令和３年度予算編成方針
について問う
酒永





光志 議員

答
平川 子育て世帯に対す
る新型コロナウイルス感
染症対策として、どのよ
うな取り組みを行ってい
るのか。

平川

博之 議員

木施設 カ所のうち カ
所については、令和２年
月で終了しています。
残りの カ所については、
施工中が カ所、調整中
が カ所あり、引き続き
早期復旧に取り組みます。
平川 災害から住民を守
るための取り組みは。
市長 事前防災の取り組
みと被害を最小化する減
災の取り組みが重要です。
これらの整備には膨大
な費用が発生することか
ら、限られた財源の中で
効果を最大限に発揮させ
るため、ハード・ソフト
の一体的な対策が必要で
す。
ハード対策として、河
川のしゅんせつや道路・

護岸の補修を実施してい
ます。また、ポンプ設備
や橋りょうなどの構造物
については、定期的な点
検の実施を通じて異常の
早期発見・早期補修を行
い、災害の未然防止に努
めます。
ソフト対策として、具
体的には、地域が一体と
なって防災意識を高める
ため、出前講座を通じて
意識啓発をはかるととも
に、自治会や自主防災組
織による避難訓練の実施、
避難行動要支援者に対す
る地域の支援体制づくり
を行っています。

財源確保に努めできる限りの支援を行う



新型コロナウイルス感染症に関する
取り組み・対応について問う



答
平川 観光業・飲食業へ
の対策は。
市長 本市独自の取り組
み と し て、
「エタジマ
ミライートＰＲＯＪＥＣ
Ｔ」や「江田島市未来創
造支援金」などにより支
援を行っています。
ミライートの使用期限
は１月 日、江田島市未
来創造支援金の受付期限
は、３月末までです。引
き続き、事業者や各関係
団体へ制度の周知を行い
ます。
防災・減災について
平川 平成 年７月豪雨
による被災箇所の復旧状
況は。

369



胡子

雅信 議員

市長の目指す観光戦略を問う

市長 本市の被災した土
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ぐ力」を引き出す経営力
を磨き、江田島市の強み
を生かした企画・営業・
プロモーションを行うこ
とができるよう、一般社
団法人化を目指しており、
引き続き、積極的に支援
していきます。
胡子 観光協会の一般社
団法人化はいつ頃か。
産業部長 令和３年４月
を目標としています。
胡子 将来的に「稼ぐ力」
を引き出す経営力を磨き、
一般社団法人化を目指す
と い う こ と は、
「地域商
社」として期待している
のか。
産業部長 地域商社とい
うものはよく分かりませ

んが、自立していただけ
る方向性を模索していま
す。
その他、次の事項を
質問。

・新ホテルおよび指定管
理施設（宿泊施設）への
支援について
・岸根における開発可能
性について

答 観光を産業として育成する

胡子 市民の関心事は、
どこにできるのかという
ことだが。

設にするのではなく、小
さく生んで大きく育てた
いと考えています。

市長 観光振興計画の基
本理念「本市への来訪の
きっかけをつくり、観光
を「産業」として育成す
ること」です。

市長 観光協会は観光戦
略チーム「一歩」の観光
振興の推進役、市内観光
関連事業者等との連携お
よび観光客への情報発信
などを担う任意団体です。
将来的には、観光振興
・交流促進のため、「稼

胡子 観光協会の在り方
と支援策について問う。

胡子 地域振興施設につ
いて問う。
市長 目指す地域振興施
設とは、「本市の新鮮で
実り豊かな農水産物や加
工品などの販売促進、魅
力発信、そして交流の
場」となる施設で「江田
島市６次産業化・地産地
消推進協議会」の協力の
もと、整備を進めます。
江田島市版の地域振興
施設は、財政面を考慮し
て、当初から大規模な施
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効果
 的な予算編成と基礎
自治体として持続可能な
財政規模を目指す

島市として持続可能な 財
政基盤を整えていくよ う
指示しました。
酒永 ３つの重点テー マ
の具体的事業は。

月に入ってから
市長
は、給付事業として「ひ
とり親世帯臨時特別給付
金」の年内支給の実施、
支援事業として保健師と
のオンライン相談および
感染症対策情報を発信す
る「電子母子手帳」サー
ビスを始めています。
また、外出自粛などに
よる育児の孤立化や「産
後うつ」の増加も懸念さ
れるため、妊産婦やその
家族の方に助産師や保健
師が助言する「産前・産
後サポート事業」を６月
から毎月開催しています。
14

産業部長 今回１カ所に
絞りましたが、相手があ
ることなので場所につい
てはお答えできません。

胡子 市長の目指す観光
戦略について問う。
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酒永 予算編成方針の策
定に際し市長が特に指示
した事柄は。
市長 「しごとの創出 」
については、本市への 進
出企業との連携や新た な
誘致活動などに取り組 み 、
「子育てしやすい環境 づ
くり」については、特 色
ある保育事業の実施、 地
域における子育て支援 に
取 り 組 み ま す 。ま た 、「 健
康寿命の延伸」につい て
は、いきいき百歳体操 な

します。
酒永 新規・拡充事業 、
スクラップ・アンド・ ビ
ルドの具体策は。
市長 現在作成中の「 行
財 政 経 営 計 画（ 案 ）」 な
どにより、市民にも厳 し
い財政状況を認識、共 有
していただき、事業の 優
先順位をつけ、事業の 選
択と集中に取り組みま す 。
海事産業発展への

 首長の会につい て
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市長 新型コロナウイル
ス感染症対策は喫緊の課
題であり、市民の安心の
確保と市内経済の活力づ
くり、さらに、「『ワクワ
クできる島』えたじまづ
くり」に引き続き取り組
み、各種施策の実現に効
果的な予算編成と、江田

どの活動に対する助成、
マイレージポイント事業
の実施に引き続き取り組
みます。
酒永 令和２年度決算見
込みにおける実質単年度
収支、経常収支比率の見
込みは。
市長 新型コロナウイル
ス感染症の影響で見込み
が難しいですが、令和元
年度同様厳しい状況が見
込まれます。
酒永 国や関係機関に 予
算や税制面の支援を要 望
する等の活動を方針と し
て「海事産業の未来を 共
創する全国市町村の会 」
が設立された。本市も こ
の会に入会し、連携し て
国・県への要望活動を す
ることで、造船業をは じ
めとする海事産業を応 援
すべきと思うが市長の 考
えを伺う。
市長 海事産業は地域 の
経済・雇用を支える重 要
な産業であり、それぞ れ
の企業の実態把握に努 め 、
市としての支援策など 検
討をします。

事 業 名
事業費他
土地購入費
3,667万円
物件補償費
137万円
シーサイド温泉のうみ解体工事
3,896万円
新ホテル整備事業補助金
5億円
長瀬駐車場進入路工事
788万円
長瀬駐車場整備工事
7,613万円
旧能美海上ロッジ解体工事
2億5,070万円
新ホテル等整備事業用地周辺整備工事
200万円
温泉施設維持管理費（20年）
1億1,600万円
企業立地奨励金
1億2,600万円
新規雇用奨励金
750万円
合計
11億6,321万円

酒永 歳入規模に準じた
予算編成とあるが具体的
な財政規模は。
市長 厳しい財政状況の
改善は喫緊の課題であり、
基礎自治体として持続可
能な財政規模を目指しま
す。
酒永 成果を意識した事
業の見直しの具体的な考
えは。
市長 事務事業総点検の
考え方を今年度の予算編
成の段階から取り入れ、
成果を意識した事業見直
しによる予算編成を目指

新ホテルに関する補助金、周辺整備事業他
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