全という観点から鞆の浦の
架橋問題に助言をしてはどうか。
A 他の自治体の政策に対するコメント
答
は差し控えたい。
Q 地域公共交通会議の目的等について
聞きたい。
A 生活交通再編計画策定のための会議
である。構成委員は、市行政のほか公安
委員会、交通事業者、住民などを予定し
ている。
Q 市民提案事業の内容について聞きたい。
A まちづくりや市民の利益につながる
広域的な事業について団体や企業などか
らまちづくりの提案を受け、費用の 2 分
の 1 を限度として補助金を支給するもの
である。
Q しまなみ交流館とベル・カントホール
で自主事業を実施しているが、今後（仮
称）
尾道市民センターむかいしまや公会堂
へも広げ、 4 館が連携し、運営をしては
どうか。
A 各館ができた経緯、施設内容等を考
慮し、現状では、
（仮称）
尾道市民センタ
ーむかいしまと公会堂は貸館として運営
し、しまなみ交流館とベル・カントホール
で連携し、自主事業を行っていきたい。

しまなみ交流館とベル・カントホール内部

Q 事務事業総点検業務の目的と行財政
改革大綱の職員削減目標との整合性はど
うか。
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