

司 議員

現行制度 維 持 し て い く

片平

乳幼児等医療無料化
制度について

答

充を求めます。

胡子

県の生活航路補助制度は

対象航路へ補助するのか。
胡子 原油高騰やクレア
ライン無料化実験による
経営悪化で民間が航路維
持できない時は。

と考えています。

これから具体的に協議

企画振興課長 ご指摘の
通り、県が半分、残りが
関係市です。負担割合は
協議します。
市長 法定協議会で客観
的に方針を決めてもらい
たいと考えています。

答

胡子 先端地域（三高・
切串）の航路をどう考え
るか。

胡子 県の「新たな生活
航路対象事業」（予算５
２００万円、赤字補助）
の対応は。
市長 県が対象航路や補
助要綱を示した後、協議
になります。市負担につ
いて議会で審議してもら
います。

交流のまちづくり

胡子 新規事業の江田島
ファンのネットワークづ
くりは。

市長 サイクリングロー
ドや広域クルーズなど市
に関連する事業に積極的
に関与し、ＰＲしたいと
考えています。

胡子 県の「瀬戸内 海
の道構想」に市としてど
う取り組むか。

市長 市全体の望ましい
交通体系を創り守りたい



山本

雅信 議員

市長 新年度から３年は
事務局を市役所に置く。
将来的には、江田島ファ
ンからのアイデアとネッ
トワークを活かした市産
品の売り込み等ができるよ
う努力したいと思います。

オリー ブ 構 想 を江田 島 ブ
ランドとしてどう活かすか

胡子 オリーブや従来か
らあるカキなどのＰＲを
どう支援するか。
市長 商品開発及び販路
確保に側面から支援する。
海産物を利用した新たな
特産品開発のため支援補
助制度を設けました。
胡子 単品でなく一体化
した支援を。また、宇品
港ターミナルビルの有効
活用を県へ積極的に提案
してほしい。

秀男 議員

新市建設計画の 
進捗状況等について

▲ 江田島市航路図

の意見を踏まえながら、
これらの検証を実施して
いきます。
山本
（秀） 現在の仮庁舎
は、耐震化されてなく、
また高潮津波などの被害
等が予測され、現庁舎は
問題がある。災害時の住
民への周知である防災行
政無線の親局を現庁舎の
一階に設置の予定である
が変更の考えはないか。
市長 検討します。

産業の振興について
山本
（秀） 関税徹廃を目
指す環太平洋連携協定
（ＴＰＰ）交渉を見据え、
高齢化の激しい本市の現
状を鑑み高齢者にもでき

る農、漁業の振興を図る
ことが地域づくり、住み
よい街づくりに繋がるも
のと考えるが、市長の考
えはどうか。
市長 ＴＰＰ交渉におけ
る影響については、政府
の動向を注視している。
農業及び水産業にお
ける現状は本市のみなら
ず全国的に高齢化が進ん

でいます。
今後は軽作業ですむ農
業、水産業への転換を進
めていきます。その一環
として、オリーブ、花、
イチジクなどの振興に対
して新年度の予算におい
て、新たなチャレンジに
対する支援制度を計画し
ています。高齢者の生き
がいのひとつになると考
えています。

答 計画の見直しを図り検証する



江田島市

胡子 広 島 市 （ 広 島 航
路）・呉市（呉航路）も

秋月
中町 能美海上ロッジ

高田

市長 子育て支援の有 効
な手段と認識していま す 。
市の限られた財源の中 で
現行制度の維持に努め ま
す。

福祉保健部長 差額と し
て２０００万円かかり 、
現行制度の維持に努め ま
す。予防接種などに費 用
がかかります。

天応
（呉ポートピア）
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片平 制度の拡充は過 疎
地域が進んで実施して い
ます。江田島市の人口 減
少は５年間で県下１番 で
あり、人口対策として す
べきだ。費用はいくら か
かるのか。

片平 江田島市の乳幼児
等医療費助成制度は小学
校３年生までで一部負担
金があります。設立当初
は市の独自の進んだ取り
組みでしたが立ち後れた
制度になってきています。
県内では、三次市、世
羅 町、 神 石 高 原 町 が 入 ･
通院ともに中学校３年生
まで拡充しています。子
育てしやすい江田島市と
いわれるよう、少子化の
改善・定住対策としての
中学校卒業までの制度拡

片平 昨年も、今年も 赤
字ではない、やる気と お
金の使い道です。２０ ０
０万円で、子育て支援 で
き、少子化の改善 定
･住
対策ができるんです。 全
国的に制度拡充は進ん で
いる。住民福祉向上に 努
めてもらいたい。

年度６億円

21

片平 福祉保健部長が答
えた事はどこの市町も一
緒だ。限られた予算の中
で何とかして住民の為に、
過疎対策に知恵をだして
取り組んでいる。現行の
制度を守って行く理由に
はならん。今年の繰越金
はいくらか。
財政課長
です。

（宇品）

山本（秀） 「自然との共
生・都市との交流による
海生交流都市」をスロー
ガンに、住みよい、美し
い地域づくりをテーマと
した基本方針を定め合併
したが６年経過する中、
達成度、進捗状況、住民
の満足度など検証する時
期と考えるが、どうか。

広島市

市長 財政運営の効率化
健全化を図りながら、持
続可能な自治体運営をし
て行くためにも、新市建
設計画の見直しは避けて
通れないと考えられます。
合併特例債の借入期限
が残り４年となり、新庁
舎の問題も整理する必要
があり、新年度、総務部
に「政策推進室」を設置
し部局の枠を超え、市民

▲ 江田島市総合計画

江田島市議会だより
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