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くためには、常にすべての組織・機構を
点検し、効率的な行政運営を図ること
が求められている。本庁と支所との事
務分担についても、地域特性に配慮し
ながら、丁寧に対応していきたい。
○市長の総体説明について
●Q　臨時財政対策債に対する市長の所
見について聞きたい。
●A　地方交付税の財源不足に対応する
ため、平成13年度から制度化され、本市
においては、発行可能額を限度に発行
し、財源としている。その元利償還金相
当額について、毎年、地方交付税の基準
財政需要額に算入されている。
○教育問題について
●Q　社会教育・文化・スポーツなどを市
長部局へ移し、教育委員会は学校教育
に専念すべきと考えるが、教育長の意
見について聞きたい。
●A　教育委員会の職務権限は、地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第
23条に規定されており、社会教育、文
化、スポーツなどの分野は、本来、教育
委員会の職務である。ただ、社会教育、
文化、スポーツなどの職務については、
市長部局への事務委任なども可能では
ある。県内でも、公民館など社会教育の
一部を市長部局に移管している市町が
あることも承知をしている。本市とし
ては、学校教育と社会教育などの分野
は、それぞれ密接に関連しており、現在
のところ、教育委員会が所管すること
が適当と考えている。
○生活保護について
●Q　生活保護受給者の就労に向けた支
援をしてはどうか。
●A　定期的な訪問を通じ、ケースワー
カーが世帯の状況把握をしており、就
労可能な世帯に対して必要な指導・助
言を行っている。また、昨年度から嘱託
就労支援相談員を 1 名雇用し、ハロー
ワークと連携しながら、求職情報の提
供や面接指導等、就労に向けた支援を
行っており、その結果、今年度は 2月末
現在で３世帯が自立し、生活保護廃止
となっている。
○東日本の震災について
●Q　東日本の震災から尾道が学んだこ
と、及び今後の活用について聞きたい。
●A　市民の生命、身体、財産を守ること
が自治体の重大な責務であると改めて
痛感した。今年度においては、エリアメ
ールの導入や消防団へのトランシーバ
ー配備、自主防災組織の結成促進など
に努めてきた。また、食糧、生活必需品
及び防災資機材などを確保するため、
事業者との協定締結も進めてきてい
る。新年度においても、支所や拠点とな

る避難所に発電機を配備するととも
に、県による津波被害等の想定の見直
しに伴い、新たな防災マップの作成も
予定している。今後、県の地域防災計画
の修正を踏まえて、本市の地域防災計
画を修正し、可能な限り、あらゆる防災
対策・減災対策を講じていきたい。
○財政について
●Q　合併後の財政の状況について聞きたい。
●A　市税は、少子化に伴う労働人口の
減少などや、地価の下落傾向による減
収が見込まれ、また、一般財源である地
方交付税は、将来にわたって段階的に
減額されることとなっており、厳しい
状況が見込まれる。こうした中、高齢化
等による扶助費の増加や、クリーンセ
ンターの更新及び道路等の維持補修を
はじめとする老朽施設の維持管理の時
代を迎えることとなる。そのためにも、
健全な財政基盤の確立に向け、引き続
き、行財政改革に取り組む必要がある。
○教育問題について
●Q　生涯教育とは何か。
●A　学校教育や家庭、地域で得た様々
な体験が、人格や生きる力を形成して
いくものと考える。教育委員会として、
このことは、豊かな人生を送るために、
非常に大切であると認識し、子どもた
ちの教育を進めている。さらに、大人に
なっても、市民一人ひとりが、生涯にわ
たって、自己の人格を磨き、学習してい
くことが、生きがいのある豊かな人生
につながるものと考えている。今後も、
市民一人ひとりが地域の中で『集い、学
び、生かす生涯学習の充実』に努めてい
きたいと考えている。
○特別養護老人ホームの増床について
●Q　計画通り242床増床できる見通し
とその根拠は何か。
●A　計画策定にあたり、市内の特別養
護老人ホームに対して意向調査を行い、
合計で202床の増床希望があった。これ
に第 6期の前倒し分として、40床を公募
で増床する計画である。市内の特別養護
老人ホームの管理者等とは、増築計画に
ついて意見交換をしてきており、また、
公募の問い合わせも既にあるので、計画
どおり増床できるものと思っている。
●Q　増床の年次別地域別の計画はどう
なっているか。
●A　平成24年度は北部圏域に29床、中央
圏域に87床、瀬戸田圏域に10床を整備の
予定である。平成25年度は東部圏域に25
床、因島圏域に20床、平成26年度は向島
圏域に31床を予定している。公募分の40
床は平成26年度の整備を予定している。
●Q　尾道市は多床型の増床計画はある
のか、あるとすれば何床を見込んでい

るのか。
●A　242床のうち、50床が多床室の予定
である。
●Q　増床による保険料への影響額はい
くらか。
●A　月額135円の増額を見込んでいる。
○住宅リフォーム助成制度について
●Q　尾道市の制度をつくるにあたっ
て、広島県の「子育て・高齢者等あんし
ん住宅リフォーム普及促進事業」を参
考にしたのか。
●A　本制度をつくるに当たっては、広
島県や他市の制度も参考にしながら、
本市の課題に対応すべく独自の制度を
創設したものである。
●Q　広島県が実施したこの制度の昨年
度の当初予算額と想定対象件数、実際
の補助金総額と補助件数、工事費総額
はどうなっているか。
●A　広島県の制度における今年度の当
初予算額は3,000万円、補助対象件数は
300件、実際の補助額は約2,512万円、補
助件数は275件、工事費総額は約7億
2,968万円と聞いている。
○地域主権改革に係る一括法成立について
●Q　市民の声をどのようにして集約す
るのか。また、自治体の姿勢、判断、方針
が問われるが、どのような方針を持っ
ているか。
●A　地域主権改革の推進に当たって
は、市民、利用者、関係者等からの意見や
情報から、課題やニーズを的確に把握す
ることが肝要だと考えている。個々の条
例案の検討に際しては、アンケート調査
やパブリックコメント、審議会や懇談会
等を通しての意見聴取など、多様な方法
が想定される。さらに、これまでの業務
遂行時に、関係者や市民から直接お聴き
した貴重なご意見等も参考にしながら、
適切な対応に努めていく。地域主権改革
の推進を、地域特有の課題解決に活か
し、これまで以上に、効果的なまちづく
りに、取り組んでいきたい。
○環境関係政策について
●Q　大規模太陽光発電所の誘致目標年
次計画をどのように立てているか。
●A　本市においても、再生可能エネル
ギーの普及促進は地球環境の保全の観
点から、非常に重要であると認識して
おり、とりわけ日照時間の多い本市は
太陽光発電に適した立地条件にある。
誘致目標年次計画については、市有の
候補地は平成24年度内を目標に、民有
地は、施行後 3 年以内には誘致が実現
するよう、候補地所有者と発電事業者
に対し、働きかけを行い、太陽光発電に
よる再生可能エネルギーの普及促進に
取り組んでいく。

◇尾道市住宅団地汚水処理供用区域外
流入分担金に関する条例
　住宅団地の汚水処理施設における汚
水処理に関し、汚水処理供用区域外から
施設へ汚水を流入しようとする者から
分担金を徴収するための条例制定です。
◇尾道市病院事業の設置等に関する条例
　公立みつぎ総合病院とともに市民の
医療の確保を図るべく、尾道市立市民病
院の運営についても地方公営企業法の
全部を適用するための条例制定です。
◇尾道市病院事業の管理者の給与に関
する条例
　病院事業への地方公営企業法の全部
適用に伴い、病院事業の管理者の給与に
ついて定めるための条例制定です。
◇尾道市病院企業職員の給与の種類及
び基準に関する条例
　病院事業への地方公営企業法の全部
適用に伴い、病院企業職員の給与の種
類及び基準について定めるための条例
制定です。
◇尾道市病院事業使用料及び手数料条例
　病院事業への地方公営企業法の全部
適用に伴い、診療又は施設の利用に係
る使用料及び手数料を定めるための条
例制定です。
●その他の議案　
◇公立大学法人尾道市立大学中期目標
を定めることについて
　地方独立行政法人法の規定に基づ
き、公立大学法人尾道市立大学中期目
標を定めるためのものです。
◇甲世衛生組合規約の変更について
　甲世衛生組合の組織を改めるため、
規約を変更するものです。
◇広島県後期高齢者医療広域連合規約
の変更について
　外国人登録法の廃止に伴い、関連す
る規約を変更するものです。
◇尾道市と福山市との間における児童
の発達支援に関する事務の事務委託
に関する規約
　関係市町と福山市とで相互に協力し
て行う児童の発達支援に関する事務の
うち、尾道市が処理すべき事務の管理
及び執行を福山市に委託するための規
約を定めるものです。
◇公の施設の指定管理者の指定について
　指定管理者を指定するものです。
　いきいきサロン門田／いきいきサロ
ン立花　和／因島漁船等巻揚施設
◇新市建設計画の変更について
　新市建設計画に尾道市立市民病院整
備事業及び尾道大学施設整備事業を追
加するとともに、学校の整備及び保育所
施設に関する記述を改めるものです。
●議員提出議案

◇尾道市議会委員会条例の一部を改正
する条例案
　尾道市部設置条例の一部改正、病院
事業局の設置及び公立大学法人尾道市
立大学の設立に伴う条例改正です。
●人事議案
◇固定資産評価審査委員会の委員の選任
　進来征子さん（土堂二丁目）
　新川征彦さん（因島田熊町）
　松岡秀明さん（因島田熊町）
　森下宏之さん（瀬戸田町）
◇人権擁護委員の候補者の推薦
　横山光昭さん（久山田町）
　砂田佳月さん（高須町）

■総体質問（主な内容）
○多様な交流の輪が広がるまちについて
●Q 　「銀山街道」沿線の活動が盛り上が
りをみせている。しまなみ海道周辺と
同様、里山の活性化も重要だと考える
が、市長の見解について聞きたい。
●A 　尾道観光協会をはじめとした街道
沿線の各種団体の皆さんが、銀山街道
をテーマとした取り組みをされている
ことは、里山の新たな魅力を発見する
ことにつながると考えている。現在、こ
のような活動の活性化を図るため、国・
県及び銀山街道沿線の自治体が一体と
なり、広域的な官民連携での取り組み
を推進する協議会を本年 3月末に設置
する予定である。
○市民と市が協働し、ともに創るまち
について

ワン・ステップ・アクション
（フラワーカーペット）

●Q 　職員の地域活動や社会貢献活動を
積極的に進めるべきと考えるが、どうか。
●A 　職員がこのような活動に参加する
ことで、市民の目線や考え方を理解し、
日常の業務に活かすことができるとと
もに、協働の意識醸成につながるもの
と考えている。既に、多くの職員が地域
行事等において活動を行っているが、
更にそれを進めるため、全ての職員が
今置かれている立場から一歩踏み出
し、一人の市民として地域のまちづく
り活動等へ参加する「ワン・ステップ・
アクション」を今年度から取り組んで
いる。今後とも、多くの職員が取り組め
るよう、職員への呼びかけや参加しや

すい環境づくりを進めていく。
○心豊かに育ち、学び高めあうまちについて
●Q 　武道の時間における事故防止の対
策について、どのように考えているか。
●A 　次年度から始まる武道において
は、安全指導の徹底が強く求められて
いる。市教育委員会としては、平成21年
度から武道の授業中の安全確保を目指
し、中学校体育科教員全員を対象とし
た研修や武道指導の先進的な地域の中
学校の視察に取り組んできた。さらに、
新学習指導要領が本格実施となる平成
24年度は、武道の時間に、必要に応じて
体育科教員の補助指導者を派遣する体
制を整え、事故防止に努めていく。
○新年度予算について
●Q　落ち込みが想定される市税収入の
増収対策については、どのように考え
ているか。
●A　瀬戸内の十字路としての優位性を
活かした企業誘致や、市内企業の活性
化を図ることが最も効果的であると考
え、取り組んできたところである。来年
度については、流通団地や工業団地で
施設及び工場の竣工により、400名以上
の雇用の創出が見込まれている。また、
本市を含む地域が指定された地域活性
化総合特区は、成長分野と言われてい
る医療、ＩＣＴ、環境、観光に関するも
のであり、地域の活性化にもつながる
ものと期待している。
○尾道市就学前教育・保育施設再編計
画について
●Q　国の「総合こども園」制度と尾道市
の「認定こども園」制度に相違はある
か。また、2015年からは尾道市も「総合
こども園」と名称を変更し、国の制度に
合わせるのか。
●A　「認定こども園」も「総合こども園」
も教育・保育を一体的に提供する施設で
あるから、制度上の相違はない。本市に
おいても、国の新システム導入後は、現
行の保育所、幼稚園及び認定こども園に
ついては、いずれも子ども・子育て支援
給付の対象施設とするため、「総合こど
も園」への移行を目指していきたい。
○機構改革（案）について
●Q 　「効率的な行政組織への再編」は、
編入地域に対してもう少し時間をかけ
て取り組む配慮が必要ではないか。
●A　この度の組織・機構の見直しにお
いては、合併後の市の一体性の確立、均
衡ある発展に向けて、まちづくりを効
果的に進めるため、支所での窓口サー
ビスと地域振興の機能は、しっかり残
しながら、事務分担を見直していくこ
ととした。各種行政課題に対応しなが
ら、市民サービスを維持・向上させてい


