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第２回補正予算
■ 特定離島ふるさとおこし推進

25
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育成、その後の甑島地先への放
流に対して補助を行うもの。

◇大林川河川整備事業
２千７０７万２千円
里町有数の水稲やカンショの
作付地である上の原地内を流れ
る普通河川大林川の護岸工事等
を実施するもの。

◇バス待合施設整備事業
５５７万７千円
下甑島で運行している甑かの
こゆりバス利用者の利便性向上
を図るため、バス待合所を２カ
所（手打トンネル・内川内）設
置するもの。

◇甑島旅客待合所利活用事業
７７０万円
本年４月からの寄港地集約に

より、フェリー・高速船が寄港
しなくなった中甑・手打港旅
客待合所について、地域住民に
よるワークショップ等を開催し、
今後の利活用方針を検討するも
の。

◇甑島メディア（テレビ放送）
制作・宣伝事業
１千６９９万５千円
鹿児島市及び新幹線沿線都市
住民を対象に、①テレビ番組に
よる甑島の魅力（旅・食・品）
の情報発信と、②モニターツア
ー等を実施し、観光誘客を図る
もの。

○簡易水道事業特別会計
◇手打地区給水管布設替事業
３千７４０万円
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第１回・第２回補正
（一般会計）で

既 存 住 宅 改 修・特 定 離 島 ふ る さ と 事 業

円
円
額
２億８千５百万 増

正

予

平成 年第２回定例会は、６月５日から 日までの 日間の会期で開催しました。
今定例会では、既存住宅改修環境整備事業や特定離島ふるさとおこし推進事業など、
一般会計に係る２回の補正で約２億８千５百万円の増額となる補正予算をはじめ、条例
の制定及び改正、人事案件など議案 件が提案され、いずれも原案のとおり可決・同意
しました。
また、条例改正に係る専決処分１件を承認するとともに、請願２件と陳情１件を採択
しました。

補

29

事業補助金の活用事業
（主なもの）

昨年度コンクールのグランプリ作品
（きびなごの黒酢あんかけ）

14

○一般会計
◇こしきの恵み・食の祭典
甑島
２００万円
魚食の普及啓発のため、甑島
近海で獲れる魚介類を活用した
「 お 魚 料 理 」 コ ン ク ー ル を 開 ◇魚介類中間育成放流事業補助
催し、レシピ集を作成。さらに、 金
レシピを活用したお魚料理教室
６３５万２千円
の開催により、魚の消費拡大等
アワビ資源の回復を図るため、
を図るもの。
稚貝の購入、約３カ月間の中間
ｉｎ

第１回補正予算
既存住宅改修環境整備事業を
４千万円増額（一般会計）
市内の施工業者を活用した既
存住宅の改修工事に対する補助
制度を本年度創設しましたが、
改修へのニーズが高く、当初予
算で措置した予算を上回る応募
があったことから、予算を増額
するもの。

観光誘客に期待の膨らむ船上での魚釣り体験

第２回定例会

24

大林川の護岸工事（昨年度施工箇所）

◇中甑地区浄水場整備事業
１千１０万円
○国民健康保険直営診療施設勘
定特別会計
◇里診療所医療機器整備事業
７３５万円
◇下甑手打診療所医療機器整
備事業

（単位：千円）
■第2回補正額

制定について」を原案のとおり
可決しました。
これは、中心市街地の活性化
等を図ることを目的として、横
馬場町に整備された民間住宅を
借り上げて、横馬場市営住宅と
するものです。

青瀬小跡にかのこ幼稚園移転
鹿島町には分園開設

設し、幼稚園教育の充実と教育
環境の向上を図るものです。

災害対応特殊はしご付
消防ポンプ自動車を購入へ

議案第 号「財産の取得につ
いて」を原案のとおり可決しま
した。

はしご付消防ポンプ自動車の
更新のため、災害対応特殊はし
ご付消防ポンプ自動車（３０㍍
級）を購入するものです。
（取得価格 １
= 億７９６５万
５千円）

水引小屋内運動場
新増改築工事請負の締結へ

議案第 号「水引小学校屋内

運動場新増改築（建築）工事請
負契約の締結について」を原案
のとおり可決しました。

（契約金額 ２
= 億６５３万５
千円）

薩摩川内市入札制度に
関する陳情―採択

陳情第７号「薩摩川内市入札
制度に関する陳情書」は、本市
の入札制度の発注区分や最低
限度価格の見直しを求めるもの
ですが、起立採決の結果、採択
しました。なお、次のとおり討
論がありました。
（総務文教委
員会の審査概要を ページに掲
載）

反対討論

井上 勝博 議員
公共事業が少なくなる中で、
業者間の過当競争が行われ、低
価格での入札の結果、官製ワー
キングプアが広がっていると理
解するが、根本的な問題解決の
ためには、人間らしく働くこと
のできる労働条件の確保を定め
る公契約条例を制定することが、
必要と考えられることから、本
陳情に反対する。

12

４５６万８千円
■その他（主なもの）
○一般会計
◇歯科保健対策（フッ化物応
用普及啓発）事業
１００万円
むし歯予防に有効とされてい
るフッ化物応用を普及啓発して
いくためのフォーラムを実施す
るほか、学齢期におけるむし歯
予防のため、小学校・中学校に
おけるフッ化物洗口の試行に向
けて取り組むもの。
◇銀杏木川河川導水事業
４５０万円
銀杏木川の河川環境を保全す
るため、導水に必要な流量計の
取替を行うもの。

議案第 号「薩摩川内市立幼
稚園条例の一部を改正する条例
の制定について」を原案のとお
り可決しました。
かのこ幼稚園を、下甑町長浜
から青瀬小学校跡に移転すると
ともに、鹿島町に鹿島分園を開
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66

75

74

中心市街地借上型
市営住宅を横馬場町に整備
議案第 号「薩摩川内市営住
宅条例の一部を改正する条例の
69

245,638

50,575,638
簡易水道事業

697,310

47,500

744,810
国民健康保険直営診療施設勘定

899,910

11,918

911,828

特別
会計

50,330,000
計
会
般
一

補正後の額
今回補正額
予算 現額
分
区

50,330,000
40,000
50,290,000
計
会
般
一

補正後の額
今回補正額
予算 現額
分
区

（単位：千円）
■第１回補正額

中心市街地借上型市営住宅（横馬場町）

災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車

議 決 結 果 一 覧 表
議案番号

件

名

付

託

先

議決結果

報告第 ３ 号

専決処分の承認を求めるについて（薩摩川内市税条
例の一部を改正する条例の制定について）

—

承

議案第 ６３ 号

平成２４年度薩摩川内市一般会計補正予算 [ 第１回
補正 ]

—

原案可決 ( 全会一致 )

議案第 ６４ 号

薩摩川内市税条例の一部を改正する条例の制定につ
総務文教委員会 原案可決 ( 全会一致 )
いて

議案第 ６５ 号

薩摩川内市国民健康保険税条例の一部を改正する条
市民福祉委員会 原案可決 ( 全会一致 )
例の制定について

議案第 ６６ 号

薩摩川内市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制
総務文教委員会 原案可決 ( 全会一致 )
定について

議案第 ６７ 号

外国人登録法の廃止等に伴う関係条例の整理に関す
市民福祉委員会 原案可決 ( 全会一致 )
る条例の制定について

議案第 ６８ 号 市道路線の認定について

認 ( 全会一致 )

建設水道委員会 原案可決 ( 全会一致 )

議案第 ６９ 号

薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定
建設水道委員会 原案可決 ( 全会一致 )
について

議案第 ７０ 号

薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制
建設水道委員会 原案可決 ( 全会一致 )
定について

総務文教委員会
平成２４年度薩摩川内市一般会計補正予算 [ 第２回 企画経済委員会
議案第 ７１ 号
原案可決 ( 全会一致 )
市民福祉委員会
補正 ]
建設水道委員会
議案第 ７２ 号

平成２４年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正
建設水道委員会 原案可決 ( 全会一致 )
予算

議案第 ７３ 号

平成２４年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設
市民福祉委員会 原案可決 ( 全会一致 )
勘定特別会計補正予算

議案第 ７４ 号

水引小学校屋内運動場新増改築（建築）工事請負契
総務文教委員会 原案可決 ( 全会一致 )
約の締結について

議案第 ７５ 号

財産の取得について（災害対応特殊はしご付消防ポ
総務文教委員会 原案可決 ( 全会一致 )
ンプ自動車）

議案第 ７６ 号 固定資産評価員の選任について

—
※

（今吉

俊郎氏）

薩摩川内市農業委員会委員の推薦について
（欠員補充）

—

同

意 ( 全会一致 )

—

橋口 俊洲氏を推薦

議決結果欄について、「全会一致」は出席議員全員が賛成であったことを示します。

薩摩川内市議会だより

No.32

4

問 ①市有財産の管理状況と課
題は。②財産情報の管理とデー

総括質疑並びに一般質問

春二

新原

議員

18

38

19

17

答 ①観光入り込み客数は平成
年が約２６４万人で、平成
年と比較すると約 ％増。きゃ
んぱくは４回の開催で約１万人
が参加している。②甑島の観光
客が増加し、本市の魅力につい
ての話題づくり、アピール面で
効果があった。③３９６７人・

18

議員
18人

［ファシリティマネジメント］
施設・環境を統合的に企画・管
理・活用する経営管理手法

きゃんぱく公式ガイドブック

秀隆
宮脇

議員

中学校武道教育必修化について

者負担としている。なお、就学
援助対象者は、その購入費も援
助対象となる。

旧樋脇高校跡地利活用策につい
て

問 「旧樋脇高校跡地利活用推
進協議会」から提出されたグラ
ウンドゴルフ場建設要望につい
ては、市民の健康増進と観光振
興等に期待できることから、県
との協議を急ぎ、市民要望に応
えるべきと思うが、当局の考え
と今後の計画は。

答 市としては、グラウンドゴ
ルフ場が、市比野温泉活性化も
含めて最も有効と考えているが、
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武道場（川内中央中学校）

15

６月 日、 日、 日の３日間にわたり、総括質疑並びに一般質問を行い、 人の議員が当局に 問 本年度から完全実施となっ
市政全般にわたる質問を行いました。その主なものを紹介します。
た武道種目について①種目の選
定結果は。②経験体育教師の確
２０９団体の登録がある。多く タ化の現状は。③管理工程のデ 保状況は。③外部専門指導者を
の方に自主的にセールス活動を ータを市民に「見える化」でき 依頼する考えは。④安全対策は。
担っていただき、市内外へのＰ ないか。④施設管理から施設経 ⑤施設整備状況は。⑥武道用具
Ｒ機会を増やしていきたい。④ 営に転換するファシリティマネ 等の購入について、保護者の負
もっとＰＲが必要であり、観光 ジメント事業を導入し、それを 担過重の解消の取組は。
観光交流・シティセールスにつ 協会と一緒に宣伝していきたい。 実施できる市長直轄部署の設置
いて
⑤観光交流部を設置して行政主 ができないか。
答 ① 中学校中、柔道が 校、
導でやってきたが、民間で活動
剣道が３校、併用が１校。②体
問 ①観光交流人口ときゃんぱ できる体制をつくるため、職員 答 ①本庁の各所管部局で管理 育 教 師 は 必 ず し も 有 段 者 で は
くの実績は。②シティセールス を派遣した。２年間のサポート している施設が多く管理経費が ないが、武道実技講習会等に参
の成果は。③サポーター制度の で十分な体制をつくりたい。
か か り、 施 設 も 老 朽 化 し て い 加し、指導力向上に努めている。
実績と今後の展開は。④甑島観
ることから管理に苦慮している。 また、有段者の教職員とも連携
光の今後の展開は。⑤ＮＰＯ法
②財産管理システムで基本情報 しながら指導体制の充実に努め
人観光協会への職員派遣の目的
を管理しているが、施設ごとに ている。③現在の指導体制で対
と将来展望は。
資産カルテを作成中である。③ 応できる。④生徒の実態や習熟
主な施設の資産カルテを市民が の程度に応じた段階的な指導を
見られるシステムにしていきた 徹底させるとともに、武道授業
い。④施設が多いことから、当 のためのチェックリストを活用
面導入は難しいが、先進地等の して安全確保に努めるよう指導
市有財産の管理運用と経営活動 取組を研究していきたい。
していきたい。⑤７校に武道場
について
を設置している。武道場がない
学校は、体育館を使用しており、
特に支障はない。⑥柔道着、竹
刀等は、体育服等と同様に保護
23

14

10

現在、県の教育財産であること
から、土地の無償払下げと不要
建物の撤去を要望している段階
にある。

公貴
議員

旧樋脇高校跡地

答 ①本市では約 ％が老老介

44

答 歳入は厳しくなるが交付金・
補助金等については果敢に確保
していきたい。また、歳出を削
減しなければならない。人件費
削減が必要であるので、まずは
四役から給与カットを行い、職
員についても、可能ならば平成
年４月から行いたい。

問 ①高齢者が住み慣れた地域
で、 医 療・ 介 護・ 予 防・ 住 ま
い・生活支援のサービスを切れ
目なく受けられる地域包括ケア
システムの現状と課題は。②地
域包括ケアシステムはまちづく
りそのものである。市としての
構想は。

地域包括ケアシステムと高齢社
会対策を問う

25

答 ①本市の高齢化率、ひとり
暮らし高齢者の割合、介護認定
率等は高く、すべてを在宅系の
地域包括ケアシステムで対応す
るのは難しい。地域コミュニテ
ィ、在宅医療等の機能強化と連
携が課題であることから、地域

での支え合い活動等を推進して
いる。②高齢者が可能な限り住
み慣れた地域で自立した日常生
活を営むことができるよう、医
療機関等と一層の連携を図り、
地域包括ケアシステムを構築し
ていきたい。

どうなる「組織機構再編・支所
再編」方針

問 ①支所・出張所廃止関連の
条例案は、９月議会での提出は
ないと考えてよいか。②本庁に
甑島総合振興局を設置する必要
性を感じる。いま国でも、離島
振興法の改正に伴い、省庁横断
的な離島振興統括部局の設置が
考えられているが、本市の見解
は。

ふれあいいきいきサロン事業（おがたまサロン）

市長選再出馬表明を受けて、市
長マニフェストについて伺う
問 平成 年 月の市長選挙時
の
「いわきり秀雄マニフェスト」
について①進捗状況と実現度は。
②遂行過程で困難だったことは。
10

答 ①マニフェストを審査され
る立場であり、進捗状況を市長
自ら答弁すべきではないと考え
る。４年間の集大成であり、現
段階では、１００％達成を目標
にしている。本年 月には公表
したい。②リーマン・ショック
や鳥インフルエンザ対策、東日
本大震災など想定外の事象が多
く発生したことである。

議員

6
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議員

20

問 経済の冷え込みによる国・
県の交付金等の減、原子力関連
の交付金減に伴う財源不足に対
し、どのような政策をもって市
政運営を行うか。

是彦
江口

光一
福元
市長選再出馬表明を受けて、景
気低迷による財源不足に対する
市政運営は

10

護の実態にあり、高齢化率等の
状況から今後の増加が考えられ
ることから、地域包括ケアの取
組を進めていきたい。なお、リ
フォーム補助制度もあるので活
用していただきたい。②支援範
囲を広げることは財政的に難し
いので、まずは体の健康づくり
をし、元気で頑張っていただく
ことが現状では一番であると考
える。

過疎地への定住促進について
問 ①若者定住がないと過疎脱
却はできない。定住促進のため
に地域等の協力のもと、売却可
能な宅地や有用な土地の調査を
する考えは。②ゴールド集落定
住への重点支援が必要。住宅取
得補助制度の見直し等により、
その財源を有効に使うべきと思
うがどうか。

問 ①老老介護の現状と対策は。 答 ①ゴールド集落支援事業の
市単独での支援を充実すべきで 今後の在り方についてアンケー
はないか。②単独高齢者支援だ ト調査を実施する予定であるこ
けでなく、全高齢者への支援を。 とから、その中での調査を検討
特に虚弱高齢者と元気高齢者の したい。②財源が限られている
間にある方への支援をし、予防 ことから、ゴールド集落支援事
事業を充実すべき。
業あるいは定住促進制度等の財
源の中でうまく組み替えられな
いか検討していきたい。

高齢者福祉の充実について

川添

答 ①住民説明会やパブリック
［アセットマネジメント］
コメントで出された意見につい
施設の適正な管理により、更新
て、時間をかけて検討・整理す
時期を平準化するなどの効率的
な資産管理方法
る必要があるので、９月議会へ
の提出は難しい。②離島振興法
の改正に関する情報については、
十分に把握し、理解をしている 公共施設利用の太陽光発電につ
ので先手、先手の対応をしてい いて
きたい。
問 ファンド方式の太陽光発電
により、成功している例がある。
①本市でも推進できないか。②
市のモデルケースとして、 地
区コミュニティセンターに太陽
光発電パネルを設置し、売電と
ともに次世代エネルギー政策の
意識啓発は図れないか。
市有財産のアセットマネジメン
答 ①次世代エネルギービジョ
ト推進を図れないか
ン策定委員会の中でも意見が出
問 アセットマネジメントの導 ており、ビジョンや行動計画の
入は、①対症療法型管理から予 策定の過程で、事例を踏まえて
防保全型管理が可能②橋梁など 検討していきたい。②自立型の
の更新時期のピークの平準化と 防災拠点の確立や市民への普及
コスト縮減③市民への説明責任 啓発のメリットがあるが、予算
の向上などの効果が期待できる。 制約もあるのですぐには難しい
市を挙げて推進を図れないか。 と考える。ビジョンや行動計画
を策定する中で整理していきた
い。
議員

答 施設の長寿化、改修時期の
平準化、施設数の削減のために
は、アセットマネジメントの考
え方が必要であり、施設の適切
かつ効率的な維持管理に取り組
みたい。

市独自の新エネルギー促進政策
を導入する考えはないか
問 環境面での貢献や地域振興
に寄与する事業モデルに対する
補助を検討するなど、市独自の
新エネ促進政策を導入する考え
はないか。エネルギーのまちと
して、当市から新しい波を起こ
し先進モデルとなるべきである。
答 本市独自の施策は重要であ
ると考える。具体的な施策の実
施可能性は、ビジョンや行動計
画策定の中で検討したい。

教育の材料や観光資源になるの
で、市民の目に直接触れてもら
えるような実例が導入できるよ
う努めたい。

放水路

河川
水路
発電所

議員

小水力発電と副次的効果につい
て当局の見解を問う
電力需給見通しが市民生活に与
える影響は
問 小水力発電は、たくさんの
副次的効果をもたらし、地域づ 問 本年夏は、電力不足の懸念
くりに大きく貢献するものと認 から節電と計画停電も予定され
識している。市においても、小 ている。市民生活への影響は大
水力発電を地域の活性化、環境 きく、医療機関、各企業や事業
教育、観光などに生かせないか。 所等は対応に苦慮している。①
行政としての対応は。②県等と
協力し、国や電力会社へ対応を
求めるべきでは。

議員

裕一
今塩屋
答 小水力発電等は、分散型エ
ネルギー源の確保に加え、環境

答 ①市民へは、相談窓口を設
置するとともに、節電事例の紹
介や熱中症予防の注意喚起を行
っている。また、計画停電に伴
う医療機関等への影響について
は、その内容が公表された後に
検証の上、協議する予定である。
②計画停電だけは避ける対策を
とる必要があるので、全国市長
会等を通じて働きかけていかな
ければならないと考える。

地域民俗芸能活動に対する行政
支援は

問 民俗芸能活動の保存伝承は、
地域活動によるところが大きい。
①後継者育成に対する行政支援
はどうなっているか。②財政的
支援、開催案内等の広報支援も
必要と思うが、今後の在り方も
含め考えは。

答 ①小中高校生を後継者とし
て育成している例などを紹介し
ながら、保存会の特性や地域性
を考慮し、適切な助言をしてい
る。また、市が主催するイベン
トに出演依頼し、発表の機会を
多くつくり、民俗芸能の継承に
努めている。②市の郷土芸能保
存奨励補助金や国・県等の補助
金制度を紹介しながら可能な範
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芳幸
江畑

和敬

瀬尾

48

小水力発電所のイメージ

祁答院町馬頃尾（まころべ）太鼓踊り

割は極めて大きいが、申込、実
施、アンケートの回収など事務
の流れや観光協会との連携面で
改善の余地があるので、定例会
に参加するなど、日ごろからの
連絡調整を密にしたい。引き続
き、ガイドの育成や人員の確保
を図りながら、県内の三大観光
地の次に来る観光地を目指して
いきたい。

②川内駅、国道等に道路サイン
や大型看板等を設置しているが、
今後は、観光協会や関係団体と
連携を図りながら、温泉のまち
のイメージアップ、ブランド化
を検討していきたい。

市比野温泉街（樋脇町）

の教訓により、多くの国民が原
発に対する厳格な安全管理と明
確な脱原発の方向性を強く求め
ている。市長は、３号機増設計
画の同意について白紙撤回をす
べきであると考えるが、見解は。

問 この道路の必要性は国道３
号のバイバスとして、また、万
一原発事故が起こった時の避
難道路として、さらに、工夫さ

南九州西回り自動車道の川内・
阿久根間の早期着手について

議員

に気をつけることは、母子健康
手帳交付の際に教えてほしいと
の声があるが、どうような注意
をしているか。
答 母子健康手帳交付の際に配
布する市独自の「フレフレ子育
て読本」において、トキソプラ
ズマ感染症を含む感染症予防の
啓発をしており、引き続き注意
を喚起していきたい。

答 議会で慎重に審議された結
果を受けて増設に同意したもの
であり、今のところ白紙撤回す
る考えはない。国の議論や動向
を注視していきたい。

市比野温泉街活性化の取組につ
いて

浩

石野田

問 観光起爆剤として、いで湯
の里・市比野温泉が全国に名を
はせるようになれば、多くの観
光客が川内駅に降りる。①市比
野温泉地域活性化整備計画の進
捗状況と今後の見通しは。②街
の雰囲気づくりの工夫は。

答 ①整備計画登載の の取組
については、平成 年度末まで
に九つが実施済み又は実施中で
ある。財源確保を図りながら、
平成 年度の事業完了を目指し
たい。なお、平成 年に本県で
開催される国民体育大会のホッ
ケー競技も見据え、一体となっ
た環境整備も図っていきたい。

38

歴史と文化のまち・薩摩川内を
もっと売り込むために

川内原子力発電所３号機増設の
白紙撤回について
問 東京電力福島第一原発事故

31

フレフレ子育て読本

問 本土地域には、主に四つの
観 光 コ ー ス（ 泰 平 寺、 新 田 神
社・可愛山陵、入来武家屋敷群、
藺牟田池）を案内する観光ボラ
ンティアガイドがいる。市観光
協会との連携を密にし、もっと
売り込むべきでは。
答 本市を訪れる観光客に関し
て、観光ボランティアガイド団
体「いたっみろ会」の果たす役

議員

囲で財政的支援を行っていきた
い。また、市広報紙への掲載、
報道関係への情報提供を行って
いるが、もっと有効な手段がな
いか研究していきたい。

小さな命を守るために

議員

問 妊娠初期に、生肉や生ハム
を食べたり、猫の排泄物に触れ
ることにより、トキソプラズマ
が侵入し、胎児に影響があるお
それがあることなど、妊娠初期

23

32

俊一郎
福田

由美子
中島

ボランティアガイド団体（いたっみろ会）

8
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ポートを強化しなければ、活用
政策は前進しない。現状と今後
の方策は。

議員

問 本 市 の 当 面 の 課 題 と し て、
産業振興と雇用確保、少子高齢
化の進展、安心安全なまちづく
りなどが考えられるが、交付税
縮減に伴い本市が取り巻く情勢
は厳しくなると予想される。こ
れらを踏まえた将来の展望・状
況は。

答 交付税縮減や少子高齢化を 答 ①１支所当たり約１千５０
踏まえた財政健全化、市民所得 ０万円程度の施設管理費は、サ
の向上、雇用の場の確保が必要 ービスセンターとして残る関係
である。市の取組のＰＲに努め、 で 大 き な 削 減 は 見 込 め な い が、
市民の理解を得ながら、市民と 支所のみに着目した場合の人件
ともに発展する「住みよい、住 費は、総額で約４億９千５００
みたいまち」を実現するため政 万円程度の削減効果を試算して
策を展開していきたい。
いる。②住民説明会で地元の実
情に明るい職員や意欲のある職
員の配置などの意見もあったこ
とから、これらを検討してサー
ビスの低下を招かないようにし
たい。

支所再編における支所及び市民
サービスセンターの経費と体制
は

問 機構改革・再編は、新しい
市 の ま ち づ く り の 土 台 で あ る。
良質な行政サービスの供給体制
確保のためには、避けて通れな
い改革と考えるが、①現在のコ
ストと再編後のコストは。②支
所業務の質を守るための具体的
方策は。

問 最近の市長の答弁は、福島
原発事故がある前の発言に近づ
いている。市長の言葉だけを聞
いていると、３・ 原発事故は、
夢か幻かと錯覚を覚えるばかり
だ。市長は３・ 原発事故から
何も学ばなかったのか。

福島第一原子力発電所事故から
何を学ぶべきか

議員

えすれば、高城温泉や唐浜、甑
島の観光にも生かせると思うが、
市としての利活用策はあるのか。

廃校後の施設の有効活用策につ
いて

答 原子力発電所の避難道路や
答 活用策を関係課で協議して
川内港への産業道路としての利 ６次産業活性化のための行政サ きたが、具体的な有効策がない
活用、さらには地域の観光資源 ポートの在り方について
状況である。有効活用策として
施設等を活用して地域の活性化
は、まずは地元が希望する活用
や振興にもつなげられると考え 問 本市の６次産業を活性化す 策、そして、企業誘致・定住促
ており、早期整備を国に要望し るための行政のサポートは、現 進等での活用の順となる。地域
ているところである。
在の補助制度数で見ると生産・ の自主性を基本に、地域からの
加工・流通・販売の４分類のう 要請に応えられるような仕組み
ち の 生 産 に 偏 っ て い る。 今 後、 を、関係課とも連携を図りなが
行財政改革について
甑島の雇用課題も含め、利益の ら考えていきたい。
残る政策とするにはどこにウエ
問 いろいろなことに「市民が、 イトを置くべきか。
市民が・・・」と、市民に主体
性を持たせているようだが、実 答 農林水産業者の利益・所得
際は改革という名のもと行政主 を向上させることを今後の重要
導で市民サービスを低下させて な基本目標にしたいと考えてい
い る。 そ の 前 に、 特 別 職 報 酬、 る。市場での価格決定力を向上
職員給与のカット、副市長の二 させることが必要と考えるので、 本市を取り巻く社会情勢、将来
人制の見直し等が必要と考える こ れ か ら は 加 工・ 流 通・ 販 売、 の展望・状況等、市長の考えを
がどうか。
特に加工に対する支援に重点を 問う
置きたい。
答 来年１月に特別職報酬のカ
ットを、その後、職員の給与カ
ットをすることで準備を進めて
いきたい。また、副市長二人制
は、本市が抱える多くの大型事
業等を執行する上で有効に機能
しているので、今後も必要と考
える。

秀行

持原

勝博

井上

議員

問 廃校後施設の有効活用につ
いては、所管部局のフェーズを
合わせると同時に、施設を有す
る地域に対してのソフト面のサ

答 川内原子力発電所の安全対
策の確認や、万が一に備えた防
災体制の充実に向け、福島原発
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１１

１１

誘致企業（（株）アクセレートデバイス／水引町）

由尚
谷津

の事故による教訓を生かして対
応していかなければならないと
考えている。

類似団体では支所を維持できな
くなっているのか
支所再編の施策を問う
問 地域住民や商工会等、支所
再編方針策定には慎重な姿勢を
求める声が少なくない。市長は
これまで、住民意見を聴きなが
ら慎重に対応すると答弁してき
ているが、住民説明会、パブリ
ックコメントを終了し、どのよ
うな集約をするのか。

いか。

答 支所は職員が多いというこ 答 住民説明会で３０５件、パ 答 ①立地する事業所は、小売
とを言っている訳ではなく、市 ブコメで５９１件の意見・要望 業や飲食業と聞いており、いず
民サービスの低下を招かないよ をいただいた。寄せられた意見 れも当該条例の補助対象業種で
うに、本庁・支所も簡素化して に対する解決策を導き出すため、 はないため、他の補助制度を紹
いく必要があると説明している。 もう少し時間をかけて研究・検 介し支援していきたい。②今後
県内の類似都市においても、職 討したい。
の利用者の動向をみながら、弱
員削減に対応する効率的な組織
者支援の視点も含めて、商業施
の構築が必要であるとして、再
設や肥薩おれんじ鉄道とも連携
編計画を示している。
企業誘致と上川内駅を利活用し しながら研究していきたい。な
た地域活性化に取り組むべき
お、鹿児島本線を川内駅から上
川内駅まで延ばすことも一つの
方策と考えている。

問 市長は「類似都市の中で、
職員数が一番多いのが薩摩川内
市だ」といい、支所・出張所が
あるから職員数が多いかのよう
に市民に説明している。類似都
市では支所・出張所を維持でき
なくなっているのか。

議員

問 ①御陵下町の立地企業に対
する本市の企業立地促進条例で
の支援策を示せ。②御陵下町の
企業立地は地元雇用に大きくつ
ながるが、上川内駅の乗降者の
料金を軽減し、交通弱者支援や
地域活性化に取り組む考えはな

者を本土に早く運ぶことも大事
である。高台の整備を含めた避
難所等の整備には多額の予算を
必要とするので調査研究しなが
ら、補助事業があれば有効活用
東日本大震災に学ぶ
したい。
甑島地域（里・上甑）おける津
波等災害の予防策について
ボランティアセンターは市の中
問 上甑町には ㍍以上の高台 央にあるべきと考えるが、市で
に民家はなく、トンボロ地形の 設置する考えは。
里 町 は、 ２ 〜 ３ ㍍ の 津 波 で 全
滅になる。甑島の災害対策には、 問 社会福祉協議会へのボラン
屋根、壁、床があり雨風をしの ティア登録は、 代以上が多く
げる防災を兼ねた避難所が高台 ６千人を超えた。活動拠点とな
るセンターが遠すぎる。街なか
に必要だと考えるがどうか。
活性化のためにも、市の中央に
空き店舗を利用して、気軽に立
ち寄れるセンターを設置する考
えは。
議員

20

答 避難所の設置よりも、まず
は避難道路の整備を図りたい。
万が一津波が発生したら、避難

上甑町中甑の全景

10
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靖子
森永

幹也
大坪

上川内駅

60

ボランティア登録を行っている社会福祉協議会（永利町）

答 市での整備は、財政的にも
難しいが、市街地には市所有の
既存施設があるので、事業主体
である社会福祉協議会から申出
があれば、スペース等の利用に
ついて協議したい。

藺牟田温泉の活性化について

心となっており、天然林の改良
を行っている。また、保安林の
伐採跡地については、全体の生
態系を考慮し、針葉樹と広葉樹
のバランスをみながら植裁して
いる。

川内原発１・２号機の再稼働に
ついて

議員

問 ①「国の責任で再稼働」と
いっているが、責任の具体的内

容とは。②原子力発電所基礎部 より対応ができる対策を入れる
に破砕帯が存在している。調査 べき。
のための原子力安全専門委員
会の設置を県に要請できないか。 答 ①できるだけ早く混乱なく
③市長のいう「安全確保」の指 安全な場所へ避難ができる計画
針は何か。
となるよう配慮した。②放射性
物質の放出前に避難が完了する
ことに努めたい。併せて事故発
生時の気象状況等により、避難
場所の決定など臨機応変に対応
していきたい。③ＳＰＥＥＤＩ
の情報による対応は現計画に入
れているが、更にＳＰＥＥＤＩ
を活用方法できないか検討して
いきたい。

答 ①被災者の生活を震災前と
同様の状態に戻すことや二度と
事故が起こらないよう事業者に
対する安全規制、管理・監督を
怠らないことであると考える。
②現在のところ知事は設置する
考えはないとしており、本市と
しても、県に設置を要請する考
えはないが、今後、知事の見解
を聞き、それによって判断して
いきたい。③国が示した安全性
に関する判断基準に事業者がど
う対応し、国がどう判断したか
について、説明を受け、確認す
ることが前提となる。

原子力災害対策暫定計画につい
て

問 ①暫定計画策定で一番重視
したことは何か。②この計画は、
万全でないと認識している。各
戸配付により周知した避難経路、
避難場所について、
「ゼロ被曝
避難」の確保はできるのか。③
住民がＳＰＥＥＤＩ等の情報に

薩摩川内市原子力災害対策暫定計画の主要避難概要図

議員

藺牟田温泉（祁答院町）

問 県下に名をとどろかせる藺
牟田池、その麓に位置する温泉 農林山村地域の問題点について
街。この藺牟田温泉は、以前は
数十件の温泉宿が軒を連ねる盛 問 ①山林の保水力がなくなっ
況ぶりで活気もあったが、今で たことにより、災害や水不足が
はさびしくなり客も激減してい 発生しているように思うが、ど
る。この温泉街の再興、活性化 のような対応を考えているか。
を望む声は多いが、どのように ②市有林の育成を考えなければ
考えているか。
ならないと思うが、どう対応す
るか。
答 温泉街に祁答院蒸留所があ
ることから、これらと連携して、 答 ①人工林と天然林のバラン
売り込む方法があるのではと考 スに配慮した森林づくりが重要
える。地元の温泉旅館や自治会 であり、本市の森林整備計画に
を入れて活性化に向けた検討会 おいても、環境面を重視する考
を開催していきたい。
え方を取り入れている。②本土
地域は、大半が人工林であり、
毎年定量的に除間伐を実施して
いる。甑島地域は、ツバキが中
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11

昌樹
佃

博
大田黒

人工林

委

員

会

れたい。

委員長

企画経済委員会
６月 日開催

宮脇

秀隆

コミュニティバス（くるくるバス）

森永

靖子

❻立地企業の現況や雇用状況を
把握し、必要な支援を講じられ
たい。
❼地域に眠っている観光資源の
更なる発掘に努められたい。
❽観光・シティセールスについ
ては、市民、地区コミュニティ
協議会、近隣市町等との連携や
行政と民間の役割分担の在り方
など、今後の方向性を示すこと
により、市民が一丸となって取
り組む気運を醸成し、最終目標
である地域の活性化につなげる
ことができるよう努められたい。

市民福祉委員会

委員長

６月 日開催

⑴議案第 号 平成 年度
薩摩川内市一般会計補正予算の

12
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任

伸一

所管事務の調査結果
❶組織機構見直しに当たっては、
まず定員適正化方針など将来の
ビジョンを明確に定められたい。
❷ボランティアセンターについ
ては、現在、社会福祉協議会内
に設置されているが、利便性の
向上や機動力の発揮等を考慮し、
商店街の空き店舗等への移転に
ついて、関係機関と協議された
い。
❸公共施設等への新エネルギー
設備の設置は、市民への啓発に
なり、行政の積極性をアピール
する効果も期待できることから、
公共施設の新設に当たっては、
積極的に推進されたい。
❹甑島地域における地産地消促
進については、横断的な課題と
捉えて関係課間の連携を図ると
ともに、農林水産物の直売所や
加工場の設置等について検討さ
れたい。
❺コミュニティバスの運行につ
いては、利用者の多様な意見を
把握し、更に利用しやすいもの
となるよう努められたい。

22

常

永山

各常任委員会において、付託された議案等の審査を行い、次の
ような意見・要望がありました。
なお、総務文教委員会及び市民福祉委員会では、参考人を招致
し審査を行いましたので、その概要も掲載します。

総務文教委員会
委員長
６月 日開催

制度上の違い、建設業界の経営
状況等を確認しました。
なお、次のような意見・要望
がありました。
❶法人の経営が成り立つような
入札制度となるよう検討された
い。
❷入札制度の見直しに当たって
は、雇用形態への影響も視野に
入れて検討されたい。
⑵所管事務の調査結果
❶甑アイランドウォッチング事
業は、児童においても一体感の
醸成を図る非常に良い事業であ
ることから、更なる充実を検討
されたい。
❷小・中学校におけるフッ化物
洗口ついては、全国で様々な意
見が出されていることも考慮し、
十分検討の上、実施されたい。
❸転入教職員に本市の良いとこ
ろを知ってもらうためにも、歴
史・文化施設の見学会等の実施
を検討されたい。
❹市有財産の管理システムを庁
内の全職員が共有し、活用して
いくような体制づくりを検討さ

24

21

⑴陳情第７号 薩摩川内市入札
制度に関する陳情書
参考人として、陳情者の３団
体の代表に出席要請をし、陳情
趣旨の説明を求め、慎重に審査
を行いました。採決の結果、採
択すべきものと決定しました。
なお、審査の概要は次のとおり
です。
▽参考人への主な質疑
陳情趣旨の入札参加のランク
付や最低制限価格の見直しに関
して具体的な内容を確認した
ところ、本陳情は、この二事項
について、しっかりとした検証
を行い、改善を望むものであり、
具体的に示されている数値につ
いては、配慮できる部分もある
とのことでした。
▽当局への質疑
本市の入札制度の現状、最低
制限価格の算出における県との

22

71

委員会
報 告

私たちが慎重に
チェック！

うち本委員会付託分
児童・生徒を対象に試行実施
を検討しているフッ化物洗口は、
虫歯予防の効果を啓発しながら、
小・中学校の理解を十分に得た
上で行われたい。
⑵産業廃棄物管理型最終処分場
について
財団法人鹿児島県環境整備公
社から関係者を参考人として招
致し、産業廃棄物管理型最終処
分場の工事の進捗状況、第３回
エコパークかごしま安全監視委
員会の概要や地域振興策につい
て説明を求めました。
▽参考人の説明
①工事の進捗状況について
窪地内にたまっていた水の排
水が本年４月に完了し、現在、
埋立地の造成工事及び防災調整
池、覆蓋施設等の設置工事を行
っており、全体の進捗率は ％
である。
②安全監視委員会について
本年５月 日に第３回委員会
を開催したが、本委員会は年４
回程度開催する計画である。
③地域振興策について
現在、道路、河川及び上水道
の整備を行っており、自治会活
動等支援金を、本年４月 日に
東大谷自治会へ交付した。
▽質疑
工事車両の通行状況に伴う安
22

全対策に対する質疑があり、処
分場整備地から土砂を搬出する
車両が、１日に 〜 台通行し
ており、朝の通学時間帯にも通
行することから、更なる交通安
全対策に努める旨の答弁があり
ました。
▽意見・要望
❶埋立地の造成工事も進んでい
ることから、現状を確認するた
めにも、地元住民や本市議会に
対する現地説明を早急に計画さ
れたい。
❷工事に伴って濁水が周辺河川
に流れ込むことがないよう、今
後も濁水対策に努められたい。
⑶所管事務の調査結果
川内クリーンセンターの最終
処分場の延命化を図るために、
市民の協力を得ながら、更なる
ごみの分別化・減量化に努めら
れたい。

川内クリーンセンター（水引町）

今塩屋

建設水道委員会
委員長
６月 日開催

別

裕一

委

所管事務の調査結果
❶南九州西回り自動車道整備に
伴う経済効果として、可能な範
囲で地元業者の参入状況の把握
に努められたい。
❷湯之元地区温泉場まち並みづ
くり基本計画については、温泉

特

会

場の振興を図るため、可能なも
のから整備を進められたい。

員

移動式大容量発電機繋ぎ込み訓
練の実施状況を確認するととも
に、タービン動補助給水ポンプ
室の水密扉化や海水ポンプモー
タ、大型ホイールローダ、大容
量仮設ポンプの配備等、昨年４
月に実施した現地視察以降、対
策が講じられた箇所の確認を行
いました。

６月 日開催

頼性向上対策の実施状況について

⑴川内原子力発電所の運転状況
等について
当局から、１・２号機は引き
続き定期検査中であること、放
射性廃棄物の管理状況、使用済
燃料の保管状況等の報告を受け
ました。
⑵川内原子力発電所における信

25

当局から、緊急安全対策に加
え、更なる信頼性向上の観点か
ら実施されている対策の実施状
況について説明があり、次のよ
うな報告を受けました。
①アクセスルートに係る地震・
津波によるリスクを考慮し、高
圧発電機車及び緊急安全対策用
資材の一部の保管場所を変更し
た。
②今後、非常用交流電源の多重
性を確保し、外部からの給電を
いて概要説明を受け、その後、 容易にするため、移動式大容量

つ

特別委員会において、付託事件等の審査を行いました。その概
要は次のとおりです。

原子力発電所対策
調査特別委員会
委員長 小牧 勝一郎
川内原子力発電所の安全対策に
関する調査
４月 日（現地視察）

川内高城温泉（湯田町）

㈱九州電力からの津波対策等説明

21

12

川内原子力発電所の現地視察
を行い、川内原子力発電所にお
ける更なる信頼性向上対策の実
施状況についての調査を行いま
した。
初めに、対策の実施状況等に
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60

70

15

17

17

具体的な調査結果は、６月議会で報告しており、その内容は
ホームページに掲載してあります。
また、調査報告書は議会事務局で閲覧できます。

建設水道委員会

長岡市（竹沢団地復興住宅）

⑴調査日
５月８日〜 日
⑵調査項目
①道路資産管理計画について
【東京都町田市】
②市民手づくり公園支援事業
について
③空き家バンク制度について
④竹沢団地復興住宅について
【②〜④新潟県長岡市】

10

市民福祉委員会

⑴調査日
５月９日〜 日
⑵調査項目
①地域医療再生に向けた取組
について
【兵庫県西脇市】
②すこやかまちづくり行動プ
ランについて
【滋賀県守山市】
③ 時間定期巡回型訪問サー
ビス事業について
【岐阜県大垣市】

守山市

企画経済委員会

15

ＮＰＯ法人夢空間松代のまちと心を育てる会（長野市）

⑴調査日
５月 日〜 日
⑵調査項目
①荒川区民総幸福度について
【東京都荒川区】
②ＮＰＯ法人夢空間松代のま
ちと心を育てる会による松代
のまちづくりについて
【長野市】
③観光ホスピタリティカレッ
ジ運営事業について
【長野県松本市】

24

11

行政視察の状況

八千代市

発電機及び高圧発電機車の各保
管場所から発電所建屋まで電源
ケーブル敷設をし、移動式大容
量発電機保管場所近傍へ燃料タ
ンクを設置する。
▽質疑
移動式大容量発電機の保管場
総務文教委員会
所と発電所建屋の間に新設され
る電源ケーブルの中継盤が津波 ⑴調査日
により機能しなくなる危険性に
５月 日〜 日
ついての質疑があり、川内原子 ⑵調査項目
力発電所においては、国の指示
①消防庁舎等建設事業につい
により海抜 ㍍までについては
て
浸水対策が講じられており、今
【千葉県八千代市】
回新設する中継盤はこれより高
②ファシリティマネジメント
い位置に設置される旨の答弁が
推進事業について
ありました。
【千葉県佐倉市】
▽意見・要望
③図書館運営事業について
万一の事態が発生した場合、
【東京都千代田区】
免震重要棟が事故対応の拠点と
して重要な役割を果たすことか
ら、川内原子力発電所における
免震重要棟の整備計画を早い時
点で示すよう、九州電力㈱に働
きかけられたい。
15

14
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請 願 ・ 陳 情 の 処 理 状 況
請

願
請願番号

件

名

提

少人数学級の推 進など定数改
善、義務教育費国庫負担制度２
請願第 ５ 号
分の１復元に係る意見書採択の
要請についての請願書

請願第 ６ 号

陳

地方財政の充実・強化を求める
意見書提出についての請願書

出

者

紹介議員

鹿児島県教職
員組合北薩支
部薩摩川内地
域協議会

佃

昌樹

薩摩川内市職
江畑
員労働組合

芳幸

付

託

先

結

果

総務文教委員会

採択
（全会一致）

総務文教委員会

採択
（全会一致）

情
陳情番号

件

名

提

陳情の取下げ承認を求めるについて
（「協同労働の協同組合法（仮称 ）」の
陳情第 １ 号
速やかな制定を求める意見書提出に関
する陳情書）
陳情第 ７ 号 薩摩川内市入札制度に関する陳情書
※

出

竹下

者

勇二

鹿児島県建設業協会
川内支部 外２団体

付

託

先

結

果

企画経済委員会

取下げ承認
（全会一致）

総務文教委員会

採択
（賛成多数）

結果欄について、「全会一致」は出席議員全員が賛成。
「賛成多数」は出席議員のうち賛成者が多数であったことを示します。

継続審査中
・

原子力発電所関連の陳情6件

（原子力発電所対策調査特別委員会）

意

見

書

次の意見書を可決し、関係行政庁等に提出しました。
件

名

結

果

少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度２分の１復 内閣総理大臣、内閣官房長官、
元に係る意見書
文部科学大臣、総務大臣、財務大臣
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地方財政の充実・強化を求める意見書

内閣総理大臣、内閣官房長官、
総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、
内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

基地対策予算の増額等を求める意見書

衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、
防衛大臣

薩摩川内市議会だより

No.32

Satsumasendai City Assembly

意見交換会
︵薩摩川内市女性 人
委員会保健福祉・教育文化分科
会︶
意見交換会
︵薩摩川内市女性 人
委員会生活環境・産業経済分科
会︶
50

50

議会運営委員会
意見交換会
︵オアシスクラブ︶

10

意見交換会
︵川内川市街部右岸改
修等対策連絡協議会︶

議会だより編集委員会
原子力発電所対策調査特別委員会
８月
１ 建設水道委員会
︵現地視察︶
７ 議会運営委員会

第３回定例会予定

月

本会議
議員全員協議会
本会議
︵一般質問︶
本会議
︵一般質問︶
議会運営委員会
本会議
︵一般質問︶

月
４ 市民福祉委員会
総務文教委員会
５ 企画経済委員会
建設水道委員会
７ 議会運営委員会
本会議
議員全員協議会
企画経済委員会
︵決算審査︶
市民福祉委員会
︵決算審査︶
企画経済委員会
︵決算審査︶
市民福祉委員会
︵決算審査︶
建設水道委員会
︵決算審査︶
総務文教委員会
︵決算審査︶
建設水道委員会
︵決算審査︶
総務文教委員会
︵決算審査︶
議会運営委員会
本会議
議員全員協議会

※日程は変更になることがあります。

詳しくは議会事務局にお問い合わせ

ください。

︵☎二三ー五一一一︶
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http://www.city.satsumasendai.lg.jp

13
23 18

17 ８

30 29

31

９
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議会の動き
月
５ 議員全員協議会
︵全国市議会議長
会表彰感謝状伝達式︶
本会議
議員全員協議会
本会議
︵一般質問︶
本会議
︵一般質問︶
議会運営委員会
本会議
︵一般質問︶
総務文教委員会
総務文教委員会
建設水道委員会
市民福祉委員会
企画経済委員会
原子力発電所対策調査特別委員会
議会運営委員会
本会議
議員全員協議会
７月
２ 議会だより編集委員会
議会運営委員会

今年の2月から５月までに公募していた議員
との意見交換会は、
７月25日で終了しました。
ご協力ありがとうございました。
今年度は、応募のありました４団体と意見交
換会を行い、多くのご意見をお聴きすることが
できました。いただいたご意見は積極的に議会
活動に生かしておりますので、今後も議会運営
にご理解とご協力を賜りますようお願いします。
なお、意見交換会の概要等は、ホームページ
に掲載してありますので、ご覧ください。
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19

20

21

27

25
31 26

公募による意見交換会は
公募による意見交換会は
終了しました
終了しました

６

18 15

19

21

22

29 25
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（議員全員がシティセールスサポーターになっています）

