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ゴールド集落支援を
延長し拡充へ

なお、これに合わせて補助制 される優遇措置が含まれており、
度の見直しが予定されています。 貧富の格差拡大につながる。

申告分離課税にするなどの変更
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定住促進条例、
ゴールド集落活性化条例を改正
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なお、これに合わせて補助制
度の見直しが予定されています。
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～支援制度を延長／拡充に向けて～

定住促進制度を
延長し拡充へ

「薩摩川内市ゴールド集落活
性化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。
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40

「薩摩川内市定住促進に関す
る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。

この条例改正は、現行の条例
が平成 年度で終了するため、
反
対
討
論
３年間の期間延長を行うととも
井上 勝博 議員
に、ゴールド集落の定義につい
株 式の売 買 等 で 利 益 を 上 げ
て拡充を行うものです。
る一部の富裕層の税負担が軽減

旧増田家住宅等の
②損益通算範囲の拡充
指定管理を促進
公社
 債等の譲渡損益と上場株
式等の配当所得との損益通算
が可能に。
入来麓旧増田家住宅等につい
③公的年金からの特別徴収制度 て指定管理者による管理を進め

の見直し
るための三件の条例改正議案は、
仮特別徴収税額の平準化など。 いずれも原案のとおり可決しま
した。
①入来麓旧増田家住宅条例
管理を指定管理者に行わせる
ための改正です。
②郷土館条例
入来郷土館と下甑郷土館の入

「薩摩川内市国民健康保険税
地方税法の改正に伴い
条
例
の
一
部
を
改正する条例の制
市税条例・国保税条例を改正
定について」
は反対討論がありま
したが、賛成討論はなく原案の
「 薩摩川内市税 条例の一部を とおり可決しました。
改正する条例の制定について」
は
この条例改正は、市税条例の
反対討論がありましたが、賛成
討論はなく原案のとおり可決し 改正と同じく、公社債等に対す
平成 年第４回定例会は、 月 日から 月 日までの 日間の会期で開催しました。 ました。
る課税方式の変更と損益通算範
今定例会では、第３回補正予算をはじめ、定住促進条例やゴールド集落活性化条例の
囲の拡充を行うものです。
この条例改正は、地方税法の
一部改正など 議案を原案のとおり可決したほか、５件の人権擁護委員候補者の推薦に
改正に伴うもので、主な内容は
反
対
討
論
同意しました。
井上 勝博 議員
次のとおりです。
また、議員が提出した
「特定秘密保護法案強行採決に抗議し、廃止を求める意見書」
は、
市税条例の改正と同じく貧富
①公社
記名投票を行い否決しました。
 債等に対する課税方式の の格差拡大につながる。
変更
譲渡損益の非課税を廃止し、

第４回定例会

この条例改正は、平成 年度
で終了する現行条例の有効期間
を３年間延長し、引き続き定住
施策を展開しようとするもので
す。
25
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フェアでの移住相談（１月 19 日 東京）
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度は、図書館機能の一貫性を損
館料を無料にし、管理業務の簡
なお、この８件の議案全てに
消費税率の改正に伴い
なうとともに、他の図書館への
素化を図るもので、これで全て
反対する立場から、温泉給湯管
水道料金等を見直し
の郷土館が無料施設となります。 導入のきっかけになりかねない。
理条例の討論の際に、次のとお
なお、入来郷土館には、指定
り反対討論がありました。賛成
消費税の税率改正に伴う水道 討論はありませんでした。
管理者制度の導入が予定されて
購入した２雇用促進住宅を
施設等の使用料に係る改正議案
います。
市営の一般住宅に
８件は、起立採決を行い、原案 反対討論
のとおり可決しました。
井上 勝博 議員
「薩摩川内市一般住宅条例の一
消費税増税は中止すべきであ
部を改正する条例の制定につい
この条例改正は、平成 年４ るにもかかわらず、増税を前提
て」
を原案のとおり可決しまし 月１日から消費税の税率が８％ とした条例改正となっている。
に改正されることに伴い、次の
た。
この条例改正は、購入した勝 とおり使用料等を見直すもので
目町と入来町
（立山）
の雇用促進 す。
住宅
（それぞれ２棟 戸）
を市営 ○水道事業給水条例
（水道料金、給水負担金）
の一般住宅として設置するとと
補 正 予 算
もに、老朽化の著しい中甑住宅 ○温泉給湯管理条例
（１棟４戸）
を廃止するものです。 （温泉使用料金、供給負担金）
なお、勝目町の雇用促進住宅 ○簡易
 水道事業及び飲料水供給 【補正予算の概要】
事業条例
の用地については、別途提出さ
③市立図書館条例
国
県
①
 補助事業における補助内
（水道料金、給水負担金）
れた財産取得議案を可決してい
指定管理者による管理を可能
示及び制度改正等に伴う増減
○上甑
ます。
とするための改正です。
調整
 地域戸別合併処理浄化槽
条例
なお、入来分館への指定管理
市
民
②
 生活の安全・安心を確保
（浄化槽使用料）
者制度の導入が予定されていま
するための道路維持補修事業
○農業集落排水処理施設条例
すが、中央図書館や他の分館へ
等に係る所要の予算
（施設使用料）
の導入は予定されていません。
③次世
 代エネルギー推進事業に
○漁業集落排水処理施設条例
係る所要の予算
（施設使用料）
市立図書館条例の改正議案に
④後年度の事業展開を見据え、
○公共下水道条例
ついては、次のとおり討論があ
本年度中に対応すべき事業に
（下水道使用料）
りました。
係る所要の予算
○地域下水処理施設条例
⑤今後
 の財源対策として、財政
（施設使用料）
調整基金への積立予算
⑥実績
 の確定又は執行見込みに
よる予算の増減調整
反対討論
井上 勝博 議員
入来分館のみの指定管理者制

主 な 事 業（一般会計）

◆分散
 型エネルギーインフラ導
入可能性調査事業
３００万円
甑島のエコアイランド化を目
指し、甑島における再生可能エ
ネルギー利用拡大のためのエネ
ルギーインフラ強化と地域エネ
ルギーサービス事業の創出を図
るための基礎調査を行うもの。

就航予定の高速船「甑島」

◆川内甑島航路開設記念事業
２７０万円
川内甑島航路の開設に伴い記
念式典、内覧会及び体験乗船の
行事を行うもの。
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入来郷土館

79

一般住宅となった雇用促進住宅（勝目町）
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◆子ど
 も・子育て支援事業計画
策定事業
１２４万４千円
平成 年度からスタートする
子ども・子育て支援新制度の実
施に向けて、計画的に幼児期の
学校教育・保育、地域子育て支
援を提供するための
「子ども・子
育て支援事業計画」
を策定する
もの。
◆森林
 整備・林業木材産業活性
化推進事業
７２５万円
林業事業体が森林作業を行う
に当たり、生産性の向上、低コ
ストな作業システム等を構築す
るため、高性能林業機械の導入
に補助を行うもの。

高性能林業機械（フェラーバンチャーザウルスロボ）

◆閉校跡地プール解体事業
１千５３万円
閉校した旧寄田小学校及び倉
野小学校の安全性を確保するた
め、利用しないプールを解体す
るもの。

◆道路維持補修事業
反対討論
２億円
市 内 全域の市 道における側
永山 伸一 議員
溝・舗装等の維持修繕を行うも
この法律は、国家安全保障に
の。なお、公共事業の執行時期
関して必要な制度であり、法律
の平準化を目的に次年度に繰り
としての構造的な問題はない。
越して事業を行うもの。（ カ月
また、国民の理解を十分得ら
予算）
れるよう意見することは必要だ
が、抗議・廃止の意見書は必要
◆次世代エネルギー推進基金
ない。
２億円
賛成討論
次世代エネルギービジョン及
び行 動計画に基 づいた具 体 的
井上 勝博 議員
事業を安定的に推進するために、
この法律のねらいは、日本が
基金への積み立てを行うもの。
アメリカと秘密を共有し、国民
が知らない間に、アメリカと一
緒に戦争が行えるようにするこ
とにあるので、意見書を提出す
意 見 書
べきである。

特定秘密保護法の廃止を
― 否決
求める意見書

15

なお、本件については、次の
とおり討論がありました。

議員から
「特定秘密保護法案
強硬採決に抗議し、廃止を求め
る意見書の提出について」
の発
議があり、記名投票の結果、否
決されました。
（記名投票の結果は下段に記載）

旧倉野小学校のプール

◆いこ
 いの村いむた池温泉給湯
管移設事業
４千７２０万円
旧いこいの村いむた池の温泉
源からの給湯管が民有地に埋設
してあることから、泉源をレイ
クサイドホテルいむた清風に譲
渡するに当たり、譲渡先が施設
の維持管理運営をスムーズに行
えるように給湯管の移設を行う
もの。

議場での記名投票（12 月 20 日）

27

▼記名投票の結果【特定秘密保護法案強行採決に抗議し、廃止を求める意見書の提出について】
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決

否

20

5

杉

投票結果

議員名（議席番号順）

※投票は、議長（瀬尾 和敬）を除く議員で行います。表の見方は、○＝賛成、●＝反対  

関と連携をとりながら、検討し
ていきたい。②産業観光による
交流人口の増加を図ることとし
ていることから、観光物産協会
等とも連携しながら、エネルギー
関連施設と観光スポットを絡め
たツアーづくりを積極的に進め
ていきたい。

問 ①７年後のオリンピック、
鹿児島国体に向けて、本市の充
実したスポーツ施設・合宿所へ
の合宿誘致や市内ホテルの利用
促進をする考えはないか。②本
市の子どもたちにスポーツの祭
典を通して夢を与える取組は。

２０２０年東京オリンピックな
どの開催決定について

月６日、９日、 日の３日間、総括質疑並びに一般質問を行い、 人の議員が当局
に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。

柳山ウインドファーム風力発電
所のあるまちづくりについて

問 ①風力発電所周辺に、展望
台や自然エネルギー館を備えた
風車公園の整備ができないか。
②エネルギーツアーに、周遊観
光を取り入れたエネルギー観光
ツアーを創設する計画はないか。

11

答 ①スポーツ大使等に、
スポー
ツ交流研修センターと一体となっ
た総合運動公園施設の良さを紹
介していただくとともに、ホテ
ル旅館組合等と連携しながら、
全日本レベルのスポーツ合宿の
誘致を積極的に進めていきたい。
②薩摩川内元気塾事業の充実に
より、一流選手の経験や生き方に
触れる機会を増やし、オリンピッ
クや国体に選手として出場した
い、サポーターとして協力したい
という気持ちを育てていきたい。

愛知製鋼陸上部の合宿（１月 24 日、本市陸上競技場）

する際に他市の歳入確保策を調
査検討している。自主財源の確
保策としては、市税の増収が最
も効果があると考えることから、
徴収強化に努めたい。このほか
受益者負担の適正化のための使
用料等の見直し、提供サービス
に対する実費負担制度の導入も
検討していきたい。また、地域
成長戦略分野においても市税増
収に結びつく取組を実施してい
きたい。

特区制度を活用し、思い切った
企業誘致政策の改革を

問 他市の実例・実績を参考に
しながら、特区制度の活用によ
り、大胆な規制緩和が導入でき
れば、本市の持つポテンシャル
を最大限生かして、企業誘致、
雇用創出、財源増収といった好
循環が期待できるが、市長の見
解は。

問 自主財源の確保は、政策実 答 本市では現在、次世代エネ
行及びひっ迫する財源状況から
ルギーに取り組んでいることか
も喫緊の課題である。本市は財
ら、関連する企業誘致に特区制
政健全化に努力しているが、他
度が活用できないか、今後、研
市との比較検証分析を踏まえ、 究していきたい。
本市の財源確保策の今後の方向
性、具体案などを示されたい。

本市における自主財源確保策に
ついて

議員

答 財政運営プログラムを策定
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裕一
今塩屋

10

答 柳山アグリランドのほかに
新たに風車公園を整備すると、
集客が分散する懸念がある。普
及啓発のための施設は、事業者
の負担での運営が基本であると
考えることから、まずは柳山ア
グリランドの充実について、地
区コミュニティ協議会や関係機

風力発電機 第 12 号基（高江町）

議員

12

晃
森満

だわり、必要以上の競争主義を
あおることになりかねないといっ
た懸念がある。
正証書としてしっかりと明記し、
それに基づいて対応することに
なる。②複合拠点施設は断念せ
ざるを得なかったが、駅東口の
市有地を有効活用して、中心市
街地のにぎわいの場の創出を図
る必要があると考えている。

は、内水対策中長期ビジョンに

おいて、中郷地区のみだけでな
く大小路地区を含めた川北地区
の市街部全体について、効率的
な排水対策を図るべきとの方針
であるが、中郷地区における具
体的な内水排除対策を問う。

答 対策として①中郷上池・下
池の調整機能施設としての活用
②育英小学校から国道２６７号
にかけて挟まれている住宅一帯の
排水を、山田島排水ポンプ場か
ら能力に余裕のある中郷排水ポ
ンプ場に変えるための排水路の
整備③山田島排水ポンプ場から
中郷排水ポンプ場への導水管の
整備④中郷川、銀杏川の寄洲除
去などの河道確保―を考えてい
る。

6
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平佐西小校区の通学区域の見直
しについて

問 川内中央中学校区にある平
佐西小学校の通学区域の見直し
について、地域住民の意見や、
これまでの経緯を踏まえて、今
後の方向性を問う。

答 地域や保護者の意見等を慎
重に検討した結果、平佐西小学
校区の希望する児童について、一
定の条件の下で川内小、平佐東
小への通学を認める指定学校の
弾力化を来年度から実施したい
と考えており、保護者や地区コ
ミュニティ協議会の理解が得ら
れたところである。

平佐西小学校

全国学力調査結果の公開につい
て

問 ①調査結果の「教育委員会
の公開」について、文部科学省
が実施したアンケートへの回答
内容は。②教育委員会として、
公開の在り方について方向性は
出ているのか。③教育委員会が
公開する場合の問題点は何か。

中郷地区における内水排除対策
について

川内駅東口の市有地

問 中郷川の内水対策について

山田島排水ポンプ場

川内駅東口の市有地のプロポー
ザル公募について

問 ①長期間の賃貸借になる
が、契約の見直しについてはど
ういったときを想定しているか。
②複合拠点施設については白紙
か。
答 ① 募 集 要 項の中で、事 業
期間を通じて安定して運営でき
る十分な資金力と経営能力を有
することを要件とし、また外部
の信用会社に一部審査を委託す
るなどして、あらかじめリスク
を回避したいと考えている。予
期せぬ事態が発生した場合の対
応策は、事前に想定した上で公

議員

議員

答 ①各学校の結果の公表につ
いては「学校だけでなく、当該
学校を設置している教育委員会
も公表できるようにする」
、各市
町村の結果の公表については「従
来どおり市町村教育委員会だけ
が公表できるようにし、都道府
県教育委員会は公表できないよ
うにする」と回答した。②国か
ら公表の条件として示された配
慮事項を踏まえながら、望まし
い公表の在り方を慎重に検討し
ていきたい。③学力テストの結
果がその学校の学力全体を表し
ているかのような誤解を生む、
学校や地域の序列化につながり
やすい、点数を上げることにこ

秀行
持原

昌樹
佃

特定秘密保護法が市民生活に与
える影響は

問 特定秘密保護法は、何が秘
密であるか国民に知らされてい
ない。本市には、自衛隊基地や
レーダー基地があるが、出入り
する業者などの関係者が、特定
秘密に触れる危険性はないか。

雇用促進住宅の購入を

問 雇用促進住宅の川内宿舎及
び入来宿舎は、予定の半額で購
入することになった。人口が減
少している樋脇町及び入来町で
若者の定住促進を図るために、
樋脇宿舎及び八風宿舎も購入す
る計画はないか。
固定資産税について

議員

問 ①土地の価格は下がってい
るが、評価替えの年度において
固定資産税の額が下がらない理
由は。②川内原子力発電所にお
ける代替緊急時対策所などの緊
急安全対策事業に係る土地、家
屋、償却資産固定資産税の仕組
みについて説明を求める。

準額になるまでなだらかに課税
標準額を上げる負担調整措置が
講じられた。このため地価が下
がっても、本来の課税標準額に
達していない場合は、課税額が
上がることになる。②代替緊急
時対策所は、本市が評価し賦課
することになるが、送電設備な
ど関係市町村が２以上の都道府
県にわたる償却資産は、総務大
臣が評価し本市の配分額が決定
されることになっている。

子ども・子育て支援の新制度に
ついて

問 ①平成 年度から始まる新
制度の概要は。②新制度では教
育・保育を受けたい保護者の申
請に基づき、市が保育の認定を
行うが、事務量が増えることか
ら円滑に進めるために担当職員
を増やすべきでは。

答 ①主なポイントは認定こど
も園制度の改善。認定子ども園、
幼稚園、保育所を通じた共通の
給付の創設。地域の実情に応じ
た子ども・子育て支援の拡充の
三つである。②既存の私立幼稚
園が新制度で施設型給付を受け
るとなると、新たな事務が発生
することから、体制については、
子育て支援課へ窓口を一本化す
る方向で検討したい。

地域成長戦略に関連する企業誘
致方針に、早期に実施可能なプ
ランを追加すべき

問 平成 年度までの企業立地
支援戦略方針には、財政に直結
した緊張感と、本市の将来を担
う戦略に対する積極性が足りな
い。誘致企業を核としたネット
ワークを構築するプランを別途
つくり、二つのプランで進める
べきでは。

答 地域成長戦略に連動した企
業立地支援戦略方針では、 年
間に 社の誘致を目標としてお
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議員

32

議員

答 特定秘密保護法は成立し
て間もなく、国から具体的な運
用面の説明がない状況であるが、
特定秘密の取扱いは、適性評価
を受けた適合事業者が行うこと
になることから、施設に出入り
する通常の業者が特定秘密に触
れるおそれは低いと考える。

答 樋脇宿舎は、樋脇地域にお
ける入居状況が低く、今後も入
居者の確保が厳しいこと、八風
宿舎は、入来宿舎の購入により、
住宅の需要が満たされることか
ら、市営住宅長寿命化計画の中
で譲渡を受けない方針を出した
ものである。

27

俊一郎
福田

答 ①平成６年度に地価公示価
格等の７割を目途に評価替えを
したが、これにより税負担が急
増しないように、本来の課税標

8

川内原子力発電所の代替緊急時対策所内部

由尚

谷津

40

樋脇宿舎（雇用促進住宅）

勝博
井上

りハードルをかなり上げている。
できれば食品ビジネス及び次世
代エネルギー分野において核と
なる企業を積極的に誘致し、併
せて、関連する企業や協力企業
を含めた誘致を進めたい。
地域成長戦略の達成に向け積極
的な行動を

問 成長戦略の計画には、細分
化目標及び行動目標のプロセス
が抜けている。そのプロセスを
補完し、ＰＤＣＡサイクルを回
すことが必要であり、また市長
自らチェックするシステムも必
要。併せて市長が攻めの姿勢を
示し、行政の体質を変えるべき
では。
答 地域産業の振興と雇用創造
などの課題解決のため、次世代
エネルギーや観光などの分野に
目標を掲げた。今、一挙に歯車
が回ることは難しいが、目標に
向けて行動することが必要と考
えている。行政の体質改善への
御指摘を十分肝に銘じ、職員一
丸となって、果敢に、スピード
感を持って取り組みたい。

川内甑島航路高速船待合所につ
いて

問 ①カジノ実施法案が成立し
たら、甑島における観光リピー
ターを確保するためカジノ設置
を申請する考えはないか。②川
内港付近に釣り公園を建設する
考えはないか。

が、
希望がなかったことなどから、
売店を主体にした。にぎわいが
生まれると民間による食堂設置
の可能性が出てくる。②冷蔵・
冷凍設備は出店者に設置いただ
くことにしている。発送体制を
含めて出店者の考え方を尊重し
たい。

答 ①甑島の自然を生かした観
光を売り込んでいきたいと考え
ることから、申請する考えはな
い。②川内港は、
重要港湾であり、
公共性が高く船舶の往来も多い
ことから、海釣り公園の建設は
難しい。なお、川内港にとらわ
れずに海釣り公園の調査研究を
する意義はあると考える。

観光活性化策について

問 ①この待合所には、飲食が
できる食堂等がないが、必要な
いのか。②甑島で販売している
海産物等と同じものを売店でも
購入できるよう、冷蔵・冷凍設
備の配置及び発送体制の確立に
ついて、売店の出店事業者に要
望しないのか。

者等へ出店の意向を聴き取った

議員

介護保険事業における保険者と
しての公的責任を問う

答 ①認定結果の連絡がないと
いう苦情があるが、これは主治
医への受診がなく審査判定でき
ないことによるものである。ま
た、介護度に納得できないといっ
た苦情などが年間 件程度ある。
②本年度立ち上げる在宅医療推
進検討会による在宅医療と在宅
介護の連携、定期巡回随時対応
型サービスの導入等による介護
サービスの充実・強化、介護予
防ボランティア事業の拡充、認
知症地域支援員の配置、成年後
見人制度の体制づくりを進めて
いきたいと考える。

問 本市でも制定の準備をして
いる空き家対策条例について①
条例には保護法益（目的）を、
どう規定していくのか。②条例
制定により期待される効果及び
その実効性は。

空き家対策条例の制定の現状と
課題を問う

10

答 ①市民の生命・身体を保護
する防災、生活環境の保全、有
効活用の３点を目的として考え
ている。②条例制定が所有者に
空き家の適正管理を促すきっか
けとなること、関係機関の連携
が生まれ、法的拘束力と相まっ
て、現状より危険家屋等の解体

8
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是彦

問 ①介護保険の要介護認定
申請の手続きで発生する苦情等
には、どのようなものがあるか。
②市長が唱える「全ての市民が
住み慣れた地域で、お互いに支
え合い、安心し健やかに暮らせ
るまちづくり」の実現に向けた
施策について市長の思いは。

高齢・介護福祉課の申請窓口

議員

答 ①設計段階で、地域の関係

建設中の川内甑島航路高速船待合所（2 月 5 日）

江口

幸太郎
成川

が進むことと、空き家の利活用
の促進が図られることを考えて
いる。
時に作動しなかった事例が、毎
年のように起きている。本市の
維持管理状況は。

答 消耗品である電極パッドは
２年ごと、バッテリーは５年ご
とに交換している。日常点検は、
各施設の管理者が目視で行うな
ど、適正な維持管理に努めてい
る。なお、
不具合がある場合には、
ほとんどの機種に搭載されてい
る毎日１回の自己診断機能によ
り、警報音が鳴る仕組みになっ
ている。
新高速船「甑島」就航に当たっ
て

問 いよいよ話題がいっぱいの
新高速船「甑島」が就航する。
これにより川内甑島航路がにぎ
わうことを期待している。乗船
チケットが予約できるようにな
るが、どうような方法があるの
か。

議員

児童クラブについて

法等を研究していきたい。②本
市次世代育成支援対策地域行動
計画では、平成 年度までに
カ所という目標を掲げているが
目標に達していない。クラブ設
置は引き続き推進すべき課題と
考えていることから、今後、策
定予定の子ども・子育て支援事
業計画の中でも前向きに検討し
ていきたい。

ぱい食べよう運動」を展開でき
ないか。

答 良い発想だと考えるので、
ぜひ研究していきたい。

野菜 350 グラム組み合わせ例

20

育英児童クラブ

靖子
森永

10

高速船 「甑島」

26

問 ①市内には カ所の児童ク
ラブがあるが、開設以来 年を
経過したところもあり、施設の
老朽化が課題となっている。支
生活習慣病予防による医療費の
援策はないか。②各小学校区に
１カ所は欲しいといわれるが、 軽減について
設置はまだ十分とはいえない。
問 生活習慣病は、食生活を改
何か対策を考えているか。
善することで予防できる。和食
答 ①施設改修経費など開設後 がユネスコ無形文化遺産に登録
されたこの時期に、野菜の栄養
に必要となる資金は積立てるよ
う指導している。
補助については、 素が生活習慣病を抑制する働き
に着目し、野菜を１日３５０グ
各クラブで事情が異なることか
ラム以上摂取する「野菜両手いっ
ら実態を調査し、適切な支援方
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9

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の適切な管理を

市役所本庁２階に設置のＡＥＤ

７０ｇ
３０ｇ
２０ｇ
４０ｇ
３０ｇ
３０ｇ
３０ｇ
３０ｇ
７０ｇ
３５０ｇ

ほうれん草
にんじん
ピーマン
ミニトマト
玉ねぎ
もやし
レタス
きゅうり
大根
合計

議員

問 ＡＥＤは、本市でも公共施
設をはじめ様々な所に設置され
ている。全国では、いざという

答 予約発券システムを導入し、
パソコンやスマートフォンからの
インターネット予約、電話予約
が可能となる。
なお、
スマートフォ
ンではない携帯電話からは、イ
ンターネット予約ができないた
め、電話での予約となる。

17

由美子
中島

常

12

12

任

委

25

員

12

会

委員長

江口

福田

是彦

俊一郎

⑴議案第１５７号 薩摩川内市
一般住宅条例の一部を改正する
条例の制定について
今回設置する勝目及び立山一
般住宅が、定住促進や人口増に
つながるよう入居者募集に努め
られたい。
⑵議案第１６０号 薩摩川内市
工業用水道事業の設置等に関す
る条例を廃止する条例の制定に
ついて
工業用水道事業施設は、多額
の経費を費やして整備されたも
のであることから、廃止後の施
設については、性急な取り壊し

10
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は行わず、施設の活用策につい
て検討されたい。

⑶所管事務の調査結果
❶建設・建築業界では、消費税
引上げに伴う駆け込み需要や経
営合理化に伴う職人不足等によ
り、一部において工事を受注で
きない状況が発生していること
から、本市の公共事業について
も、年度末に向けて執行が滞る
ことのないよう努められたい。
❷既存住宅改修環境整備事業は、
経済波及効果が高いため、来年
度も積極的に取り組まれたい。

工業用水道施設（入来町）

市民福祉委員会

月 日開催

月 日開催

委員長

建設水道委員会

所管事務の調査結果
第２期障害者計画の策定に当
たっては、甑島地域において相
談支援体制の充実等が図られな
いか検討されたい。

13

13

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。
⑶所管事務の調査結果
総務文教委員会
雇用と年金の接続に係る職員
委員長
福元 光一
の再任用制度の検討に当たって
月 日開催
は
、民間への影響も考慮しなが
ら、より良い制度となるよう努
⑴議案第１４３号 薩摩川内市 められたい。
の郷土館条例の一部を改正する
条例の制定について
入館料の無料化に当たっては、 企画経済委員会
委員長
佃 昌樹
入館者の増につながるよう、施
設のＰＲに努められたい。
⑵議案第１６９号 平成 年度
月 日開催
薩摩川内市一般会計補正予算の
うち本委員会付託分
廃校となった小・中学校につ
いて、プールの解体が計画され
ているが、計画的な対応を行う
ためにも、施設の利活用に関す
る方向性が早い時期に示せるよ
う努力されたい。
12

所管事務の調査結果
❶鳥獣被害対策については、全
国の先進例を参考にするととも
に、箱わなの貸出しやジビエと
して食肉加工するなどの取組を
検討されたい。
❷中心市街地活性化の推進に当
たっては、市、商工会議所及び
株式会社まちづくり薩摩川内の
役割分担を明確にして取り組む
とともに、市は国に対しても中
心市街地活性化のための支援を
積極的に要望されたい。

12

12

委員会
報 告

私たちが慎重に
チェック！

別

委

員

会
森永

靖子

次世代エネルギー対策
調査特別委員会
委員長
次世代エネルギーによる地域開
発及び雇用創出に関する調査
月 日開催

13

特

25

17

特別委員会において、付託された調査事項について審査を行い
ました。その概要は次のとおりです。

川内原子力発電所対策
調査特別委員会

11

についての質疑があり、周辺市
町を含めてどの程度確保できる
か調査中である旨の答弁があり
ました。

行政視察の状況

具体的な調査結果は、３月議会での報告を予定しています。

【備前グリーンエネルギー㈱

⑴調査日
２月３日～５日
⑵調査項目
①家中川市民小水力発電
所について
【山梨県都留市】
② 備前
 グリーンエネルギー
株式会社の取組について

次世代エネルギー対策
調査特別委員会

なお、報告後、その内容をホームページに掲載します。

議会運営委員会

31

博文

30

橋口

要援護者の避難訓練（10月11日）

委員長

10

川内原子力発電所の安全対策に
関する調査

⑴調査日
１月 日～ 日
⑵調査項目
①議会におけるペーパー
レス化の取組について
【埼玉県飯能市】
②議会運営及び議会改革
の取組について
【静岡県富士市】

岡山県備前市】

No.38

薩摩川内市議会だより

11

月 日開催
25

12

次世代エネルギー関連事業の進
捗状況について
当局から、本年度実施中の次
世代エネルギー関連事業の進捗
状況及び今後実施予定事業の概
要について、説明を受けました。
▽質疑
❶スマートハウス建設事業にお
ける民間企業の活用や協力につ
いての質疑があり、関連設備等
の無償貸与について公募を行っ
たところ、現在、 企業・団体
の協力を得ており、今後も経費
削減を図りつつ民間活力を生か
したスマートハウスの建設を進
めていきたい旨の答弁がありま
した。
❷スマートハウス完成後におけ
る見学者の受入体制についての
質疑があり、案内者を常駐させ
るとともに、ＰＲビデオや資料
を使っての説明を考えている旨
の答弁がありました。

小水力発電所（都留市）

16

平成 年度原子力総合防災訓練
について
当局から、去る 月 日及び
日に行われた平成 年度原子
力総合防災訓練の実施結果につ
いて説明があり、訓練に対する
原子力規制委員会委員長等のコ
メント、県訓練検討会で出され
た改善点、本市における問題点、
今後調整すべき事項等について
報告を受けました。
▽意見
▽質疑
今回の訓練で明らかになった
❶ 市 民への広 域 避 難 計 画の周
知についての質疑があり、今後、 問題点については対応策を検討
広域避難計画の概要版を作成し し、国・県と協議しながら、原
配布する計画である旨の答弁が 子力防災訓練の改善や地域防災
計画の見直しに取り組まれたい。
ありました。
❷要援護者等の搬送車両の確保

富士市
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議 決 結 果 一 覧 表
議案番号

件

名

付

託

先

議決結果

議案第１３９号

薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例の一部を改正する
条例の制定について

総務文教委員会 原案可決（全会一致）

議案第１４０号

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

総務文教委員会 原案可決（賛成多数）

議案第１４１号

薩摩川内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

市民福祉委員会

議案第１４２号

財産の取得について（教育用コンピュータ

２１０台更新等）

総務文教委員会 原案可決（全会一致）

議案第１４３号

薩摩川内市郷土館条例の一部を改正する条例の制定について

総務文教委員会 原案可決（全会一致）

議案第１４４号

薩摩川内市入来麓旧増田家住宅条例の一部を改正する条例の制定
について

総務文教委員会 原案可決（全会一致）

議案第１４５号

薩摩川内市川内歴史資料館等の指定管理者の指定について

総務文教委員会 原案可決（全会一致）

議案第１４６号

薩摩川内市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について

総務文教委員会 原案可決（賛成多数）

議案第１４７号
議案第１４８号

薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
薩摩川内市ゴールド集落活性化条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決（賛成多数）

企画経済委員会

原案可決（全会一致）

企画経済委員会

原案可決（全会一致）

議案第１４９号

薩摩川内市川内港待合所条例の一部を改正する条例の制定について

企画経済委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５０号

薩摩川内市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５１号

薩摩川内市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５２号

薩摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５３号

薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５４号

市道路線の認定について

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５５号

薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５６号

財産の取得について（勝目一般住宅の用地）

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５７号

薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５８号

薩摩川内市営住宅等の指定管理者の指定について

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

議案第１５９号

薩摩川内市温泉給湯管理条例の一部を改正する条例の制定について

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）

議案第１６０号
議案第１６１号
議案第１６２号
議案第１６３号
議案第１６４号
議案第１６５号
議案第１６６号

薩摩川内市工業用水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例
の制定について
薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の一部を改正す
る条例の制定について
薩摩川内市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について
薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例及び薩摩川内市簡易水
道事業及び飲料水供給事業条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例の一部を改正する条
例の制定について
薩摩川内市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制
定について
薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制
定について

議案第１６７号

薩摩川内市公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）

議案第１６８号

薩摩川内市地域下水処理施設条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

建設水道委員会

原案可決（賛成多数）
（13 ページへ）
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議案番号
議案第１６９号

議案第１７０号
議案第１７１号
議案第１７２号
議案第１７３号

議案第１７４号
議案第１７５号
議案第１７６号
議案第１７７号
議案第１７８号
議案第１７９号
議案第１８３号
発議第 ６ 号
※

件

名

付

平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算（第３回）
（補正額 １，６２０，５８３千円）
平成２５年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算
（補正額
△９８２千円）
平成２５年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算
（補正額
２００千円）
平成２５年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算
（補正額
３，
１２４千円）
平成２５年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計
補正予算
（補正額
△１３，
０００千円）
平成２５年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会
計補正予算
（補正額
  △９６５千円）
平成２５年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算
（補正額
１４２，
１２５千円）
平成２５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
補正予算
（補正額
９，
７３５千円）
平成２５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算
（補正額
  １２９，
９７１千円）
平成２５年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（補正額
   ６，
０３８千円）
人権擁護委員候補者の推薦について （５人）
（石田 幹雄氏、豊﨑 正幸氏、堂込 和男氏、萩野 政幸氏、
迫田 イソ子氏）

託

先

議決結果

総務文教委員会
企画経済委員会
原案可決（全会一致）
市民福祉委員会
建設水道委員会
建設水道委員会

原案可決（全会一致）

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

建設水道委員会

原案可決（全会一致）

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

市民福祉委員会

原案可決（全会一致）

特定秘密保護法案強行採決に抗議し、廃止を求める意見書の提出
について〔議員提出〕

―

同

意（全会一致）

―

否
決
※記名投票の結果
は 4 ページに掲載

議決結果欄について、
「全会一致」は出席全員が賛成であったことを示します。

陳 情 の 処 理 状 況
陳情番号

陳 情 第９ 号

陳情第 10 号

陳情第 11 号

件

名

提

出

者

グリーンコープかごしま
川内原発１号機・２号機の再稼働
生活協同組合
に反対し、廃炉を求める陳情書
ほくさつ支部委員会
グリーンコープかごしま
川内原発３号機増設白紙撤回を
生活協同組合
求める陳情
ほくさつ支部委員会
原子力発電推進から脱却し、原 グリーンコープかごしま
子力に依存しない自然エネルギー 生活協同組合
政策に転換を求める陳情書
ほくさつ支部委員会

託

先

結

果

川内原子力発電所
対策調査特別委員会

継続審査

川内原子力発電所
対策調査特別委員会

継続審査

川内原子力発電所
対策調査特別委員会

継続審査

陳情第 12 号

川内原子力発電所再稼働反対に
関する陳情

鳥原

良子

外３名

川内原子力発電所
対策調査特別委員会

継続審査

陳情第 13 号

川内原子力発電所再稼働反対に
関する陳情

武藤

智子

外３名

川内原子力発電所
対策調査特別委員会

継続審査

陳情第 14 号

川内原発の拙速な再稼働に反対
する意見書の提出を求める陳情

北薩ブロック平和セン
ター

川内原子力発電所
対策調査特別委員会

閉会中審査

陳情第 15 号

川内原発の拙速な再稼働に反対
する意見書の提出を求める陳情

荒武

川内原子力発電所
対策調査特別委員会

閉会中審査

重信

継続審査中
・
13

付

原子力発電所関連の陳情３件 （川内原子力発電所対策調査特別委員会）
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議会の動き
月

本会議
議員全員協議会
議会だより編集委員会

月

県市議会議長会議員研修会
意見交換会（南瀬・山田・藤川・
斧渕・鳥丸地区）
建設水道委員会
（現地視察・ 日まで）
議会運営委員会
総務文教委員会

川内
 原子力発電所対策調査特別委員会
（現地視察・委員会）

第１回定例会予定
２月
本会議
議員全員協議会

３月
７

14

http://www.city.satsumasendai.lg.jp

６
９

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
企画経済委員会
市民福祉委員会
建設水道委員会

川内原子力発電所対策調査特別委員会

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）
建設水道委員会
総務文教委員会
建設水道委員会
総務文教委員会
企画経済委員
市民福祉委員会
企画経済委員会
市民福祉委員会
議会運営委員会
本会議
議員全員協議会

市役所４階の傍聴席入口で、受付簿に記入
し、受付箱に入れてから、傍聴してください。

市役所３階の議会事務局で受付をしてください。
なお、委員会の開会時間30分前の時点で、
傍聴希望者が定員数を超えている場合は、抽
選により傍聴者を決定します。

手続き

次世代エネルギー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
議会だより編集委員会

議会運営委員会
（行政視察・ 日まで）

―５１１１】

※ 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。
【☎

委員会

委員長の許可を得て、傍聴することができます
第１委員会室 １２席
傍聴席数
第２委員会室 １６席
第３委員会室 ３０席

手続き

５０席

◆

議会のホームページで、本会議のライブ中継、録画中継を行っています

◆

２月
３ 次世
 代エネルギー対策調査特別委員会
（行政視察・５日まで）
７ 議会だより編集委員会
企画経済委員会（現地視察）
議会運営委員会

川内原子力発電所対策調査特別委員会

本会議

原則、どなたでも傍聴できます

傍聴席数

26

20 17
22
29 28 27
川内
 原子力発電所対策調査特別委員会
意見交換会（八幡・城上・高来・
陽成・吉川地区）

（議員全員がシティセールスサポーターになっています）

代替緊急時対策所待機所設置工事

10
14 11

17

18

19

27

23

31

川内原子力発電所対策調査特別委員会

23

１月
16

川内
 原子力発電所対策調査特別委員会
（視察調査・ 日まで）
地震調査研究推進本部（文部科学省）

30
18 17 10

21 19

27 11
12

12 10
13
20 17 16
15

本会議や委員会を傍聴してみませんか

市議会だよりは、国産竹を 10％使った紙（中越パルプ工業株式会社川内工場で製造）を使用しています。

