総 体 質 問
「暮らしの安全性と快適性
がたかいまち」を目指して
中国横断自動車道尾道松江
線と国道486号線の結節促進に
ついて、暮らしの安全性と快適性を高
めるまちづくりとしての整備促進の観
点から、現状と今後の整備促進対策を
聞きたい。
尾道松江線と国道486号との
答 結節については、現在尾道・
甲山間の開通に備えて、御調町に設置
予定のインターチェンジとそのアクセ
ス道の整備に力が注がれている。また、
国道486号線の整備については、用地
取得など、年次計画的に事業が進めら
れており、今後の道路整備について、
設置予定の「備後地区道路整備促進期
成同盟会」の活動の中で国・県への要望
を強めていきたいと思っている。

問

学校の適正配置の進め方
について
新年度予算編成の基本のひ
とつとしてあげている「小・中
学校の適正配置を計画的に進める」こ
とについて、今回の因島地域における
因南学園構想の方向転換は大きな障害
となるのではないか。
仮称因南学園にかかわる方
答 針転換については、地域で起
きた署名活動や請願、説明会での状況
等を総合的に判断したものであり、そ
の背景としては、住民の理解を得るた
めの取り組みが結果的に不十分だった
ことに起因すると認識している。今後
このことを反省し、より良い教育環境
の実現に向け適正配置を推進したいと
考えている。

問

備申請件数に対する整備決定割合は
98.7％となっているので各地域の要望
に十分応えられたものと考えている。

産業振興
尾道流通団地の分譲状況と、
新年度予算に計上されている新
たな産業団地としてのふさわしい土地に
御調地区が対象となっているか聞きたい。
現在の分譲状況は、分譲面
答 積約18ヘクタールの 1・2 工区
では、分譲率97％で29社の立地が決定
しており、すでに25社が操業を開始し
ている。完成間近の 3 工区、約13.5ヘ
クタールでは 3 社と立地協定を結び、
分譲率は68％であるが、現在も県内外
の企業10社程度から引き合いを受けて
おり、そのうち数社と具体的に話を進
めているところである。また、産業団
地適地調査事業の調査地域について
は、調査開始時点での特定の前提は持
っていないが、高速道路に近接した優
位性のある地域を広く想定している。

問

公営バス事業について
尾道市の公営バス事業につ
いては、年間輸送人員は300万
人を割り、路線別運賃収入では経費以
上の収入を得る路線は16路線中わずか
3路線となっている。このような慢性
的な状況の繰り返しから脱却する時期
にあると思うが、今後の事業運営につ
いて方針を聞きたい。

問

交通局

小型合併処理浄化槽について
小型合併処理浄化槽が設置
できない住宅密集地のような狭
隘な場所におけるし尿処理問題をどの
ように考えているか。また、小型合併
浄化槽整備事業に係る地域別整備状況
では各地区に均衡よく整備されている
のか。
小型合併浄化槽を設置する
答 ことが困難な住宅密集地では、
共同処理等の方法を検討してもらう必
要があるだろうと考えている。また、
小型合併浄化槽整備事業に係る地域別
の設置実態については、平成18年度は
御調町 9 基、向島町47基、因島各町99
基、瀬戸田町46基、その他239基で、
市内全域では440基となっており、整

問
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バス事業の経営環境は全国
的に厳しい状況が続いており、
民営化の流れが加速されている。本市
においても、現在、民間セクターと共
同で事業を存続させる経営改善計画案
を取りまとめているところであり、こ
れにより今日的社会環境に即した効率
的経営形態に改め、住民サービスと交
通弱者への福祉の向上を引き続き図り
たい。

答

財政融資資金の繰り上げ
償還について
本市の地方債残高は普通会
計ベースで約789億円と見込ま
れているが、借入れ利率 5 ％以上の公

問

的融資資金の額及び保証金なしの繰り
上げ償還に対する今後の対応について
聞きたい。
公的資金の繰り上げ償還の
答 対象となる利率 5 ％以上のも
のに係る残高は、普通会計で33億2,441
万5,000円、3 特別会計で20億8,753万
4,000円 、水 道 事 業 で は 10億 7,046万
1,000円 、病 院 事 業 で は 23億 6,748万
2,000円である。繰り上げ償還が認めら
れるためには、政府資金では財政健全
化計画・公営企業健全化計画の策定、
住民負担の軽減内容の明確化等の諸条
件を前提とした健全化計画を必要とす
ることや、金利段階別のさまざまな条
件もあり、繰り上げ償還のための財源
の問題や今後予測される財政状況を見
極めて検討したい。

尾道市の教育について
学校現場で働く教職員は長
時間の過密労働で、夜遅くま
で残ったり、頻繁な会議や、資料作成
等でパソコンに向かう時間が多く、本
来一番大切な子どもたちに向かう時間
がないという声も聞くが、職場実態を
どのように把握しているのか。また、
これからの尾道市の教育について、見
解を聞きたい。
職場環境については、学校
答 に提出を求める資料の精選を
図るなど、事務文書の簡略化や公務運
営の効率化に取り組んでいるところで
あり、ノー残業デー、早期退校の呼び
かけも定着しつつあるので、今後とも
課題意識を持って適正な勤務管理の徹
底に努めたい。また、今後の尾道市の
教育については、平成19年度を「尾道
教育さくらプラン」のまとめと次期プ
ランの準備期間と捉え、様々な課題に
ついて、各校長とスクラムを組みなが
ら改善を図り、子どもや教職員がさら
に元気になるプランとなるよう取り組
みたい。

問

市民に襲いかかる国の負担増政策と
市独自のくらしを守る対策について
障害者自立支援法で通所施
設に通う障害者の負担が増加
しており、国もいくらかの負担軽減策
を講じるようであるが、本人が障害に
も負けず、懸命に働いて得た収入が、
例え1,000円でも、2,000円でも手元に
残る負担額に抑えることがどうしても
欠かせないと考えるがどうか。
市内の通所施設の月平均工
答
賃は約1万2,700円で利用者の負
担額の月平均は約10,000円である。障
害者自立支援法には様々な課題がある

問

と思うが国において軽減対象世帯の要
件の拡大や1割負担の上限額を現行の2
分の1から4分の1にする等、利用者負
担の更なる軽減策を打ち出している。
これらの特別対策施行後は低所得者の
利用者負担額は3,750円とさらに軽減さ
れることから、手元に残る賃金は増加
するものと考えており、4 月から新た
な軽減策への対応として現在対象者に
申請勧奨し受付をしているところであ
る。今後は就労移行支援事業の充実を
図るとともに、個々のニーズに応じた
自立支援に努めたいと考えている。

今後の財政運営について
新年度予算における経常収
支比率は94.9％となる見込み
で、財政収支が非常に悪化したことを
示しており、人件費、扶助費、公債費
が軒並み増加し、事業費が圧縮されて
いる。このような状態が続けば、きわ
めて近い将来財政が破綻する恐れがあ
るのではないか。
財政収支の悪化による財政
答 破綻の恐れについては、人件費
も、退職手当を除き改善しており、公
債費についても残高は減少している。
歳入については、地方交付税等の依存
財源は減少傾向にあるものの、市税の
増加という明るい要因もあり、財政指
標は悪化しているが、体力に見合った
財政運営を心がけていれば市財政が破
綻することはない。

問

予算特別委員会での審査
一般会計／特別会計／
企業会計各補正予算
一般会計補正予算の審査では、総務
管理費関係で、土地借上料及び建物借
上料の減額内容、社会福祉費関係で、
扶助費減額の主な要因、敬老用乗車・
船券の減額要因、因島総合福祉保健セ
ンター建設調査委託料の減額要因、児
童福祉費関係で、児童扶養手当給付費
の減額要因、清掃費関係で、尾道市ク
リーンセンター維持補修工事請負費と

予算特別委員会でのようす

浦崎最終処分場整備工事請負費の減額
要因、浦崎最終処分場の跡地利用及び
進入路の取り扱い、処分場開設時の条
件整備の進捗状況、農林業費関係で、
ブランド産地育成事業の対象件数・事
業年次・利用状況及び効果、柑橘類の
栽培品種転換の状況、観光費関係で、
温水プール基本設計委託料の減額要
因、総合福祉保健センターへの温水プ
ール併設の具体化の時期、中学校費関
係で、（仮称）
因南学園構想の一時凍結
に関わり、実施設計委託料減額後の執
行予定額の内訳及び繰越明許費との関
係、執行済みの基本設計費と（仮称）
因南中学校における基本設計費との関
連、一時凍結の要因ともなった三庄・
田熊の請願署名運動の受け止め、
（仮
称）因南中学校の今後の計画スケジュ
ール、三庄小学校の大規模改修、土生
地区の幼・小・中一貫校先行実施の検
討、向東町におけるパイロット校とし
ての幼・小・中一貫教育の実施の検
討、市内の学校等における耐震構造の
調査結果及び対応、北部 4 校統合計画
における地元説明について、それぞれ
質疑、意見、要望があり、理事者より
それぞれ答弁があった。
また、各特別会計補正予算では、国
民健康保険事業特別会計において保険
給付費の減額及び被保険者数減少の主
な要因、介護保険事業特別会計におい
ては、保険給付費の補正と介護保険事
業計画との関係、地域密着型サービス
の基盤整備の進捗状況について、それ
ぞれ質疑、意見、要望があり、理事者
よりそれぞれ答弁があった。
また、各企業会計補正予算の審査で
は、病院事業会計において患者数予定
量の主な減少要因、病院事業会計の今
後の見通し、医師確保の今後の見通し
等について、それぞれ質疑、意見、要
望があり、理事者よりそれぞれ答弁が
あった。

平成19年度
当初予算案及び関連議案
◇ 3 カ年の財政運営計画を策定
厳しい財政状況の中で、新市建設計
画事業を実施するためには事業計画、
財政面を含めて精査した財政運営計画
の策定が必要ではないかとただしたの
に対し、理事者より、平成19年度を初
年度とする 3 カ年計画の財政運営計画
を、今月末をめどに作成していると答
弁があった。
◇新市建設計画の見直しは時期尚早
各種財政指標の悪化から新市建設計
画についても事業を見直すべきではな
いかとただしたのに対し、理事者より、

見直しは時期尚早と考えており、この
1 年間努力したいと思っているが、今
後様々な課題が惹起するであろうこと
も認識していると答弁があった。
◇税財源の移譲による増収は
税率のフラット化による税財源の移
譲についてただしたのに対し、理事者
より、税源移譲による増収は11億3,000
万円となるが、これにより平成18年度
に10億円程度あった所得譲与税が廃止
されていると答弁があった。
◇所得税の定率減税が減額された保育
料への影響は
昨年所得税の定率減税が半減された
が、前年の所得税額によって決定され
る認可保育所の保育料に影響はないの
かとただしたのに対し、理事者より、
規則を改正することにより保育料に影
響しないよう配慮する予定であると答
弁があった。
◇民放による市政放送の廃止を
情報発信のための民放による市政放
送については、ほぼ毎日、民放各局が
尾道を特集し、情報発信や観光ＰＲを
してくれているのだから必要ないので
はないかとただしたのに対し、理事者
より、メディアの力は程度の差こそあ
れ、相当に奥深く大きいものがあると
思っているが、以前から指摘されてき
たことでもあり、これまで以上に存廃
も含めて真剣に考えたいと答弁があっ
た。
◇パスポートの申請交付が市役所で
県からの権限委譲に伴い本市も 6 月
からパスポートの申請交付事務をする
ことになるが、そうなると、従来の旅
券事務センターは廃止されるのか、ま
た、本市ではどの程度の交付を予想し
ているのかとただしたのに対し、理事
者より、通常は市役所で手続きするこ
とになるが、緊急時の旅券発行に対応
するため県庁所在のセンターは残る。
また本市での年間発給は3,000件を予定
しており、併せて市民課窓口の増設も
考えていると答弁があった。
◇児童デイサービスの利用者負担軽減へ
児童デイサービス利用者負担軽減事
業の内容についてただしたのに対し、
理事者より、新年度から発達障害児童
等の早期療育を目的としたデイサービ
スの利用について回数にかかわらず利
用料の半額補助を予定していると答弁
があった。
◇認定子ども園と保育所の違いは
認定子ども園の設置の背景と他の保
育所との相違点等についてただしたの
に対し、理事者より、国の規制緩和の
ほか就学前教育の幼保一元化の議論の
中で認定子ども園制度が創設され、本
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