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報告第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度垂水市一般会計補正予算
（第３号））
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報告第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度垂水市一般会計補正予算
（第４号））
報告第 ８号 市営住宅に係る家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起についての
専決処分の報告について
議案第５１号 平成２６年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
議案第５２号 平成２６年度垂水市病院事業会計決算の認定について
議案第５３号 垂水市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 案
議案第５４号 垂水市個人情報保護条例の一部を改正する条例 案
議案第５５号 垂水市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 案
議案第５６号 垂水市手数料条例の一部を改正する条例 案
議案第５７号 大野原辺地に係る総合整備計画の変更について
議案第５８号 垂水市固定資産評価審査委員会委員の選任について
議案第５９号 垂水市教育委員会委員の任命について
議案第６０号 平成２７年度垂水市一般会計補正予算（第６号） 案
議案第６１号 平成２７年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 案
議案第６２号 平成２７年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 案
議案第６３号 平成２７年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号） 案
議案第６４号 平成２７年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第１号） 案
議案第６５号 平成２７年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号） 案
議案第６６号 平成２７年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 案
議案第６７号 平成２７年度垂水市水道事業会計補正予算（第１号） 案
議案第６８号 平成２７年度垂水市一般会計補正予算（第５号） 案
議案第６９号 平成２６年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について
議案第７０号 平成２６年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
議案第７１号 平成２６年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について
議案第７２号 平成２６年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について
議案第７３号 平成２６年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について
議案第７４号 平成２６年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について
議案第７５号 平成２６年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
議案第７６号 平成２６年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第７７号 平成２６年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
意見書案第２号 平和安全保障関連２法案の徹底審議を求める意見書 案
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書

記

橘

圭一郎

書

記

瀬 脇 恵 寿

平成27年８月28日午前10時開会

国道220号の整備促進及び深港地区土石流災害
について、市長並びに国道整備促進特別委員会
委員の皆さんと国土交通省本省、関係国会議員

△開

会

の先生方に要望並びに説明に伺い、御理解をい

○議長（池之上誠） 定刻、定足数に達してお
りますので、ただいまから平成27年第３回垂水

ただいてまいりましたので、御報告いたします。
以上で、議長報告を終わります。

市議会定例会を開会いたします。
△開

［市長尾脇雅弥登壇］

議

○市長（尾脇雅弥） 皆さん、おはようござい

○議長（池之上誠） これより本日の会議を開

ます。６月定例議会後の議会に報告すべき主な

きます。

事項について、報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと
おりであります。

初めに、深港川土砂災害につきまして報告を
いたします。

△会議録署名議員の指名

本市の体制と避難につきましては、６月24日

○議長（池之上誠） 日程第１、会議録署名議

の土石流発生に伴い、同日、警戒本部を設置し、

員の指名を行います。

深港振興会75人、41世帯に対し、避難勧告の発

会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に
より、議長において堀内貴志議員、川越信男議
員を指名いたします。

令と安否確認を行いました。
７月５日未明には、６月24日と同規模の土石
流が発生し、国道220号深港橋が再び時間通行

△会期の決定

規制となりました。その後、河川内の土砂除去

○議長（池之上誠） 日程第２、会期の決定を

等の工事が16日に終了したことや、翌17日の梅

議題といたします。

雨明け宣言を受けまして、７月17日午後５時を

去る21日、議会運営委員会が開催され、協議

もって避難勧告の解除、牛根地区公民館自主避

がなされた結果、本定例会の会期をお手元の会

難所の閉鎖、災害警戒本部の解散をいたしまし

期日程表のとおり、本日から９月18日までの22

た。

日間とすることに意見の一致を見ております。
これに御異議ありませんか。

その後、７月28日午後１時ごろ、好天の中、
３度土石流が発生したことを受け、同日午後２

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

時、再度避難勧告を発令し、あわせて国道220

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。

号深港橋が全面通行どめとなりました。

よって、会期は、本日から９月18日までの22

その後、河川内の土砂除去の完了を受けて、

日間と決定いたしました。

８月３日正午をもって、避難勧告の解除、牛根

△諸般の報告

地区公民館自主避難所の閉鎖、災害警戒本部を

○議長（池之上誠） 日程第３、諸般の報告を
行います。

解散いたしました。
避難勧告の解除につきましては、鹿児島大学

この際、議長の報告を行います。

地頭薗教授、国土交通省土砂災害研究室、大隅

監査委員から、平成27年６月分の出納検査結

河川国道事務所、県砂防課、大隅地域振興局河

果報告がありましたので、写しをお手元に配付

川港湾課と合同で現地確認をし、必要とする場

しておきましたから御了承願います。

所に立入禁止措置を行うなどの協議を経て決定

次に、去る８月３日から４日にかけまして、
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をいたしました。

次に、河川災害復旧工事についてでございま

次に、桜島噴火警戒レベル引上げに伴う経過

すが、河口から495メートルにつきましては、

についてでございますが、８月15日10時15分、

本市において応急本工事として土砂除去を実施

鹿児島気象台より発表されました桜島噴火警戒

したところでございます。

レベル３から４への引き上げにつきましては、

上流につきましては、県砂防課による応急対

気象台及び鹿児島市が発令した避難準備、避難

策工事により、河川内に床固め工、両岸に導流

勧告地域が、昭和火口及び南岳山頂火口から３

堤を設置し、床固め工の上流約100メートルに

キロメートル以内の有村町、古里町、黒神町の

ついては、土砂除去を実施していただいており

みで島内全域ではないことなど、情報収集を行

ます。

った結果、本市では、災害警戒本部は設置せず、

次に、国道220号全面通行どめの早期解除と
砂防事業につきましては、森山 衆議院議員に

引き続き情報収集体制で対応することといたし
ました。

よる再三にわたる現地視察、国土交通省九州整

震度１以上や火山性地震の回数は減少傾向に

備局道路部長による現地視察等を経て、国道

あるものの、引き続き情報収集を継続し、状況

220号につきましては８月５日に片側通行とな

に応じて、災害警戒本部の設置など対応・対策

っております。

を行ってまいります。

また、砂防事業につきましては、さきに議長

次に、台風15号についてでございます。

より報告のありました国道整備促進特別委員会

８月24日午後３時に災害計画本部を設置し、

の議員の皆様との要望活動により、国の災害関

あわせて同時刻に３カ所の自主避難所を開設い

連緊急事業として、事業費約８億5,000万円の

たしました。最大時で３カ所の避難所において

内示を受け、県砂防課において、現在、工事を

30世帯39名の方が避難されましたが、翌25日午

実施するための測量設計や地質調査委託を発注

前９時に災害警戒本部を解散いたしました。

され、業務に着手されたところでございます。

台風15号につきましては、大型で非常に強い

この場をおかりして、国道整備促進特別委員

台風でしたので、影響を大変心配しましたとこ

会の議員の皆様にお礼を申し上げます。ありが

ろですが、25日の午前６時ごろ熊本県荒尾市付

とうございました。

近に上陸した後は、次第に勢力を弱め、九州を

さらに、国道220号においては、深港橋の下

縦断して日本海へ抜けていきました。

流部に仮橋を含む延長約200メートルの迂回路

主な被害といたしましては、住家被害17件、

を計画され、土石流が発生した場合でも通行ど

非住家被害９件、土木関係が2,500万円、農林

めをすることなく安全に通れるように、既に架

関係が560万円、水産関係が200万円、商工観光

設工事に着手をされ、早期完成を目指して工事

関係が100万円となっております。

を推進されているところです。

今後も、過去の災害を教訓といたしまして早

今後の降雨状況や土石流発生によっては、三

目の避難を心がけ、人的災害ゼロを継続するよ

度目の避難勧告等を発令をいたします。また、

う、さらなる防災体制の整備に努めてまいりた

気象情報に注意し、土砂災害など危険を感じた

いと考えているところでございます。

場合は、早目に避難していただくということは

次に、企画政策関係についてでございます。

お願いをしておきたいと思います。

初めに、地方創生、いわゆる「まち・ひと・

避難勧告の発令解除までの御支援を賜りまし
た関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。

しごと創生総合戦略」の取り組みでございます
が、10月末日を目標に「垂水市人口ビジョン」、
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「垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

立促進連盟から発表されました過疎地域自立活

策定作業を進めております。現在まで外部委員

性化優良事例として、大野地区公民館が連盟会

による「垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦

長賞を受賞されましたことを報告いたします。

略審議会」を４回、庁内組織の「垂水市まち・

今回の受賞は、「つらさげ芋」や「いきいき

ひと・しごと創生総合戦略本部会議」を５回開

祭り」、「空き家を活用した定住促進」の取り

催をいたしました。

組みなどが評価されたもので、大野地区の地域

なお、本日、本会議終了後行われる地方創生

振興計画と、それに携われた地区の皆様の努力

等特別委員会において、進捗状況と人口ビジョ

が一つの形になったものだと考えております。

ン及び総合戦略の素案について御説明をさせて

この場をおかりして、大野地区の皆様にお祝

いただく予定となっております。

いを申し上げたいと思います。

次に、ふるさと応援寄附金でございますが、

次に、垂水地区の地域振興計画でございます

本年度は現在までに273件、約1,080万円の御寄

が、７月14日に鹿児島大学の小栗有子准教授に

附をいただいております。本年度は、ふるさと

よる「垂水地区まちづくり講演会」を実施し、

納税のポータルサイトへの登録やカード決済を

７月29日に、垂水地区公民館臨時運営委員会に

導入したことから、昨年の同時期と比較し、件

おきまして、策定委員会立ち上げを御了承をい

数が16件増の1.06倍、金額が約500万円増の

ただいたところでございます。

1.84倍と伸びております。

第１回目の策定委員会を９月１日に予定して

次に、大手予備校である東進ハイスクールを
運営する株式会社ナガセと垂水高等学校の振興
支援に関する協定を７月６日に締結いたしまし
た。

おり、将来のよりよい地域づくりのため、協議
を重ねてまいります。
次に、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支
援事業でございますが、大野、境、協和、柊原

この協定に基づき、東進ハイスクールのコン
テンツを垂水高校で利用することができるよう

の４地区でそれぞれの実施計画が進められてお
ります。

になりました。これは、学校内のパソコンとイ

主なものとして、大野地区では、さつま芋耕

ンターネットを活用して、最先端の教育システ

作のためのトラクターを購入し、そのトラク

ムと称される東進ハイスクールの通信講座を受

ター収納庫を内蔵した、つらさげ芋干し場施設

講することができるというものです。

の建設を予定しており、つらさげ芋の増産を図

受講料は、本市の垂水高校振興支援の一環と
して支援補助を行うため、受講を希望する生徒

ります。
また、境地区では、地区内外の交流を実施す

は、無料で受講することができます。現時点で、

るため、境浜盆踊り大会と題し、30年ぶりとな

24人の生徒が、受講予定で９月中旬からコンテ

る盆踊りを８月15日に実施いたしました。

ンツの利用を開始したいとの報告を受けており
ます。

その他の事業につきましても、事業達成に向
けて各地区を支援してまいります。

永瀬社長の垂水への恩返しという思いにしっ

次に、水産商工観光関係についてでございま

かりとこたえ、引き続き魅力ある垂水高校づく

すが、地方創生交付金によって地域経済の活性

りを支援していきたいと思います。

化を支援する目的で、７月１日からプレミアム

次に、地域振興計画についてでございますが、
まずは、今月24日に、総務省と全国過疎地域自
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付商品券「こもんそ商品券」を開始し、10日に
は完売となりました。

今後、12月末までの間、総額２億4,000万円

いますが、ことしも市内外の多くの事業者様や

が市内各店舗で使われることになりますので、

個人の皆様方からの大変ありがたい協賛金によ

事業者の皆様方に対する景気へのテコ入れを大

り実施することができましたこと、そして、実

いに期待しているところでございます。

施の中軸を担われた垂水市商工会青年部の皆さ

なお、８月17日時点で、１億2,000万円が市
内店舗で使われ、換金されたとの報告を受けて
おります。

んに対し、この場をおかりして感謝を申し上げ
たいと存じます。
当日は、市内外から約３万人のお客様にお越

次に、７月12日に東京都の学士会館にて開催

しいただき、約6,000発の音楽花火を御堪能い

をいたしました鹿児島たるみず観光物産展につ

ただいたことで、会場内の出店者の方々を初め、

いてでございますが、本物産展は、プレミアム

周辺商店の方々に対しての活性化に貢献できた

付商品券同様、地方創生交付金を活用したもの

ものと考えております。

で、初めての取り組みでございます。

次に、７月以降のスポーツ合宿の受入状況で

基幹産業である農水産物の６次化に取り組み、

ございますが、８月末までに鹿児島実業高校サ

ふるさと納税のお礼の商品に採用されている事

ッカー部を初め、鹿児島商業、中京高校の剣道

業者を含めた市内企業10社に対しまして、販路

部の３団体、そのほかには、関西学院大学スト

と雇用の拡大・安定を目的に、垂水市商工会に

リートダンス部80名が、森の駅たるみずのキャ

業務委託を行い、高峠メガソーラーのリニュー

ニオニングやピザづくりの体験に訪れるなど、

アブル・ジャパン株式会社の皆様を初め、関東

延べ約1,370人の滞在人数がございました。

垂水会の皆様の御協力のもと、情報発信の中心

次に、農林関係についてでございますが、農

地である東京都内において実現したものでござ

業委員会では耕作放棄地解消事業に取り組んで

います。

おり、今年度は水之上地区において、農地機能

本物産展は、６次産業化のための情報発信の

を回復した場所においてトウモロコシ栽培を行

役割も担っており、２部構成で開催をされまし

いました。７月３日には、水之上小学校の全校

た。会場では、ブログでの情報拡散を行うブロ

児童78名がトウモロコシの収穫を体験し、食へ

ガーや、マスコミ関係者、大手商社バイヤーや

の関心を高めるよい機会になりました。

ホテル・レストランのシェフ並びに仕入れ担当

次に、６月29日に開催された鹿児島県治山林

者の方々など約250名に対して、プレゼンテー

道協会通常総会において、本市が開設・管理し

ションや試食を通じてＰＲを実施いたしました。

ている林道二川線が平成26年度林道維持管理コ

ＰＲ効果としては、ブロガーが会場内から、

ンクールにおいて優良賞を受賞いたしました。

物産の写真や、試食の感想を発信するリアルタ

森林伐採や森林整備のために、今後も林道の適

イムでの情報発信や、複数の都内飲食店との商

切な維持管理に努めてまいります。

談成立、大手物流企業との商談が継続されてい

次に、６月17日から18日にかけての梅雨降雨

るなどの成果が出る一方で、全国規模のロット

により発生した林道海潟麓線の牛根麓でののり

注文数に市内企業が対応し切れないなど、次へ

面崩壊については、現地確認後、通行ができる

とつながる新たな課題も見えてきたところでご

ように土砂除去を行い、復旧工事に係る費用を

ざいます。

今回の議会に上程されております補正予算案に

次に、８月８日に開催されました「たるみず
ふれあいフェスタ2015夏祭り」についてでござ

－7－

計上しておりますので、御審議のほどよろしく
お願いを申し上げます。

次に、教育関係でございます。

「オペラは初めて見たが、響き渡る歌声に驚き、

本年度も重点項目の教育委員会の充実のため

感動した」、「先生方が丁寧に教えてくださっ

に、会議や会議録の積極的公開など情報の発信

たので、わからないところがよくわかった」、

と収集に取り組んでおります。

「不得意なところができるようになってよかっ

８月10日には、移動教育委員会と地域住民代
表との意見交換会を協和小学校で開催をいたし
ました。

た。来年もぜひ参加したい」などの感想が寄せ
られました。
次に、社会教育関係でございます。

移動教育委員会では、教育委員会が地域に出

平成32年開催予定の国民体育大会におきまし

向いて、より身近な場所で定例会会議を行うも

て、フェンシング競技は既に正式決定しており

ので、平成25年度から実施しており、ことしは

ますが、このたび公開競技であります綱引き競

12名の傍聴があり、事務の点検・評価について

技が本市で開催されることが正式に決定し、８

の議案審議等が活発に行われました。

月11日には鹿児島県綱引き連盟の競技会場視察

地域住民代表との意見交換会では、「子ども
の学力向上」と「子どもの健全育成」の２つの

が行われました。今後は、開催に向けて受入準
備を進めてまいりたいと考えております。

テーマを設定し、実施いたしました。このよう

次に、10月31日から開催されます国民文化祭

な活動を通じて市民の考えや地域の実態を把握

につきまして、７月23日に市内の幼稚園・保育

し、今後の教育行政の推進に生かしてまいりた

園を「ぐりぶー」と「たるたる」でＰＲ訪問を

いと考えております。

いたしました。

次に、教育施設整備でございますが、新城小

これは、開催まで100日となったことから、

学校と松ケ崎小学校の外壁・手すり改修工事、

主催事業の一つであります和田英作・和田香苗

並びに水之上小学校体育館新築工事は順調に進

記念全国絵画コンクールのぐりぶー部門の出展

捗しております。

を促すため実施したもので、園児も大喜びし、

次に、学校教育関係でございますが、７月９
日、市内全小中学校の子供たちを対象に、「わ

楽しい絵を出展してくれるものと期待をしてお
ります。

くわくどきどき夢教室」を文化会館で開催いた

７月25日には、「瀬戸口藤吉翁のふるさとた

しました。今回は、鹿児島県オペラ協会で活躍

るたるの夢みるコンサート」を、海上自衛隊佐

されている方々をお招きし、一流の歌や迫力あ

世保音楽隊の御支援により開催をいたしました。

るオペラを鑑賞いたしました。

これまで、しのぶ演奏会として親しんでいた

８月17、18日には、「あつまれわんぱく！夏

だいておりましたが、国民文化祭の応援事業と

の勉強会」を、市内小学校４年生から６年生の

しての位置づけに加え、本市公式キャラクター

希望者を対象に、垂水中央中学校で行いました。

たるたるも誕生しましたことから、ネーミング

本年度は、開催日数を２日間に、また、教科

を新たにし実施いたしました。

を１教科から４教科に拡充し、105人の子供た

夏休み期間中ということもあり、夏にちなん

ちが自分の希望する教科を重点的に学習しまし

だ曲を初め、大人から子供まで楽しめる曲を演

た。指導者は、市内の各小中学校の30人を超え

奏していただき、それに加え垂水小学校金管バ

る先生方がボランティアで指導してくださいま

ンド、垂水吹奏楽団との合同演奏会も初めて実

した。

施し、昨年を上回ります800名の方々に御来場

これらの取り組みに参加した子供たちからは、
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をいただきました。

次に、ことし、太平洋戦争終結から70年を迎
え、図書館では、平和への願いと戦争の悲惨さ
を後世に伝えることを目的とした夏の特別企画
を８月５日に実施いたしました。

や関係省庁に対して要望活動を行ってまいりま
した。
７月22日には、福岡にて、大隅総合開発期成
会として、九州地方整備局に対して要望活動を

第６垂水丸に関する映像鑑賞や、垂水市の戦

行ってまいりました。

災状況などについて５名の語り手にお話をいた

７月24日には、福岡にて、「暑気払い夏の夕

だき、69名の来場者があり、平和への誓いを新

べ」に参加し、財界関係者との情報交換を行っ

たにしたところであります。

てまいりました。

次に、本市の交通事故の発生状況についてで
ございます。

次に、県内の主な出張用務ですが、７月31日、
おおすみ水産振興協議会と第２回大隅地域行政

交通死亡事故発生状況は、７月21日午後９時

懇話会、８月６日に鹿児島県市町村長防災研修

35分ごろ、牛根二川深港の国道220号で、垂水

会、８月20日に日本港湾協会九州地区連合会第

市から霧島市方面へ走行中の薩摩川内市の50歳

62回通常総会に出席してまいりました。

男性の運転する軽乗用車が、片側１車線の緩や

以上で、諸般の報告を終わります。

かなカーブの中央線をはみ出し、大型トラック

○議長（池之上誠） 以上で、諸般の報告を終

と衝突する交通死亡事故が発生し、ことしに入

わります。

りまして３人目の死亡事故犠牲者となりました。

△報告第６号・報告第７号一括上程

７月末日現在、交通事故発生件数は43件、死

○議長（池之上誠） 日程第４、報告第６号及

亡者数３名、負傷者数61名となっております。

び日程第５、報告第７号の報告２件を一括議題

前年同時期と比較しますと、発生件数は12件減

といたします。

少、死亡者数は２名増加、負傷者は15名減少し
ております。

件名の朗読を省略いたします。
─────────────

今後も交通事故の発生や死亡事故の減少を図

報告第６号 専決処分の承認を求めることにつ

るために、鹿屋警察署、交通安全協会などの関

いて（平成27年度垂水市一般会計補正予

係機関並びに振興会の御協力を賜りながら、交

算（第３号））

通安全対策に努めてまいります。

報告第７号 専決処分の承認を求めることにつ

次に、主な出張用務について報告いたします。

いて（平成27年度垂水市一般会計補正予

県外出張については、７月８日、宮崎におい

算（第４号））

て、東九州軸推進機構第25回総会に出席いたし
ました。

─────────────
○議長（池之上誠） 報告を求めます。

７月12日には、さきに報告いたしました鹿児
島たるみず観光物産展においてトップセールス
を行ってまいりました。

○財政課長（野妻正美） おはようございます。
報告第６号及び第７号につきまして御説明い
たします。

７月14日には、上京いたしまして、過疎関係
都市連絡協議会総会に出席をいたしました。

まず最初に、報告第６号専決処分の承認を求
めることにつきまして御説明申し上げます。

翌15日には、本市と鹿児島市・霧島市・鹿屋

６月の大雨に伴う土砂災害の災害復旧費の関

市の４市で構成しております桜島火山活動対策

連経費の執行に急施を要しましたので、平成27

協議会の要望事項について、地元選出国会議員

年７月１日に、平成27年度垂水市一般会計補正
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予算（第３号）を地方自治法第179条第１項の

次に、道路橋梁河川の補助災害復旧費につき

規定により専決処分し、同条第３項の規定によ

ましては、深港川と市道桜島口牛根麓線に係る

り御報告を申し上げ、承認を求めようとするも

事業費でございます。

のでございます。

これらに対する歳入は、７ページの歳入明細

補正の理由でございますが、大雨により、６

にお示ししてありますように、国庫補助金と市

月に発生した桜島口牛根麓線の土砂流出の災害

債の特定財源を充て、一般財源は、財政調整基

復旧と、深港川の土石流による災害復旧等に係

金と前年度繰越金を充てて収支の均衡を図って

る関連経費について予算措置をしたものでござ

おります。

います。

引き続きまして、報告第７号専決処分の承認

今回、歳入歳出とも１億4,253万7,000円を増

を求めることにつきまして御説明申し上げます。

額いたしましたので、これによります補正後の

７月に発生しました深港川の土石流被害等へ

歳入歳出予算額は90億4,893万7,000円になりま

の対応に急施を要しましたので、平成27年８月

す。

13日に、平成27年度垂水市一般会計補正予算

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

（第４号）を地方自治法第179条第１項の規定

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

により専決処分し、同条第３項の規定により御

から３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」

報告を申し上げ、承認を求めようとするもので

に掲げてあるとおりでございます。

ございます。

地方債にも補正がありましたので、４ページ

補正の理由でございますが、平成27年７月28

をごらんください。現年発生補助災害復旧事業

日に、牛根地区深港川で再度土石流が発生し、

債と現年発生単独災害復旧事業債の借り入れを、

大きな被害が発生しましたが、土砂除去の災害

右の欄に示す限度額に変更し、本年度の借入総

復旧事業等に予算措置をしたものでございます。

額を７億5,800万円に補正するものでございま

今回、歳入歳出とも7,420万2,000円を増額い

す。

たしましたので、これによります補正後の歳入

８ページをお開きください。事項別明細でご

歳出予算額は91億2,313万9,000円になります。

ざいますが、まず、歳出から申し上げます。

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

環境衛生費は、簡易水道の災害復旧に係る補
助金です。

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ
から３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」

河川維持費は、河川に係る重機借り上げ料で

に掲げてあるとおりでございます。

ございます。

地方債にも補正がありましたので、４ページ

災害応急対策費は、深港地区の避難所開設で

をごらんください。現年発生補助災害復旧事業

の軽費や災害警戒本部に係る経費でございます。

債と臨時財政対策債の借り入れを、右の欄に示

農林水産業施設単独災害復旧費でございます

す限度額に変更し、本年度の借入総額を８億

が、農道・林道の災害復旧に係る重機借り上げ

2,948万円に補正するものでございます。

料でございます。

８ページをごらんください。事項別明細でご

９ページの公共土木施設単独災害復旧費でご
ざいますが、深港川市道桜島口牛根麓線の災害

ざいますが、歳出は、道路橋梁河川補助災害復
旧費の工事請負費などでございます。

箇所測量設計委託や重機借り上げ料等でござい
ます。

これからに対する歳入は、７ページの歳入明
細にありますとおり、繰越金と市債により収支
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の均衡を図っております。

垂水市へ管理委託された区間でございますけれ

以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ども、林道の山手側の斜面が豪雨により滑落を

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

したものでございます。被災延長は36メートル、

○議長（池之上誠） ただいまの報告に対し、

のり面の被災面積で875平方メートルとなって

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

おります。

［持留良一議員登壇］

これにつきましては、昨日、災害の査定が実

○持留良一議員 大変だったというふうに思い

施をされまして、本市のほうで設計委託をして、

ます。本当に御苦労さまでした。

工事等の要望をしておりました内容を満額認め

このことで、先ほど報告もいろいろありまし

ていただいております。

たけども、今後、国との関係で財源措置等が、
事業等の関係に関してあるのかどうなのか、そ

今後、予算が承認をされますと、工事のほう
に入っていくことになっております。

のあたりについてはどうなんでしょう。

以上でございます。

○財政課長（野妻正美） 災害についての財源

○堀添國尚議員 今、私が尋ねたのは、大体場

措置ということでございますが、まず、災害に

所はどこらあたりなのか。

つきましては、その災害に対する補助の査定が
ございます。

そして、今の林道は、ずっと上まで４キロぐ
らいもともと林道があったんです。そして、今

それに対して財政課におきましては、それに

度始めたのが牛根麓海潟の林道、新しい工事が

対する起債の関係、有利なもの、災害事業につ

始まったわけです。その部分ですか。もともと

いての起債がございますので、それとの兼ね合

あった林道のどこかのり面が崩落したというこ

い、まず、そこには確実には、当初、専決を打

とですか。そこだけおっしゃっていただければ、

つ場合には、その概算で、緊急を要しますので、

後は、詳しいことは要りません。

その場合ありますが、確定した後に起債額等も

○農林課長（川畑千歳） もとは農道もあった

その補助額等も確定しますので、そこについて

かと思います。農道の延長として、その後、林

は後もっての補正において調整さしていただき

道を開設をしておりますけれども、林道、海潟

たいと考えております。

牛根麓線ということで新しく開設をした部分で

○議長（池之上誠） ほかに質疑はありません

ございます。

か。

以上です。
［堀添國尚議員登壇］

○議長（池之上誠） ほかにございませんか。

○堀添國尚議員 ただいまの説明の中で、牛根

［村山芳秀議員登壇］

麓ののり面とか林道関係の説明があったんです

○村山芳秀議員 おはようございます。一般会

が、場所あたりとか、そこあたりをもうちょっ

計の補正の第３号の８ページの上にあります簡

と詳しく教えてください。

易水道施設整備費補助金、水道課とか生活環境

○農林課長（川畑千歳） 先ほどの諸般の報告

課、この災害によりまして深港の部分で大変御

の中での林道の被害のことだと思います。それ

苦労をされたと思うんですけど、この金額の内

についてお答えいたします。

容を、まだ、生活用水のほうは何とか通水でき

牛根麓から上りました海潟牛根麓線におきま
して災害が発生をいたしたところでございます。
ここにつきましては、平成19年に完成をし、

ましたけど、ここの補助金の中身について教え
ていただければ。
○生活環境課長（田之上康） 水源地から集落
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内に排水しておりますパイプが流出いたしまし

明渡しの請求に関する訴えの提起について、地

たので、そのパイプの布設がえに伴います費用

方自治法第180条第１項の規定及び市長専決処

と、あと、ポンプアップをしておりましたけれ

分事項の指定の規定によりまして専決処分いた

ども、そのポンプが土石流で埋没いたしました

しましたので、同条第２項の規定により御報告

ので、それの復旧をする工事費でございます。

いたします。

○村山芳秀議員 この金額で飲み水まで全部で

専決処分の内容でございますが、平成27年２

きるという理解でよろしいんでしょうか。

月13日に、鹿屋簡易裁判所において、当該者と

○生活環境課長（田之上康） ポンプが復旧い

滞納分の住宅使用料の支払いについて、月々の

たしますと、きれいな水になると思いますけれ

分割払いによる和解をいたしました。

ども、今現在、あのような状況で、ポンプの改

その内容は、分割払いの支払いを怠ったとき

修はできない状況でございますので、そこはち

は、住宅を直ちに明け渡すという和解条項があ

ょっと時間がかかるとは思いますけれども、予

りますが、平成27年６月25日に、この明け渡し

算的にはそれに対応できる金額でございます。

の要件を満たしてしまいました。

○議長（池之上誠） ほかにありませんか。

この和解条項の不履行により、すぐにでも裁

［「なし」と呼ぶ者あり］

判所へ強制執行の申し立てを行うこともできま

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。

したが、６月26日に、文書により最終警告の案

これで質疑を終わります。

内を行いましたところ、７月１日に当該者が来

お諮りいたします。

庁され、現在勤めていらっしゃる職場の給料が

まず、報告第６号を承認することに御異議あ

入ったら必ず支払いをしますと約束されました。

りませんか。

しかしながら、約束から約１カ月たっても支

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

払いがありませんでしたので、強制執行の申し

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。

立てを裁判所に行ったところでございます。

よって、報告第６号は承認することに決定い
たしました。

以上で報告を終わります。
○議長（池之上誠） 以上で、報告第８号につ

次に、報告第７号を承認することに御異議あ

いては終わります。

りませんか。

△議案第51号・議案第52号一括上程

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（池之上誠） 日程第７、議案第51号及

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。

び日程第８、議案第52号の議案２件を一括議題

よって、報告第７号は承認することに決定い

といたします。

たしました。

件名の朗読を省略いたします。

△報告第８号上程

─────────────

○議長（池之上誠） 日程第６、報告第８号市

議案第51号 平成26年度垂水市水道事業会計剰

営住宅に係る家賃等の請求及び明渡しの請求に
関する訴えの提起についての専決処分の報告に

余金の処分及び決算の認定について
議案第52号 平成26年度垂水市病院事業会計決

ついてを議題といたします。

算の認定について

報告を求めます。

─────────────

○土木課長（宮迫章二） おはようございます。
報告第８号市営住宅に係る家賃等の請求及び

○議長（池之上誠） ここで、公営企業決算特
別委員長の審査報告を求めます。
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［公営企業決算特別委員長堀添國尚議員登壇］

えたのかそれとも新築の場合は水道料が高いと

○公営企業決算特別委員長（堀添國尚） 去る

かあるのかとの質疑に対し、給水家庭自体の件

６月30日の平成27年第２回定例会において、公

数はふえたとの答弁がありました。

営企業決算特別委員会付託となり、閉会中の継

次に、転出者への水道料金支払いへの対応に

続審査となっておりました、議案第51号平成26

ついては、との質疑に対し、市民課からの異動

年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算

情報をもらい、転出先に再請求を行っている。

の認定について、並びに議案第52号平成26年度

しかしながら水道料の場合には住民基本台帳と

垂水市病院事業会計決算認定について、去る７

関係なく開栓、閉栓が可能なことから、把握す

月28日に公営企業決算特別委員会を開き審査を

るまでしばらく時間がかかることもあり問題に

いたしましたので、その結果を御報告いたしま

なっているとの答弁がありました。

す。

そのほか県内の石綿管の状況についての質疑

審査に当たりましては、予算が議決の趣旨、

がありました。

目的にしたがって適正かつ効率的に執行された

次に、病院事業会計決算においては、最初に

かどうか、問題点はなかったか、そしてどのよ

保険福祉課長より昨年の決算特別委員会におい

うな行政効果が発揮できたのか、そのことで今

て、挙げられていた４点の要望事項について、

後の行財政運営においてどのような改善工夫が

説明及び回答がありました。

必要かに重点を置き、さらに係数的なことにつ

まず１点目の垂水中央病院経営安定の要望で

いては、監査委員の審査意見書を十分に尊重し、

ございますが、診療報酬の減額会計により非常

決算報告書、監査意見書に基づいて審査を進め、

に厳しい経営となりますが、医師会との連携に

関係課長の説明を求めながら予算執行の実績を

より、健全化に努めていくとの回答がありまし

確認し、その適否について慎重に審査をいたし

た。

ました。それでは両決算の主な質疑について申
し上げます。

２点目の常勤成形外科医の確保でございます
が、関係各所との連携をはかりつつ、引き続き

まず水道事業会計決算においては、新会計基

確保に努めていきたいとの回答がありました。

準に変わったが、どこが変わったのかとの質疑

３点目の診療時間の見直しでございますが、改

に対し、企業債とリース債務が今まで資本に位

善してるところもありますが、これからも利便

置づけられていたが、負債に変更になった。メ

性向上を図っていきたいとの回答がありました。

リットとして企業の経営状態がわかるというこ

４点目の看護師不足に対応するための、垂水

とでこういう制度になったとの答弁がありまし

市内有資格者で優秀な人材の臨時的な活用の検

た。

討でございますが、現在垂水中央病院内での看

次に、都会などで水道管が破裂してるが、垂

護師不足の状況はないものの、そういう状況に

水は古い配水管である石綿管は全て交換したの

なった場合には検討していきたいとの回答があ

かとの質疑に対し、垂水市ではこれまで破裂し

りました。

ていた管が石綿管であり、市内全域が交換され

以上の報告の後、病院事業決算について説明

ていることから、今後そのような事例はないと

があり、垂水中央病院が赤字になった場合、市

の答弁がありました。

が補填するのかとの質疑に対し、特定の診療科

次に、事業収益がふえている理由として、新

目は赤字の場合の補填すると協定書にあり、そ

築がふえたとの説明があったが、給水家庭がふ

れ以外の場合には補填しないとの答弁がありま
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した。

療サービスの契機をはたしており、年々患者数

次に、一般病床と療養病床の違いは、それと

が減少していく中で、医療の質の向上と安定収

療養病床の概念とはとの質疑に対し、病床には

益の確保を図りながら、経営改善に努力してい

医療法の中で精神病床、感染病床、結核病床、

る点などが評価されています。

一般病床及び療養病床の５つがあり、一般病床
は４つの病床を除いたものとなっている。

本委員会としては、両事業とも引き続き経営
基盤の安定化と経営の健全化に努めていただく

また、療養病床の概念は急性期から移って、

よう求めるものです。

慢性期医療の病床となっているとの答弁があり
ました。

以上の質疑なども踏まえた上で、議案第51号
平成26年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及

次に、看護体制が７対１から10対１になると、

び決算認定について、剰余金の処分については

病院に書いてあったが、何か改正があったのか

原案のとおり可決し、決算については適正であ

との質疑に対し、昨年度の医療法改正により、

ると認め、認定することに決定しました。

患者対看護師の割合が７対１で継続するための

次に、議案第52号平成26年度垂水市病院企業

要件に対応できなかったため、10対１という体

会計決算認定については、適正であると認め、

制になったとの答弁がありました。

認定することに決定しました。

次に、垂水中央病院の対応は悪いのではない

以上で報告を終わります。

か、私立の病院では患者を待たせないなど接客

○議長（池之上誠） ただいまの報告に対し、

の部分を十分に行っているとの質疑に対し、対

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

応が悪いとの声は聞いているところであり、病

［「なし」と呼ぶ者あり］

院にはその都度お願いをしたり、病院の方を呼

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。こ

んで話をさせてもらっているところである。病

れで質疑を終わります。

院にもそういう意見がきているが、院長が回答
されているようである、今後もいろいろな会で

これから討論を行います。討論はありません
か。

あげていきたいとの答弁がありました。

［「なし」と呼ぶ者あり］

そのほか、一般病床の減少についての質疑も
ありました。

○議長（池之上誠） 討論なしと認めます。こ
れで討論を終わります。

以上な主な質疑について申し上げました。ま

お諮りいたします。ただ今の委員長の報告の

とめといたしまして、監査委員の決算審査意見

とおり決することに御お意義ありませんか。

書にもありますように、水道事業会計について

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

は、収入基礎となる給水人口が減少傾向にあり、

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

営業収益が左右される上、施設の減価償却や企

って議案第51号平成26年度垂水市水道事業会計

業債の借り入れによる償還額等が経営を圧迫す

剰余金の処分及び決算認定について、剰余金の

ることが懸念される中、新たな企業債の借り入

処分については、原案のとおり可決、決算につ

れは行わず利益が増加し、借り入れ残高が順当

いては認定することとし、議案第52号平成26年

に減少していることが経営努力の大きな成果で

度垂水市病院企業会計決算認定については認定

ある点、病院事業においては、汎用電動式手術

することに決定いたしました。

台等を更新することにより、年々高度化、専門
化、多様化していく医療需要に対応し、高度医

△議案第53号～議案第56号一括上程
○議長（池之上誠） 日程第９、議案第53号か
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ら日程第12議案第56号までの議案４件を一括議

条例の一部を改正する条例合案について御説明

題といたします。件名の朗読を省略いたします。

申し上げます。

─────────────

この議案は、平成25年５月31日に公布された

議案第53号 垂水市職員退職手当支給条例の一
部を改正する条例 案

行政手続きにおける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナ

議案第54号 垂水市個人情報保護条例の一部を
改正する条例 案

ンバー法に基づき、特定個人情報の適正な取り
扱いの確保、保有する特定個人情報の開示、訂

議案第55号 垂水市情報公開・個人情報保護審
査会条例の一部を改正する条例 案

正、利用停止等について必要な措置を講ずるた
め、この条例を改正しようとするものでござい

議案第56号 垂水市手数料条例の一部を改正す

ます。

る条例 案

施行期日が異なるものがありますので、同じ

─────────────

条例ですが、平成27年10月５日施行分を第１条

○議長（池之上誠） 説明を求めます。

とし、平成29年１月１日施行分を第２条として

○総務課長（中谷大潤） 議案第53号垂水市職

２段階の改正を行うとするものです。

員退職手当支給条例の一部を改正する条例案に
ついて御説明申し上げます。

それでは、改正の内容について添付しており
ます新旧対照表で御説明いたします。順に説明

地方公務員の年金制度につきましては、現在

させていただきますが、マイナンバー法に基づ

共済年金に加入してるとこですが、平成27年10

く改正以外においても条文の整理を行っており

月１日より、地方公務員等共済組合法及び被用

ますので、条文の整理に係る説明は省かせてい

者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保

ただき、マイナンバー法に基づく改正の部分の

険法等の一部を改正する法律の一部を改正する

み説明させていただきます。

法律が施行されることに伴い、公務員も厚生年
金に加入し、年金制度が一元化されることとな

第１条は、文言の整備となりますので説明は
省略させていただきます。

りました。このことに伴い、垂水市職員退職手

第２条は、用語の定義について定めていると

当支給条例に改正の必要が生じたため、改正し

ころでございますが、第１号で示す個人情報の

ようとするものです。それでは改正の内容につ

うち、市が保有する個人情報を第４号の保有個

いて、添付しております新旧対照表で御説明い

人情報として切り分け、新たに第５号として個

たします。

人情報のうち、マイナンバー法による個人情報

第３条は、自己の都合による退職等の場合の

が含まれる情報を特定個人情報と、また第６号

退職手当の基本額について定めており、第２項

に市が保有する個人情報のうち、マイナンバー

において、疾病または死亡によらない場合の取

法による個人情報が含まれる情報を保有特定個

り扱いについて定めているところですが、引用

人情報と定めるものでございます。

しております疾病の根拠表について、地方公務

以下の条文において、個人情報を保有個人情

員等共済組合法で規定するものを厚生年金保険

報と改正したものが多数出てきますが、この説

法に改めようとするものです。なお附則としま

明についても省略させていただきます。マイナ

して、この条例は平成27年10月１日から施行し

ンバー法に基づく改正としましては、次が３

ようとするものでございます。

ページの第７条になります。第７条は、個人情

続きまして、議案第54号垂水市個人情報保護

報の収集方法及び収集の制限について規定して
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おりますが、第７条第１項において、マイナン

また、不適切な目的外利用等が確認されたとき

バー法による特定個人情報の収集については、

には、その利用と停止するよう求めることがで

別に定めることからこの場からは除く旨を規定

きるように規定しているものです。それぞれ各

しようとするものです。その特定個人情報の収

号で規定に違反して収集したとき、目的外の利

集等の制限を規定するものとして、新たに第７

用をしているとき、マイナンバー法に違反して

条の２を定めようとするものです。

いる特定個人情報を収集し、または保管してい

次の第８条につきましては、市が保有する個

るとき。マイナンバー法に違反して作成した特

人情報の目的外利用及び外部提供の制限につい

定個人情報ファイルに保有個人情報を記録して

て定めているもので、次のページの第８条第２

いるときを新たに定めたものです。

項は、保有個人情報の外部提供をしてはならな

次に、10ページの第24条になります。第24条

い旨を規定したものですが、特定個人情報は別

は、費用負担について定めておりますが、第３

に定めるためこの項及び第３項、第６項から除

項に新たに開示請求者が保有特定個人情報の写

く旨を規定しようとするものです。

しの交付、または送付を求めた場合に置いて、

第４項は、保有特定個人情報の目的外利用に

その請求者が経済的困難その他特別な理由があ

ついて新たに規定しようとするものです。特定

ると認めるときは、写しの作成または送付に要

個人情報の利用目的及び利用については、マイ

する費用を減額し、または免除することができ

ナンバー法において制限がかかり、目的外の保

ることを規定しようとするものです。

有特定個人情報の利用は個人の生命、身体、ま

次が、11ページになりますが、第31条は他の

たは財産の保護のためにやむを得ないと認めら

制度との調整について定めているところでござ

れる場合であって、本人の同意があり、または

いまして、第３項に保有特定個人情報の開示に

本人の同意を得ることが困難であるときについ

ついては、他の法令等で保有個人情報の開示に

て認めることを規定するものです。第５項及び

関して規定されている場合であっても、この条

第６項は、今回の改正にあわせて新たに追加し

例による開示を行うものとすることを新たに定

たものです。

めようとするものです。

次に、５ページの第12条第２項は、開示請求
に係る代理人について定めているところでござ

以上が、平成27年10月５日施行分の改正案と
なります。

いますが、本人及び法定代理人に加え、任意代

引き続き、平成29年１月１日施行分となる、

理人に対しても開示請求を認めることを規定し

第２条について説明いたします。新旧対照表は

ようとするものです。

12ページからになります。

次に、８ページの第20条となります。第20条

第２条に第７号として情報提供等記録の定義

は自己に関する保有個人情報の訂正等の請求に

づけをしようとするものです。この情報提供等

ついて規定しているものであり、第２項は自己

記録とは、特定個人情報の１つで情報提供ネッ

に関する保有個人情報の削除について。第３項

トワークを使用して、どのような特定個人情報

が目的外利用等の停止について規定しようとす

がどの機関でやり取りされたかを記録するもの

るものです。具体的には特定個人情報が不正に

です。

取り扱われることがないように、特定個人情報

次が、第８条第４項となりますが、ここで保

について本人が開示を求め、誤りが発見された

有個人情報の目的外利用及び外部提供の制限に

場合には記録の削除を求めることができます。

ついて定めておりますが、この第８条第４条の
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規定から情報提供と記録を除くことを規定した

ファイルの取り扱いに関する事項を新たに追加

ものです。よって、情報提供と記録については、

しようとするものです。具体的には、特定個人

目的外利用を一切禁止するものとなります。

情報ファイルを保有しようとするときは、マイ

次が、第20条の２となります。内容は第20条

ナンバー法に基づき、特定個人情報保護評価を

において保有特定個人情報等の記録の訂正、削

行い、評価書を作成することとなっており、ま

除、利用の停止を規定しておりますが、情報提

た地方公共団体の機関は評価書については第３

供等記録においては適用しない旨を規定しよう

者機関による点検を受けることとされています。

とするものです。情報提供等記録は、目的外の

そこで、この第３者機関による点検を垂水市個

利用がそもそも想定されないことから利用停止

人情報保護審査会が所掌することを規定したも

等の請求権はないことを規定したものです。

のです。

次は、13ページの第22条となりますが、第22

なお、附則としまして、この条例は平成27年10

条も同様、訂正と請求に対する決定についても

月５日から施行しようとするものでございます。

情報提供等記録においては適用しない旨を規定

以上で説明終わりますが、御審議のほどよろ

しようとするものです。

しくお願い申し上げます。

最後が第22条の２となります。第22条の２は、

○市民課長（白木修文） 議案第56号垂水市手

情報提供と記録の提供先への通知について新た

数料条例の一部を改正する条例案につきまして

に追加したもので、実施機関が保有する情報提

御説明申し上げます。

供と記録の訂正を行った場合には、総務大臣、

今回の条例改正の趣旨でございますが、平成

情報紹介者、または情報提供者に対し、その旨

25年５月31日付で行政手続における特定の個人

を書面で通知することを定めようとするもので

を識別するための番号の利用等に関する法律、

す。なお、附則としまして、この条例は、平成

以下番号法といいますが、これが交付されまし

27年10月５日から施行しようとするものでござ

た。

いますが、第２条の規定は、マイナンバー法附

これに基づき、平成27年10月から国民一人一

則第１条第５号に掲げる規定の施行日、すなわ

人に個人番号、マイナンバーともいいますが、

ち平成29年１月１日から施行しようとするもの

これは付番され、平成28年１月から社会保障、

でございます。

税、災害対策等の手続でマイナンバーの利用が

引き続き、議案第55号垂水市情報公開個人情

開始されます。番号法に基づく社会保障、税、

報保護審査会条例の一部を改正する条例案につ

番号制度では住民票を有する国民一人一人に個

いて御説明申し上げます。

人番号を付番し、通知カードにより本人に通知

この議案につきましても、先に説明しました

することとされていますので、平成27年10月５

マイナンバー制度に基づき、条例の一部を改正

日以降12桁の個人番号が記載された通知カード

する必要が生じたため、改正しようとするもの

が書留郵便で住民票の住所宛てに送付されてき

でございます。それでは、改正の内容について

ます。

添付しております新旧対照表で御説明いたしま
す。

また、平成28年１月以降、本人からの申請に
より顔写真つきの個人番号カードの交付を受け

内容としましては、第２条において垂水市情

ることができます。いずれのカードも初回の交

報公開個人情報保護審査会の所掌事務を定めて

付手数料は国が費用を負担するため、費用負担

おりますが、ここに第５号として特定個人情報

はありませんが、滅失、盗難等の理由により再
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交付の際の手数料につきましては、国の負担は

につき800円について定めるものでございます。

ないため、受益者負担の考え方により有料とい

附則としましては、この条例は平成27年10月５

たしますので、再交付となる場合の手数料につ

日から施行するものでございます。ただし、２

いて規定するため、今回垂水市手数料条例の一

条の規定は平成28年１月１日から施行するもの

部を改正するものでございます。

でございます。

改正内容につきましては、カード等の原価等

また、経過措置としまして、第２条の規定に

を考慮して国から示されている再交付手数料相

よる改正後の垂水市手数料条例第２条第１号の

当経費は、通知カードは500円、個人番号カー

規定にかかわらず、当分の間平成28年１月１日

ドが800円であることから、同額を再交付の手

以降、個人番号カードの交付を受けようとする

数料額として規定するものでございます。それ

者に対する最初の交付にかかる手数料は、徴収

では、改正内容について新旧対照表により御説

しないと規定しております。

明いたします。

以上で説明終わりますが、御審議のほどよろ

第１条関係としまして、改正した箇所をアン

しくお願いいたします。

ダーラインで示しております。別表第１中住民

○議長（池之上誠） ただいまの説明に対し、

基本台帳法の施行に関する事務の項の次に、行

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

政手続きにおける特定の個人を識別するための

［持留良一議員登壇］

番号の利用等に関する法律の施行に関する事務

○持留良一議員 細かい点は委員会で出してい

の項を加えるものでございます。改正理由とし

ただきたいと、基本的なところをちょっとお聞

ましては、平成27年10月５日以降に住民票の住

きしたいんですけども、この条例の改正、この

所宛てに送付される通知カードの再交付手数料、

前に導入とかいろいろされてて、システム等の

１件につき500円について定めるものでござい

関係で費用も、いわゆる改修費用ですね、いろ

ます。

いろかかったかと思うんですが、また今後ラン

第２条関係としまして、別表第１中、住民基

ニングコスト等の問題も出てくるかとは思うん

本台帳法の施行に関する事務の項中、４ 法第

ですが、このあたりについて国の方での財政措

30条の44に基づく住民基本台帳カードの交付を

置というのはどんなふうにされてくのか、やっ

削り、行政手続における特定の個人を識別する

ぱり今事業所の方々も大変この問題については、

ための番号の利用等に関する法律の施行に関す

事務的な問題また費用の問題、苦労されてるん

る事務の項中、１を２に繰り下げ、新たに１

ですが、この問題について１つはお聞きしたい

法第２条第７項に基づく個人番号カードの交付

ということがあります。

を加えるものでございます。

それとあと、先ほど特定個人情報保護評価と

改正理由としましては、個人番号カードが住

いうことも言われたんですが、この点について

民基本台帳カードに変わるものであり、身分証

まだ十分な措置がされてないということが明ら

としての機能や公的個人認証の機能を含んでい

かになってると思うんです。この点についてど

るため、現在の住民基本台帳カードの交付手続

うだったのかということと、もう１点ですけど

きが平成27年12月末をもって終了することによ

も、いわゆる前回もいろいろ議論しましたが、

るものでございます。

年金機構やら個人情報の流出事件を受けて、こ

また、平成28年１月１日以降、申請により交

の問題で重要な点が２つあったかというふうに

付される個人番号カードの再交付の手数料１件

思うんですが、１つは基幹系ネットワークと情
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報系ネットワークとの切断です、このことはち

ネットワークを切断するように申し出があると

ゃんとされてるのかとうことと、もう１つは個

ころでございます。

人情報を情報系ネットワークに移動して作業し

なかなか今までやってきたことを元に戻すと

てないのか、このことによって特定に攻撃され

いうことで、なかなかこれにつきましてはほん

るようなことが思われてきたわけなんですけど

と非常に経費がかかるところでございまして、

も、というのは総務省が２割近くがまだそれに

先だっても県の情報課のほうに行きまして、何

対して保護策をとってないと、その中で先ほど

とかやらなくちゃこれはならない問題だとは認

言われた付番を行っているということです。そ

識しております。ただ、このことにつきまして

うなってくると、今の中でもそういう特定の情

言うたように、分けると非常に莫大な予算がか

報が攻撃されて、盗まれるという漏えいしてい

かるということで、まだ国のほうも補助がどう

くという関係になるんですけども、この２点に

なるのかとか、予算措置をどうするのかのまだ

ついては十分な対策をもうとってらっしゃると

決まってない状況ということもありまして、

思うんですが、改めてそのあたりについて問題

我々としましては、これを一遍にしてもこれに

ないのかをお聞きをしたいというふうに思いま

国の予算措置もなければ一般財源の持ち出しが

す。

かなりあるということもありますので、ここは

○総務課長（中谷大潤）

まずこのマイナン

ちょっと慎重に対応したいと思っているところ

バーにかかる費用というか経費についてでござ

でございますので、県のほうの期間があと１カ

いますが、実は当初御存じのように年金機構の

月ぐらい猶予くださるということでしたので、

情報漏えいによりまして、我々が想定した費用

１番簡単に安くできる方法をとりあえずして、

よりも非常にかかっているのが実情でございま

それから国の方針なりが決まってから、これは

す。これにつきましても、まだ確定している金

ちゃんとした取り組みをしていかなければなら

額ではなくて、これからまだ増えてくると思っ

ないかなと。

ております。

特に、市役所の関係はランですぐできるんで

今回も国のほうも関連の予算をつけたという

すけども、本市の場合、ほかの市町村もそうか

ことは、情報が入りましたけども、県の方から

もしれませんけども、出先機関、それから学校

の情報などによりますと、まだ幾らかかるかと

のほうの無線ランとかありまして、この辺もま

いうのもまだちょっとまだ見込めないというの

たネットワークを切断するっていうのは、また

が実情でございますので、垂水としても今後ど

非常に経費がかかるというふうに予想してると

んだけ膨らんでいくのかというのもまだ確定で

ころで、この事につきましてはもうちょっと国

きてないというのが実情でございます。

の動向見守りながら、慎重に少しでも一般財源

それから、ネットワークの切断から申し上げ

に負担をかけないようなやり方で、取り組んで

ますと、実は垂水市は逆に今まで行政ネット

行くのは取り組んで行くんですけども、そうい

ワークとか情報とかその系統、実は１本化する

う財源の確保を図りながら切断に向けては取り

ために今までほかの市よりも先行的に取り組ん

組んでまいりたいと考えるところでございます。

でまいりまして、その辺がうまくいって、それ

それから、２点目でしたか特定個人情報の保

に対するセキュリティーも行って、他市から比

護の評価につきましては、これはもう済んでお

べますと一歩進んでる状況ではございましたけ

りまして公表も終わってるというところでござ

ども、今回のこういう事件を受けまして、この

います。
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以上でございます。

○議長（池之上誠） 日程第13、議案第57号大

○持留良一議員 やっぱり相当な費用が今後か

野原辺地に係る総合整備計画の変更についてを

かってくる。それに対して国がどう措置するか

議題といたします。説明を求めます。

っていうのは、それぞれ自治体でも大変懸案な

○企画政策課長（角野 毅） 議案第57号大野

課題になっていくかなと思います。そういう中

原辺地に係る総合整備計画の変更について御説

でシステム等については普通交付税措置すると

明申し上げます。

か、ランニングコストは地方財政措置をされる

辺地に係る総合整備計画とは、辺地に係る公

予定だとかという情報はあるんです、確かでは

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

ないんですけども、たしかに莫大な費用がかか

等に関する法律により定められた要件に該当し

るっていうことで、このあたりもどうされるの

ている地域を辺地とし、辺地とその他の地域と

かという今後はほんとにこう不安がいっぱいあ

の間における住民の生活文化水準の著しい格差

るんですけども、先ほど言われた基幹ネットと

を是正する事を計ることを目的として策定いた

情報ネットワークの問題、これは今現状の中で

すものでございます。

そういう状況だと、やはりある意味非常にリス

また、この辺地に係る総合整備計画に基づい

クも背負わなきゃならないということあるんで

て実施される事業の必要経費については、元利

すけども、先ほど言われた国の動向というその

償還に要する経費の80％が、交付税措置される

あたりの関係においても、今のところ保全され

辺地対策事業債を財源とすることができるもの

るのか、問題ないのか、いわゆる大きな意味で

でございます。

の保護ということは可能なのかどうなのか、そ

大野原辺地にかかる総合整備計画につきまし

の点についてはどうなんでしょうか。

ては、平成25年度から平成29年度までの５カ年

○総務課長（中谷大潤） そのことにつきまし

にわたりまして、市道田地明・重桜線の改修工

ては、ちゃんとすれば対応すればほぼできると

事を実施し、その財源に辺地対策事業債を充当

いうふうに今のところは考えております。

するための計画変更を平成26年第１回市議会定

○議長（池之上誠） ほかに質疑はありません

例会において上程し議決をいただいたところで

か。

ございますが、今回当計画を変更することにつ
［「なし」と呼ぶ者あり］

いて、議会の議決を求めようとするものでござ

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。こ

います。

れで質疑を終わります。

総合整備計画の変更内容について御説明を申

お諮りします。議案第53号から議案第56号ま

し上げます。市道田地明・重桜線については、

での議案４件については、いずれも総務文教委

改修工事を平成25年度から平成29年度まで計画

員会に付託の上、審査いたしたいと思います。

いたしておりますが、その財源の辺地対策事業

これに御異議ありませんか。

債について、充当額を増額するための計画変更

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

でございます。５年間の総事業費は2,856万

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

7,000円を予定いたしております。

って議案第53号から議案第56号までの議案４件

以上で説明終わります。御審議のほどよろし

については、いずれも総務文教委員会に付託の

くお願いをいたします。

上、審査することに決定いたしました。

○議長（池之上誠） ただいまの説明に対し、

△議案第57号上程

これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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［「なし」と呼ぶ者あり］

命についての御説明を申し上げます。

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。こ
れで質疑を終わります。

現在、垂水市教育委員会委員であります野村
繼治氏が平成27年９月30日をもって任期満了と

お諮りいたします。議案第57号については、
総務文教委員会に付託の上、審査いたしたいと

なりますことから、同氏を再任しようとするも
のでございます。

思います。これに御異議ありませんか。

再任しようとする野村繼治氏の住所は垂水市

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

海潟531番地、生年月日は昭和20年11月５日で

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

ございます。任期は４年となっておりますので、

って議案第57号については、総務文教委員会に

平成27年10月１日から平成31年９月30日までと

付託の上、審査することに決定いたしました。

なります。なお、本議案は地方教育行政の組織

△議案第58号・議案第59号一括上程

及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基

○議長（池之上誠） 日程第14、議案第58号及

づき、議会の同意を求めるものでございます。

び日程第15、議案第59号の議案２件を一括議題

御同意をいただきますようよろしくお願いを申

といたします。件名の朗読を省略いたします。

し上げます。

─────────────

○議長（池之上誠） ここで暫時休憩いたしま

議案第58号 垂水市固定資産評価審査委員会委

す。休憩時間中全員協議会室におきまして、全

員の選任について

員協議会を開きますのでただ今の議案を持って

議案第59号 垂水市教育委員会委員の任命につ

御参集願います。

いて

午前11時25分休憩

─────────────
○議長（池之上誠） 説明を求めます。

午前11時35分開議

［市長尾脇雅弥登壇］

○議長（池之上誠） 休憩前に引き続き、会議

○市長（尾脇雅弥） 議案第58号の固定資産評

を開きます。

価審査委員会委員の選任についての御説明を申
し上げます。

先ほど議題といたしました議案に対し、これ
から質疑を行います。質疑はありませんか。

現在、垂水市固定資産評価審査委員会委員で

［「なし」と呼ぶ者あり］

あります出水政文氏が平成27年９月27日をもっ

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。こ

て任期満了となりますことから、同氏を再任し

れで質疑を終わります。

ようとするものでございます。

お諮りいたします。議案第58号について同意

選任しようとする出水政文氏の住所は垂水市

することに御異議ありませんか。

松原町68番地、生年月日は昭和22年11月８日、

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

委員の任期は３年となっておりますので、平成

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

27年９月28日から平成30年９月27日までとなり

って、議案第58号固定資産評価審査委員会委員

ます。なお、本議案は地方税法第423条第３項

の選任については、同意することに決定いたし

の規定に基づき、議会の同意を求めるものでご

ました。

ざいます。御同意をいただきますようよろしく
お願いを申し上げます。

次に、議案第59号について同意することに御
異議ありませんか。

次に、議案第59号垂水市教育委員会委員の任
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

りでございます。

って、議案第59号垂水市教育委員会委員の任命
については、同意することに決定いたしました。
△議案第60号上程

債務負担行為に補正がありましたので、５
ページの第２表債務負担行為の補正をごらんく
ださい。有限会社さと丸水産の事業所増設に伴

○議長（池之上誠） 日程第16、議案第60号平

う企業等立地促進補助金を３年間交付するため

成27年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

に、平成29年度までの債務負担行為を追加する

を議題といたします。説明を求めます。

ものでございます。

○財政課長（野妻正美） 説明に入ります前に、

地方債にも補正がありましたので、６ページ

参考資料の訂正をお願いいたします。平成27年

の第２表地方債の補正をごらんください。追加

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案の参考

でございますが、消防防災施設整備事業は、防

資料として配付いたしました資料に、漢字の誤

災活動車購入にかかわるもので、当初一般財源

りがありましたので、訂正をお願いいたします。

で購入予定としていたものを緊急防災減災債を

参考資料の裏ページの歳出の主なものの中で、

充当しようとするものと、第７分団小型ポンプ

１番上の右側に記載があります補正理由等の中、

購入について、過疎債の上限の打ち切りにより

起業等立地促進補助金と記載しておりますが、

過疎債から緊急防災減災債に変更するものです。

その企業という字が誤っておりました。起こす

７ページの変更でございますが、消防防災施

という漢字が誤りで正しくは、事業所などの組

設整備事業は、先に説明しました第７分団小型

織としての企業、企てるという漢字に修正をお

ポンプ購入にかかわるもので、過疎債を減額補

願いいたします。大変申しわけございませんで

正するものです。現年発生補助災害復旧事業は、

した。以後このようなことがないよう十分気を

林道海潟麓線の災害復旧事業に伴うもので、災

つけます。

害復旧事業債を増額補正するものです。地方債

それでは、議案第60号平成27年度垂水市一般

の変更につきましては、それぞれの事業に伴う

会計補正予算（第５号）案を御説明申し上げま

起債額を右の欄に示しております限度額に変更

す。補正の内容を説明しました参考資料をあわ

し、本年度の借り入れ総額を繰り越し分を除い

せてごらんください。今回の主な補正は、国の

て合計額８億3,758万円にしようとするもので

地域住民生活等緊急支援交付金を利用した南の

ございます。

拠点整備にかかわる基本設計委託、社会保障、

次に、歳出の事項別明細でございますが、主

税番号制度にかかわる地方公共団体情報システ

な事務事業等の補正について御説明いたします。

ム機構への交付金、地域包括ケアセンター整備

13ページをお開きください。２款総務費10目

にかかわる実施設計委託、林道、海潟麓線にか

企画費の委託料ですが、南の拠点整備に係る基

かわる林道補助、災害復旧費などを増額補正し

本設計委託料です。14ページの１番上をごらん

ようとするものでございます。

ください。同じく総務費の１目戸籍住民基本台

今回、歳入歳出とも1,882万1,000円を増額し

帳費の負担金補助及び交付金ですが、社会保障

ますので、これによる補正後の歳入歳出予算総

税番号制度の個人番号交付にかかわるもので、

額は、91億4,196万円になります。補正の款項

地方公共団体情報システム機構への交付金です。

の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

国の100％補助でございます。

歳入歳出予算の金額は２ページから４ページま

次に、１番下の３款民生費６目老人福祉費の

での第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとお

委託料は地域包括ケアセンター整備にかかわる
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実施設計委託料です。15ページの中ほどになり

○持留良一議員 １点だけ。老人福祉の包括ケ

ますが、４款衛生費４目環境衛生費の負担金補

アセンター設立準備費、今回実施設計委託料が

助及び交付金は牛根麓、辺田、下市木の簡易水

一般財源約50万ということで、計上をされてる

道の施設整備かかわる補助金です。16ページを

んですけども、当初私たち以外で説明受けてた

お開きください。１番上の６款農林水産業費９

内容等々、また場所の問題等々含めていろいろ

目畜産業費の備品購入費ですが、ＰＥＤ貿易体

あったかというふうに思うんですが、今回この

制確立事業に伴うもので、死亡した獣畜の保管

自主設計は、具体的にどういう規模とか内容と

庫等の購入にかかわる分でございます。同じく

か含めて、場所の問題とか含めてどうなのかと

12目農道整備事業費の使用料及び賃借料と工事

いうこと、そうすると当初の計画から考えてみ

請負費は、牛根麓地区等の農道整備にかかるも

たときに、やはり縮小というか規模的には小さ

のです。

くなるんじゃないかなというふうに思うんです

次に、２項林道費２目林業振興費の備品購入

が、その結果当初予定してた、いわゆる包括ケ

費ですが、有害鳥獣対策として牛根麓の３地区

アシステムの構想とどんなふうに変わっていく

及び新城麓の１地区にワイヤー柵を設置しよう

のか、またその対策とか含めて、そのあたりも

とするもので、国の100％補助です。

この計画の中で考慮されていくのか、またそれ

17ページをごらんください。中ほどの８款土

を対策として取り組むという方向性ができてる

木費１目道路維持費の工事請負費ですが、振興

のか、この点についてお聞きをしたいと思いま

会要望による市道の改修などにかかわる分です。

す。

同じく２目道路新設改良費ですが、市道内ノ野

○保健福祉課長（篠原輝義）

線元垂水原田線に係る分ですが、国保補助額の

ターについてでございますが、当初このケアセ

決定に伴う減額調整でございます。

ンターの設置につきましては、病院の敷地内と

包括ケアセン

19ページをお開きください。１番下の11款災

いうことで、進めておりました。昨年の６月議

害復旧費３目林業用施設補助災害復旧費の工事

会で基本設計の予算を計上させていただいて、

請負費ですが、林道海潟麓線の災害復旧にかか

それをもとに設計を行っていたわけですが、そ

わる分です。

の中で当初2階建て案、それにつきまして、ど

以上が歳出の主なものでございますが、これ

のくらいかかるのかということで、中身のこと

らに対する歳入は前に戻っていただきまして、

それから金額のこと、いろいろ思案をしていた

８ページの事項別明細書の総括表及び10ページ

だきました。それによりますと、４億3,000万

からの歳入明細にお示ししてありますように、

ほどかかってたということが年度末、２月の末

それぞれの事務事業に伴う国県支出金、基金繰

ごろにわかってきました。

入金及び市債などの特定財源を当て、一般財源

中身につきましては、１階部分それから２階

は繰越金と特別会計繰入金等を当てて、収支の

部分はそういった総合医の研修施設とかそうい

均衡を図るものでございます。

ったものが主でなっておりましたけれども、い

以上で説明終わりますが、御審議のほどよろ

かんせん金額が非常に上がったと、そして一方

しくお願い申し上げます。

では伊藤県知事それから国のほうにもその補助

○議長（池之上誠） ただいまの説明に対し、

分を要求をしておりましたけれども、これが１

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

億円程度しか補助がないと言う様な県のそうい

［持留良一議員登壇］

った協議の結果でございました。
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３月の末になりまして、医師会等と調整会議

ですけど、そこ辺の違いを教えていただければ

等また行いまして、その中で今回上げさしてい

と思います。

ただいたのは、コスモス園の北側のホール、こ

○企画政策課長（角野 毅） ただいま村山議

れを遊んでると、一部遊んでるとこがあると、

員からの御質問でございますが、委託料の部分

これを活用してはどうかという意見もございま

につきまして、地域活性化、地域住民生活等緊

した。そちらのほうも今年度に入りまして検討

急支援交付金、いわゆる地方創生先行型の上乗

をしてみました。その中で何とか包括ケアセン

せ交付分の申請に伴うものでございまして、今

ターの機能は維持できるんじゃないかというこ

議員がおっしゃっているのは、建設計画にかか

とで、今回実施設計ということで上さしていた

る基本設計のお話をされているのかと認識して

だいたわけでございます。

おりますけども、今回の基本設計の委託料につ

やはり当初からいろいろ協議をしてまいりま

きましては、南の拠点を含む地方創生にかかる

したけれども、結果的には規模を縮小という形

拠点整備に係る構想、考え的な部分の設計とい

でケアシステムのほうを構築させていただくと

うことになります。ですので、施設についての

いうことになっていくわけでございます。その

設計を今回委託するものではございませんので、

中で、医療、介護、福祉そういった連携が継続

内容的なものについて今どうこうという協議を

的に連携をするシステムでございますけれども、

している部分ではございませんので、御認識を

縮小するということになりますと、総合医の研

いただければと思います。

修施設、対外的にそういう研修ができるのかと

○議長（池之上誠） いいですか。ほかにあり

いうこともございますので、それについてはち

ませんか。

ょっと難しいと、その後の機能についてはでき

［「なし」と呼ぶ者あり］

るというなことでしているところでございます。

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。こ

○議長（池之上誠） ほかにございませんか。

れで質疑を終わります。

［村山芳秀議員登壇］

お諮りいたします。本案は各所管常任委員会

○村山芳秀議員 歳出企画費の13ページですが、

に付託の上、審査いたしたいと思います。これ

委託料の1,100万について、これにつきまして

に御異議ありませんか。

は、昨年の当初予算にやはりこういう形で

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

1,000万出て、財宝さんに土地の部分で売却を

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

するということで、これまできてたわけですが、

って、議案第60号は各所管常任委員会に付託の

前回は５年６年かけてアンケート、さまざまな

上、審査することに決定いたしました。

調査等も行われまして、基本設計委託という部
分をつくられたと思います。

△議案第61号～議案第67号一括上程
○議長（池之上誠） 日程第17、議案第61号か

今回１年余りでこの地方創生との関連の事業

ら日程第23、議案第67号までの議案７件を一括

費もあると思いますが、そこの市民参加、こう

議題といたします。件名の朗読を省略いたしま

した施策の形成に当たってどのような配慮をさ

す。

れてきたか。それと予定地が当然変わってるわ
けですけど、そこ辺がどこを予定されてるのか。

─────────────
議案第61号 平成27年度垂水市国民健康保険特

それから前回とその内容的に前回26年度当初で
出されたときの内容と多分変更があると思うん

別会計補正予算（第１号） 案
議案第62号 平成27年度垂水市後期高齢者医療

－24－

特別会計補正予算（第１号） 案

１目の一般会計繰出金は、同じく平成26年度国

議案第63号 平成27年度垂水市介護保険特別会

民健康保険特別会計決算に伴う法定外繰入金の

計補正予算（第１号） 案

精算でございます。

議案第64号 平成27年度垂水市老人保護施設特
別会計補正予算（第１号） 案

次に、歳入について御説明いたします。６
ページをお願いいたします。

議案第65号 平成27年度垂水市漁業集落排水処

７款県支出金は、歳出の保険事業の増額に伴

理施設特別会計補正予算（第１号） 案

う特別県調整交付金の増額補正でございます。

議案第66号 平成27年度垂水市簡易水道事業特

11款繰越金は平成26年度国民健康保険特別会計

別会計補正予算（第１号） 案

決算に伴う前年度繰越金でございます。12款諸

議案第67号 平成27年度垂水市水道事業会計補
正予算（第１号） 案

収入は一般被保険者延滞金の増額補正でござい
ます。

─────────────

以上で、議案第61号平成27年度垂水市国民健

○議長（池之上誠） 説明を求めます。

康保険特別会計補正予算（第１号）案の説明を

○市民課長（白木修文） 議案第61号平成27年

終わりますが、御審議のほどよろしくお願い申

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１

し上げます。

号）案について御説明申し上げます。

続きまして、議案第62号平成27年度垂水市後

１ページに記載しておりますように、今回の
補正額は歳入歳出とも1,951万5,000円を追加し、

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案に
ついて御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額を29億3,117万2,000円とす

１ページに記載しておりますように、今回の

るものでございます。主な補正の理由でござい

補正額は歳入歳出とも７万4,000円を追加し、

ますが、平成26年度国民健康保険特別会計決算

歳入歳出予算の総額を２億2,677万7,000円とす

に伴う退職者医療交付金の返還と法定外繰入金

るものでございます。補正の理由でございます

の精算に伴う一般会計繰出金の補正などでござ

が、過年度分の保険料の還付金を補正するもの

います。それでは、歳入歳出補正予算事項別明

でございます。それでは歳入歳出補正予算事項

細書により御説明いたします。なお、金額はお

別明細により御説明いたします。なお金額はお

示ししてありますので、省略させていただきま

示ししてありますので、省略させていただきま

す。歳出から御説明いたします。７ページをお

す。

願いします。

歳出から御説明いたします。４ページをお願

１款総務費ですが、１項１目の一般管理費は

いいたします。２款諸支出金ですが、１項１目

鹿児島県都市協議会に参加するための普通旅費

の保険料還付金は平成26年度の後期高齢者医療

でございます。８款保険事業費ですが、１項１

保険料の年金特徴分にかかる歳出還付金を補正

目の疾病予防費は県が行う脳卒中対策プロジェ

するものでございます。

クトデータ分析処理委託料でございます。２項

次に、歳入について御説明いたします。同じ

２目の特定検診特定保健指導未受診者対策費は

く４ページをお願いします。５款諸収入２項１

特定健診の未受診者にかかる役務費等でござい

目の保険料還付金は後期高齢者医療広域連合か

ます。11款諸支出金ですが、１項６目の償還金

ら同額歳入があるものでございます。

は平成26年度国民健康保険特別会計決算に伴う

以上は、議案第62号平成27年度垂水市後期高

退職者医療交付金の返還金でございます。４項

齢者医療特別会計補正予算（第１号）案の説明
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を終わりますが、御審議のほどよろしくお願い

の１を計上しております。４款支払基金交付金

申し上げます。

１項支払基金交付金２目地域支援事業支援交付

○保健福祉課長（篠原輝義） 議案第63号平成

金は、平成26年度事業費確定による追加交付分

27年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１

でございます。５款県支出金２項県補助金２目

号）案について御説明申し上げます。

地域支援事業交付金及び７款繰入金１項一般会

今回の補正は、平成26年度決算に伴う国等へ

計繰入金３目地域支援事業交付金は、国庫補助

の返還金や市負担金の清算に伴う繰り出金が主

金で申し上げました権利擁護事業の補正に伴う

なものでございます。補正の額は、歳入歳出に

補助基準に基づく交付額を計上しております。

それぞれ3,923万1,000円を追加し、補正後の予

４目事務費繰入金は介護保険制度改正に伴うシ

算総額は歳入歳出それぞれ21億1,005万8,000円

ステム改修経費の繰り入れを計上しております。

とするものでございます。

８款繰越金１項繰越金１目繰越金の補正額は平

まず、事項別明細書の歳出から御説明いたし
ます。７ページをお開きください。

成26年度決算額の確定により今回補正するもの
でございます。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費で
すが、介護保険制度改正に伴う電算システム改

以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ
ろしくお願いいたします。

修委託と介護給付費準備基金への積立金を計上
しております。

続きまして、議案第64号平成27年度垂水市老
人保険施設特別会計補正予算（第１号）案につ

次に、３款地域支援事業費２項包括的支援事

いて御説明申し上げます。

業費任意事業費２目権利擁護事業費ですが、非

１ページをお開きください。今回の補正は歳

常勤職員の社会福祉士が年度途中でやめたこと

入歳出それぞれ525万9,000円を追加し、歳入歳

に伴い、後任に介護老健施設コスモス園から専

出予算の総額を５億8,590万4,000円とするもの

門員の派遣を受けることとなり、予算組みかえ

でございます。補正の理由でございますが、平

をおこなうものでございます。

成26年度繰越金の確定に伴う補正でございます。

次に、４款諸支出金１項償還金及び還付加算
金３目償還金の補正額は、平成26年度事業費確

それでは、事項別明細書の歳出から御説明い
たします。４ページをお開きください。

定による国県支払基金への返還金でございます。
次に、２項繰出金１目一般会計繰出金の補正

４款諸支出金１項１目の繰出金は前年度繰越
金を一般会計へ繰り出すものでございます。

額は、同じく平成26年度事業費確定による一般
会計への返還分でございます。

次に、歳入について御説明いたします。同じ
ページの上のほうをごらんください43款１項１

次に、歳入について御説明いたします。６
ページをお開きください。１款保険料１項介護

目の繰越金は、平成26年度決算額の確定に伴い
補正するものでございます。

保険料１目第１号非保険者保険料は滞納繰り越

以上で説明割りますが、御審議のほどよろし

し分の補正でございます。３款国庫支出金２項

く申し上げます。

国庫補助金３目地域支援事業交付金は権利擁護

○生活環境課長（田之上康） 議案第65号平成

事業で雇用していた社会福祉士の雇用形態変更

27年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補

による補正でございまして、補助基準に基づく

正予算（第１号）案について御説明申し上げま

交付額を計上しております。４目事業費補助金

す。

は、介護保険制度改正システム改修経費の２分
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今回の補正の理由でございますが、平成26年

度繰越金の確定に伴う補正でございます。１

数料、２項１目手数料の１節簡易水道手数料は、

ページに記載しておりますように、補正の額は

閉開栓手数料の増額補正するものでございます。

歳入歳出それぞれ129万8,000円を追加し、歳入

２款繰入金１項１目一般会計繰入金の１節一般

歳出予算の総額を3,177万1,000円にするもので

会計繰入金は、一般会計からの繰入金を減額補

あります。

正しまして、収支の均衡を図っています。３款

まず、事項別明細書の歳出から御説明いたし

繰越金１項１目繰越金の１節前年度繰越金は平

ます。４ページをお開きください。下のほうで

成26年度簡易水道事業特別会計の繰越金確定に

ございます。３款諸支出金１項１目の繰出金に

伴い繰越額を計上するものでございます。

つきましては、前年度繰越金を一般会計に繰り
出すものであります。

以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ
ろしくお願いいたします。

続きまして、歳入でございますが、同ページ

次に、議案第67号平成27年度垂水市水道事業

の上でございます。３款繰越金につきましては、

会計補正予算（第１号）案につきまして御説明

平成26年度漁業集落排水処理施設特別会計の繰

申し上げます。

越金の確定に伴い補正するものでございます。

それでは参考資料により御説明しますので５

以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ページをお開きください。まず収益的収入及び

ろしくお願いいたします。

支出の支出から御説明いたします。１款水道事

○水道課長（北迫一信） 議案第66号平成27年

業費用４項特別損失１目過年度損益修正損節の

度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第１

過年度損益修正損は、過年度分水道料金還付に

号）案について御説明申し上げます。

伴う特別損失の増額をお願いするものでござい

１ページをお開きください。今回の補正額は

ます。

歳入歳出それぞれ237万5,000円を追加し、歳入

次に、資本的収入及び支出の支出ですが、１

歳出予算の総額をそれぞれ4,211万円にするも

款資本的支出１項建設改良費１目原水及び浄水

のでございます。補正の主な理由は、平成26年

設備工事費節の工事請負費は、第１水系導水管

度簡易水道事業の繰越金の確定に伴い補正する

の老朽化に伴い布設がえが必要となったことか

ものでございます。

ら増額をお願いするものでございます。つきま

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

しては、１ページに記載されますように、第２

より歳出から御説明申し上げます。５ページを

条の収益的支出の水道事業費用を４万9,000円

お開きください。１款総務費１項１目一般管理

増額し、２億6,081万1,000円とし、第３条の基

費の13節委託料は検診１件当たりの単価が上が

本的支出を700万円増額し、１億2,826万2,000

ったことにより増額補正をお願いするものでご

円とするものでございます。

ざいます。３款諸支出金１項１目繰出金の28節

以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

繰出金は、平成26年度の繰越金の確定に伴い一

ろしくお願いいたします。

般会計へ繰り出すものでございます。

○議長（池之上誠） ただいまの説明に対し、

次に、歳入でございますが、前のページをご

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

らんください。１款使用料及び手数料１項１目

［「なし」と呼ぶ者あり］

使用料の１節簡易水道使用料は、平成26年度簡

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。こ

易水道使用量の未納額を滞納繰り越し分として

れで質疑を終わります。

計上するものでございます。１款使用料及び手
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お諮りいたします。議案第61号から議案第67

号までの議案７件については、いずれも所管の

ばいいのかちょっと教えていただきたいと思い

各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査いたし

ます。

たいと思います。これに御異議ありませんか。

○持留良一議員 今、堀内議員のほうからいろ

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

いろ質問が出ましたけども、要は今さまざまな

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

私たちのこの問題めぐる点については意見があ

って議案第61号から議案第67号までの議案７件

るということです。これ１つの参考人という形

については、いずれも所管の各常任委員会にそ

での意見が国会で示されたということでもあり

れぞれ付託の上審査することに決定いたしまし

ます。

た。

そして、なおかつやっぱりそういうことを受
△意見書案第２号上程

けて安倍首相も衆議院でこの法案が採決された

○議長（池之上誠） 日程第24、意見書案第２

ときに国民に十分な理解が得られてないという

号平和安全保障関連２法案の徹底審議を求める

ことを述べました。そしてなおかつ参議院につ

意見書案を議題といたします。案文は配付いた

いてもこの前そういうことも途中で新聞記者等

しておりますので、朗読を省略いたします。

の質問に対してそういうことも言いました。

お諮りいたします。ただいまの意見書案につ

そしてこの前26日でしたか、その目に余る行

いては、提出者の説明及び委員会付託を省略し

為があるということ等も含めて、民主党も含め

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

て抗議をしてきたわけなんですけども、もうや

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

はりこの衆議院から参議院へ移ってくる中、や

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。よ

はり問題はそういうさまざまな問題点もあるん

っていずれもそのように決定いたしました。こ

だという意見もあります。当然それに対する反

れから質疑を行います。質疑はありませんか。

論もあるかというふうに思いますけども、やは

［堀内貴志議員登壇］

りそういう１つの意見としてここではこの問題

○堀内貴志議員 今この意見書読ましていただ

を、というのは、やはり私たちは、私たち自身

いたんですけれども、１番最後の行、慎重かつ

も憲法を守っていかなきゃならないんですけど

徹底した審議を尽くすように強く求めるもので

も、そういう中においてやっぱり手続を経てい

ある、まさしくこれは私も全く同感の意見であ

くというのは当然これは立憲主義に基づく私た

りますが、ただこの前段の中で、ちょっと質問

ちの憲法理解する立場でもあろうかと思います。

がありまして、１番目には世論調査の結果、反

そういう中でこの審査会ではこういう意見が出

対、慎重審議が多数と、２番目には日弁連から

たということは、やっぱりそういう１つの意見

違憲であるという説を論じて、安全保障関連法

としてここに列挙をしたということであります。

案に対する意見書所が出されているんだと。も

そういう意味でやはり今大事なのは、徹底審

う１つは衆議院憲法審議会の中で参考人として

議を求めていくっていうことが、やはりこれは

呼ばれた学者が、憲法違反だと訴えていると。

私は自民党の席に置かれる方々も、国民の理解

このことからして憲法改正手続をやることなく

を得るためにやはりそういう部分での徹底した

解釈によって実質的に憲法第９条を改変するこ

審議は今こそさらに重要になってきてるときじ

とになると、いかにも憲法違反だからと決めつ

ゃないかな、そういう観点から、改めてこうい

けている意見書になっているような気がするん

う意見書を出して私たち垂水市民はそういうこ

です。この点についてどういうふうに理解すれ

とを訴えてるんだと、求めてるんだということ
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を意見表明していくことが大事じゃないかなと。

れてないと、そういうことからも先ほど最後の

そういうことでひとつさまざまな意見を列挙を

とこ述べていたとおり、これだけ重要な法案で

したということでございます。

あるならば、さらに慎重な審議を尽くしていく

○堀内貴志議員 確かに慎重審議を尽くす、世

ということが大事だと。

論を反映するということもあります。世論調査

例えば世論調査でも約６割近い人たちが、本

の結果、確かに法案に反対するという方も多く

国会で成立しなくてもさらに審議を続けるべき

おられる。しかしながら、その一方では法案に

じゃないかとこういう意見も約６割以上ありま

賛成する方も多くおられるという事実があるん

すので、そういうことをやっぱり考慮したとき

です。日弁連の意見書については、単に１つの

には、私たちは慎重審議を求めていくというこ

節と言えるべきものであって、法に携わる全て

とが重要な観点じゃないかなというに思うから

の弁護士の意見ではないという、これも事実だ

であります。

と思います。衆議院憲法審査会の中で参考人と

○議長（池之上誠） ３回目です。

して呼ばれた学者が憲法違反だと訴えたことを

○堀内貴志議員 最後にしますけれども、せっ

強調しておりますけども、憲法の許容範囲内と

かくですから１つ紹介しておきたい事項があり

訴えてる学者も多くいるんだという事実もある。

ます。ジャーナリストの櫻井よしこ氏らの有識

またこの憲法審議の憲法審査会というのは、

者らが８月13日、つい最近です、平和安全法制

各党の代表からなる50人の委員で構成されてい

の早期成立を求める国民フォーラムを設立した

る。そしてその審査会で審議されてなおかつ衆

という。安全保障関連法案は、戦争を抑止する

議院の中でも審議された結果、７月16日に賛成

ためであり、戦争放棄法案ではないと、一刻も

多数で衆議院通過して、現在参議院に送られて

早く平和安全法案を確立することを強く要望す

いる事実があるんだと。現在、参議院でしっか

ると声明を発表した。

りとした審議がなされているんではないかなと
私は思っております。

フォーラム設立は、櫻井氏を中心にして８月
11日までに大学教授や弁護士、財界人ら318人

憲法第59条第４項で60日以内に議決したいと

が賛同したんだと。意見書の中には200人余り

きは、ということで条文がありますけれども、

は賛同したと、それを上回る数字が出てるよう

９月中旬までには参議院の結論が出るんではな

であります。

いかと。そうすると憲法に基づいてしっかりと

この意見書を読ましていただくと、今回の意

した期間十分に審議されてるということになり

見書に参考になることが書いてありますので、

ますけれども、この点については、やはりあれ

ちょっと紹介さしていただきます。

ですか、もうちょっと審議ということでよろし

現在国会で行われている平和安全法制の審

いんですか。

議は、集団的自衛権の限定的容認をめぐる政府

○持留良一議員 参議院に入って、77回の中断

見解の合憲性や過去の解釈との整合性など、憲

があったんです。これは衆議院では百数回も中

法解釈論争に焦点が置かれていると。だが最も

断があったんですけども、それだけさまざまな

重要なのは、我が国周辺の安全保障環境の変化

問題点が出てきてると、答弁不能に陥ったり、

に着目し、現実的な審議をすることであると。

中谷防衛庁長官と首相との答弁が食い違ったり

集団的自衛権の行使は国連憲章51条によって、

それを修正するということも含めて、非常にま

全ての加盟国に認められてた国際幇助の権利で

だまだそういう点では法の問題点が議論尽くさ

ある。日本にも当然認められている。だが我が
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国においては自衛権を超える戦力の保持、不保

という議論はこの場ではするというふうには、

持を定めた憲法９条２項がある。したがって行

ここには提案はいたしていません。そういう意

使に一定の限界を設けて、政治と秩序を基調と

味ではちょっと今の意見は論旨が違うのかなと

する国際平和を誠実に希求する、９条１項とい

いうふうに思うのですが、要は今先ほど議員も

う国民の願いに合致する内容でなければならな

冒頭述べられたとおり、国民の中にもさまざま

い。政府が新三要件で示した我が国の存立が脅

意見があるということは、これはもう皆さんも

かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利

御存じのとおりと思います。なおかつやはり国

が根底からくつがえされる明白な危険のある場

会はどういう審議がされてるのか、77回も中断

合に限り、集団的自衛権の行使を容認するとい

すると、そして足を投げ出したり、やじを飛ば

う見解は、この意味で明らかに憲法の許容範囲

したり、こんな形で国会の審議の場を議論の場

内であるんだと。

を愚弄するような態度にも一国の首相がそうい

また、日本が主権国家として固有の自衛権を

うことをとる、この事態も重大な問題ではない

有し、必要な自衛の措置をとり得ることを認め

かなと。そういう中でもっともっとこの問題と

た砂川事件最高裁判決の方に照らしても全く問

いうのは重要であればこそ、もっと徹底した審

題はない。今我が国周辺の安全保障環境は激変

議が求められているんじゃないかな、だからこ

しつつある。

そ最後のところに書いてありますけども、戦後

ということで、あとアメリカの状況だとか中国

70年の節目にあたり、平和国家としての役割と

の状況、ロシアの状況、北朝鮮の状況、皆さん

いう意義は国内的にも国際的にも重要であると、

ご存じのとおりだと思います。国際情勢は大変

ゆえに、国会において国民の安全保障性の整備

厳しい状況になってると。このような状況を見

に当たっては、平和に対する国民の不安や疑念

れば、平和安全法制の整備こそ急がねば。日米

を払しょくするためにも十分な国民への説明と

安保条約を緊密にし、抑止力を高めることが大

憲法の理念を尊重し、今国会の成立にこだわら

事であると。平和安全法案は戦争を抑止するた

ず慎重かつ徹底した審議を尽くすようにと、こ

めであり、戦争法案でもないにもかかわらず、

んな形で私は訴えてきた。そういうことで意見

徴兵制に行きつくなどあり得ない危機をあおる

書を上げたいということであります。

のは無責任であり、非現実的であると。国会に

○議長（池之上誠） ほかに質疑ありませんか。

よって真に我が国の安全保障見据えた審議を行

［「なし」と呼ぶ者あり］

い、一刻も早く平和安全法制を確立することを

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。こ

強く要望するいう内容で書かれておりました。

れで質疑は終わります。

以上の理由に、私は垂水市議会としてあえて

お諮りいたします。意見書案第２号は起立に

徹底審議を求めた意見書をこの時期に出す必要

より採決いたします。本意見書案を原案のとお

性あるのかどうかということを考えると、衆議

り決するとおり賛成の方は御起立願います。

院を通過した現在、参議院の審議の状況をしっ

［賛成者起立］

かりと見終わることが大切なのではないかなと

○議長（池之上誠） お座りください。ただい

いうふうに思っております。これは私の意見で

まの表決は、可否同数です。よって地方自治法

すけれども、最後はこれで締めたいと思います

第116条第１項の規定により、議長において本

けど、何か意見があればどうぞ。

意見書案に対する可否を採決いたします。本意

○持留良一議員 私はその法案をどうのこうの

見書案については、議長は否決と採決いたしま
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す。
本日の日程は以上で全部終了いたしました。
△日程報告
○議長（池之上誠） 明29日から９月７日まで
は議事の都合により休会といたします。次の本
会議は９月８日及び９日の午前９時半から開き、
一般質問を行います。質問者は会議規則第62条
第２項の規定により、９月１日の正午までに質
問事項を具体的に文書で議会事務局へ提出願い
ます。
△散

会

○議長（池之上誠） 本日はこれにて散会いた
します。
午後０時20分散会
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書

記

橘
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書

記

瀬 脇 恵 寿

次に、８ページをごらんください。歳出の事

平成27年９月８日午前９時30分開議

項別明細でございますが、11款災害復旧費、２
目道路橋梁河川補助災害復旧費は、深港川、市
△開

道岳野線及び市道狐が丘線の災害復旧にかかわ

議

○議長（池之上誠） 定刻、定足数に達してお

る分です。
これに対する歳入は、前に戻っていただきま

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

して、５ページの事項別明細書の総括表及び７

議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

ページの歳入明細にお示ししてありますように、
それぞれの事務事業に伴う国庫支出金及び市債

おりであります。

の特定財源を充て、一般財源は繰越金を充てて

△議案第68号上程
○議長（池之上誠） 日程第１、議案第68号平

収支の均衡を図るものでございます。
以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

成27年度一般会計補正予算（第６号）案を議題

ろしくお願い申し上げます。

といたします。

○議長（池之上誠） ここで暫時休憩します。

説明を求めます。

休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

○財政課長（野妻正美） おはようございます。
議案第68号平成27年度垂水市一般会計補正予算

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

（第６号）案を御説明申し上げます。

て御参集願います。
午前９時34分休憩

今回の補正は、８月25日の台風15号により発
生した深港川の土石流と市道２路線の災害復旧

午前９時49分開議

費を増額補正しようとするもので、災害復旧事
業に急施を要するため、６号補正として追加提

○議長（池之上誠） 休憩前に引き続き会議を

案するものでございます。

開きます。
先ほど議題としました議案に対し、これから

今回、歳入歳出とも3,500万円を増額します
ので、これによる補正後の歳入歳出予算総額は

質疑を行います。
質疑はありませんか。

91億5,813万9,000円になります。

［「なし」と呼ぶ者あり］

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並
びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

○議長（池之上誠） 質疑はなしと認めます。

から３ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

これで質疑を終わります。

掲げてあるとおりでございます。

これから討論を行います。
討論はありませんか。

地方債にも補正がありましたので、４ページ

［「なし」と呼ぶ者あり］

の第２表地方債の補正をごらんください。
「変更」でございますが、現年発生補助災害

○議長（池之上誠） 討論なしと認めます。

復旧事業は、先ほど説明申し上げました深港川

これで討論を終わります。

の土石流等に伴うもので、災害復旧事業債を増

お諮りいたします。

額補正するものでございます。起債額を右欄に

議案第68号平成27年度一般会計補正予算（第

示しております限度額に変更し、本年度の借り

６号）案を原案のとおり決することに御異議あ

入れ総額を、繰り越し分を除いて、合計額８億

りませんか。
［「異議なし」と呼ぶ者あり］

4,108万円にしようとするものでございます。
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という間に過ぎたように思われます。学校も始

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。
よって、議案第68号は原案のとおり可決され

まり、垂水市の財産であります子供たちが元気
に登校する風景に触れますと、安心・安全な環

ました。
これにより、議案第68号は垂水市一般会計補
正予算（第５号）となり、去る８月28日に上程

境の充実の必要性を感じているところでありま
す。

されました議案第60号平成27年度垂水市一般会

また、深港地区の災害による国道220号線の

計補正予算（第５号）案は、（第６号）案とな

通行どめ、片側通行、桜島の噴火警戒レベル４

ります。

の発表、久しぶりの台風15号の通過など、自然

お諮りいたします。

の脅威を感じながらも、大きな被害もなく、安

補正予算の番号の移動により生じる議案第68

堵しているところであります。

号及び議案第60号の補正前の額、計などの整理

しかしながら、自然の脅威に対して、通行ど

を要するものについては、会議規則第43条の規

め、片側通行、桜島はレベル３になりましたが、

定により、その整理を議長において委任された

車社会には少なからず影響あると思われ、特に

いと思います。

道の駅たるみずの利用者の減少については、行
ってみますと、わかりますが、車が少なく、経

これに御異議ありませんか。
［「異議なし」と呼ぶ者あり］

営上、心配をしております。早期の復旧等が望

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。

まれるところであろうと思います。今後まだま

よって、数字その他の整理は、議長において

だ長雨や台風等の自然災害を心配しながら、秋
の訪れを感じてまいりたいと思います。

委任することに決定いたしました。

それでは、議長の許可をいただきましたので、

△一般質問
○議長（池之上誠） 日程第２、ただいまから

通告に従って質問いたします。市長及び関係課

一般質問を行います。

長の明快な回答をお願いいたします。
まず最初に、マイナンバー制度について伺い

質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は
質問席からお願いいたします。本日の質問時間

ます。
政府広報の案内が振興会を通じて配布され、

は、答弁時間を含めて１時間以内といたします。
また、質問回数については４回までといたし

28年１月から利用開始、交付のため、27年10月

ますが、一問一答方式を選択した場合は、１回

から個人への通知の送付をスタートするとのこ

目は一括で行い、２回目の質問から１項目につ

とであるが、現在の本市の取り組みの進捗状況

き３回までといたします。

はどのようになっているか、伺います。
次に、南の拠点整備について伺います。

なお、いずれも初回の発言時間を20分以内に
制限しますので、御協力をお願いいたします。

南の拠点整備については、まず必ず実現して

それでは、通告に従って順次質問を許可いた

ほしい事業であると思い、場所も含め、私の議
員活動の最重点項目であり、積極的な推進をい

します。
最初に、４番、川越信男議員の質問を許可い

ただきたいと思っております。
初日の本会議終了後、全員協議会で説明があ

たします。

りました地方創生等特別委員会において、地方

［川越信男議員登壇］
○川越信男議員 おはようございます。９月に

創生に関する取り組み状況や、総合戦略素案の

入り、長雨、猛暑の繰り返しで、短い夏があっ

説明を受けて、少しは把握できました。
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前回、雇用・経済対策のための施設にしたい

広報を行い、関係課と連携を図りながら条例の

との答弁をいただきましたが、南の拠点整備は

制定・改正、既存システムの改修に取り組み、

どのような施設計画になるのか、現時点でお聞

また個人情報保護のあり方についてもさまざま

かせください。

な検討を重ねて、情報セキュリティー対策の強

最後に、子ども・子育て支援事業計画につい

化に努めているところでございます。
それでは、進捗状況について御説明いたしま

て伺います。
市長は、２期目の就任に当たり、重点政策と

す。

して掲げておられます「元気な垂水づくり！経

システム改修につきましては、平成26年度に

済・安心・未来への挑戦！」として、それぞれ

おきまして、個人番号、法人番号の確保、画面

３本の柱を立てておられます。

表示、住民票ほか各種帳票への個人番号、法人

その３本の柱の一つであります「未来への挑

番号の記載及び出力枠の設定などを行いました。

戦」の子育て環境の充実と応援について、施政

27年度は、中間サーバー、他業務との連携機

方針では、子育て支援センターや子育て支援策

能の追加、各種帳票の追加レイアウト変更など

の充実を図り、今後も引き続き社会一体となり

を行う予定です。
次に、条例等の整備でございますが、本議会

子育て支援をする社会基盤の再構築に取り組み、
子育て支援事業計画を総合かつ計画的に推進す

に垂水市個人情報保護条例の一部を改正する条

ることに努め、子育てしやすいまちづくりの実

例案を上程しておりますが、マイナンバー法に

現を目指しますこととしておられます。

基づき、特定個人情報の適正な取り扱いの確保、

そこで、平成27年３月に策定されました子ど

保有する特定個人情報の開示、訂正、利用停止

も・子育て支援事業計画について、策定に至っ

等について、必要な措置を講じる内容でござい

た経緯や計画の位置づけ、今後の具体的事業の

ます。
今後、施行に伴う条例改正等がありましたら、

展開についてと、平成26年６月にリニューアル
オープンし、１年余りを経過しております子育

定例議会において上程してまいりますので、御

て支援センターについて、屋内での子育て施設

審議方よろしくお願いいたします。

としての役割の成果が出ていると思いますが、

10月５日には住民票を有する国民一人一人に

利用状況や活動内容についてお聞きしまして、

12桁の個人番号が付番されることになっており、

１回目の質問といたします。

現在、個人番号通知カードの郵送準備を進めて

○総務課長（中谷大潤） おはようございます。

おります。

今議会における一般質問答弁のトップバッター

2016年１月から開始される税金、年金や福祉

でございます。どうかよろしくお願いいたしま

などの社会保障の行政手続きにおいて、個人番

す。

号が円滑に利用されるよう安定した運用を目指

2013年５月24日、「行政手続きにおける特定

してまいります。

の個人を識別するための番号の利用等に関する

○企画政策課長（角野 毅） 川越議員の南の

法律」、いわゆるマイナンバー法が成立し、社

拠点整備についての１回目の御質問にお答えを

会保障・税番号制度が導入されることになりま

いたします。
地方創生は、さきの地方創生等特別委員会で

した。
本市では、マイナンバー法の成立を受けて、
情報の収集、共有に努め、市民や職員への周知、

も御説明いたしましたとおり、雇用を生み出し、
経済を成長させ、交流人口や人口をふやしてい

－36－

子育て支援センターにおきましては、御承知

くことを目的といたしております。
同特別委員会で素案としてお示しをしました

のとおり、平成26年６月のリニューアルオープ

垂水市総合戦略においては、この南の拠点整備

ンに際しまして、子供の安全面、衛生面に配慮

を主として「魅力的な観光資源を生かした多様

した１階フロアの改修、遊具の整備等を行い、

な交流の推進」に位置づけたところでございま

また今年度には２階フロアを畳、フロアマット

す。

に張りかえ改修、砂場、ベビーシート、幼児用

この拠点の機能でございますが、基本的な考
え方といたしまして、本市の宝でございます地

シャワーバスの設置をし、施設整備の拡充を図
ってまいりました。

域資源を有効活用していくための施設を考えて

開館時間の延長や、利用スペースの拡大を行

おります。例えば消費者ニーズに基づく加工品

ったことにより、指導員の支援体制を増員し、

開発の支援や、食の提供を持つ機能であったり、

心理学講師による育児講座、食育講座、親子体

地域資源等の魅力を伝える情報発信や、多くの

操、おもちゃ病院、各種イベント等の開催、ベ

方が訪れるようなプロモーションを行う機能な

ビーカー・歩行器・ベビーベッド等の子育て用

ど、本市の経済発展につながる施設を考えてお

品のレンタル事業を始めるなどし、事業内容の

ります。

充実に努めてきております。

○保健福祉課長（篠原輝義） おはようござい

このようなことから、子育て支援センターに

ます。３番目の子ども・子育て支援事業計画に

おきましては、リニューアルオープン後は利用

ついて、子育て支援センターの利用状況につい

者が倍増しているところでございます。

ての御質問にお答えいたします。

○川越信男議員 ありがとうございます。

垂水市子ども・子育て支援事業計画の策定に

関係課長の答弁をいただきましたので、これ

至った経緯と、計画の位置づけですが、近年の

からは一問一答方式での質問でお願いいたしま

少子高齢化・核家族化の進行、地域のつながり

す。

の希薄化による子育ての孤立、子育て力の低下

まず、マイナンバー制度の本市の進捗状況を

等の社会背景の中、子ども・子育て支援法が平

お聞きしました。振興会を通じて配布されまし

成24年８月に成立し、国の基本指針に基づき、

た案内には、申請時に書類の軽減が図られる行

子育て支援策の計画が義務づけられました。

政手続きの簡素化、適正・公平な課税など、う

本市の子育て支援の総合的な計画と位置づけ、
次世代育成支援対策行動計画を引き継ぐ計画と

たわれておりますが、年金の情報漏えいや個人
情報保護法などの問題点も多くあります。

して、本市の合議制の機関である垂水市子ど

また、高齢者の方々へのわかりやすい説明も

も・子育て会議で審議して策定したものでござ

必要かと思われますが、国が推進する中で、現

います。

時点でのメリット、デメリットは何なのか、感

今後の具体的な事業の展開ですが、この計画

じていることを伺います。

書に基づき、質の高い幼児期の学校教育・保育

○総務課長（中谷大潤） マイナンバー法は、

の総合的な提供、地域子育て支援拠点事業・乳

行政運営の効率化、行政分野における、より公

児家庭全戸訪問事業・一時預かり事業・延長保

正な給付と負担の確保、国民負担の軽減、利便

育事業・放課後児童クラブ等の本市の子育ての

性の向上を目的としています。
個人番号は、各機関が保有する個人情報が同

実情に合った地域子ども・子育て支援事業を計
画的に推進していくことになります。

じ人のものであることを正確かつ円滑に確認す
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るための基盤となり、さらに国や地方公共団体

えいが発生しないよう、万全の対策で対応して

で分散管理されている情報の連携が図られ、次

まいります。

のようなメリットをもたらすと期待されていま

○川越信男議員 実際、通知送付開始時に、さ

す。

まざまな理由により住民票と住所の異なるケー

まず、個人番号の活用により、所得や他の行

スが発生した場合の対応はどのようにされるの

政サービスの受給状況が把握しやすくなります。

か、伺います。

このことにより、負担を不当に免れることや、

○市民課長（白木修文） 川越議員の御質問に

不正な受給の防止に役立ち、公平・公正な社会

お答えします。
平成27年10月５日から社会保障・税番号制度

の実現を目指しています。
次に、年金や福祉に関する申請時における添

が施行され、日本国内に住民票を有する全ての

付書類が緩和されて、行政手続きが簡素化され

人に12桁の個人番号が付番され、この個人番号

るなど、国民の利便性が図られます。現在、各

をお知らせる通知カードが各世帯宛てに住民票

種の行政手続きには複数の書類を添付して提出

の住所に、簡易書留郵便で送付されます。
住民票の住所と異なる所に住んでいる人は、

する必要がありますが、マイナンバー制度では

通知を確実に受け取っていただけるよう、住ん

この不便さが解消されます。
年金や児童扶養手当などの申請や、確定申告

でいる所に住所を異動させていただきたいので

の手続きを行うときなどに、住民票や所得証明

すが、次のようなやむを得ない理由により住民

書といった添付書類が不要になり、行政手続き

票の住所地で受け取ることができない、東日本

が大幅に簡素化され、正確で早くなります。

大震災の被災者、ＤＶ、ストーカー行為等、児

また、事務の効率化が図られ、所得把握の正

童虐待等の被害者、ひとり暮らしで、長期間、

確性が向上し、適正・公平な課税が行われます。

医療機関・施設等に入院・入所されている方々

また、年金などの社会保障が確実に給付され

は、本人確認書類等を添付した居所情報登録申
請書を８月24日から９月25日までに住民票のあ

ることになります。
デメリットにつきましては、導入に伴う初期
費用や運用開始後の維持費に多大な経費を要す

る市町村に届けていただけると、今いらっしゃ
る所で受け取ることが可能となります。
この居所情報登録申請につきましては、９月

ることです。
また、個人番号は、個人を特定することがで

の市報でマイナンバー制度の特集を組み、その

きる機能を持つことから、プライバシーの侵害

中で居所情報の登録申請の方法について説明を

や、知らない間に国や企業等に管理されている、

行っております。

あるいは個人番号を含んだ個人情報が漏えいす

また、長期入院患者が通知カードを入院先で

る危険性、マイナンバーを使った新たな犯罪が

受け取ることができるように、県も各医療機関

発生する可能性があることなどです。

に対して居所情報登録申請についての周知を行

これらに対し、マイナンバー法では、特定個

っております。

人情報の利用及び提供の規制などのほか、不正

○川越信男議員 最後に、非常に普及率が悪か

行為に対する罰則を強化しています。

ったと思われる住民基本台帳カードと比較され

制度の運用につきましては、マイナンバー法

て、内容が異なるかもしれませんが、改善でき

が目的とする社会を実現できるように取り組む

るのかどうか、伺います。

とともに、個人のプライバシーの侵害や情報漏

○市民課長（白木修文） 川越議員の次の住民
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基本台帳カードとの改善は、についての御質問

は、通知カード及び本人を証明する書類が必要

にお答えします。

となり、いろいろな手続きに時間がかかったり、

住民基本台帳カードは、御存じのように、そ
の者に係る住民票に記載された氏名及び住民票

最悪、手続きができない場合が発生したりしま
す。

コード等が記載されたＩＣカードです。写真つ

また、カード自体にもいろいろな機能を追加

きのものは、身分証明書として利用されます。

される予定で、今後、健康保険証、運転免許証、

交付を希望した住民に対して、交付手数料500

年金手帳、印鑑登録証などが考えられています。

円、電子証明つきだと、さらに500円上乗せさ

これらのメリットや、マイナンバーが今後民
間での利用範囲の拡大が検討されるなど考慮す

れ、１枚1,000円で交付しております。
しかし、この有料というのがネックになって

ると、個人番号カードは、住民基本台帳カード

いたのか、平成26年３月31日現在での全国での

よりはかなり普及するものと思われます。

累計交付枚数も833万5,115枚と、総人口に対し

○川越信男議員 ありがとうございました。
国の政策でありますが、推進に当たっては、

て10％にも満たない普及率となっています。
また、住民基本台帳カードを所持していても、

わかりやすい丁寧な対応をお願いいたしまして、

ほとんどメリットが感じられず、特に必要ない

次の南の拠点整備の２回目に入らせていただき

というのが市民から見た正直な理由のようでし

ます。
前向きな回答をいただき、地域経済が発展す

た。
今度、平成27年10月５日からの社会保障・税
番号制度の施行により、住民基本台帳カードの

るための施設であるとの理解をいただきました
が、そのような理解でいいですね。
それでは、実際に整備する場合の整備の箇所、

運用が変更されます。
平成28年１月以降、個人番号カードの交付が

整備手法、管理運営はどのように考えておられ

開始されますが、このカードは、これまでの住

るのか、わかっておられる範囲でいいですので、

民基本台帳カードの機能を引き継ぐものです。

教えてください。

個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、

○企画政策課長（角野 毅） 川越議員の２回

性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載さ

目の御質問、整備箇所、整備手法、管理運営に

れ、カードの大きさは住民基本台帳カードと同

ついてお答えをいたします。
初めに、整備箇所でございますが、先ほど御

等です。
この個人番号カードは、平成28年１月以降、

説明をいたしました施設の機能、また３つの拠

申請した者に対して発行されますが、この発行

点の位置関係、外部委員で組織される審議会で

に関して、最初の発行については、発行手数料、

の意見など、総合的に判断いたしまして、浜平

電子証明料ともに無料となっております。

地区を有力な候補地として検討いたしていると

所持することのメリットとしましては、税番

ころでございます。

号法制度施行後は、行政手続きをする上で、社

整備手法でございますが、地方創生が強く民

会保障制度や税制度等など、多くの場面で個人

間活力の導入を推進していること、そして本市

番号の提示が必要となりますが、個人番号カー

の経済振興の視点からも、地元産業界、経済界

ドを所持している方は、個人番号カードの提示

と強く連携をして取り組む必要があると考えて

だけで終了します。

おります。このようなことから、民間資金を活

しかし、個人番号カードを所持していない方

用して、民間に施設整備と公共サービスの提供
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ＤＭＯは、観光分野の取り組みをより効果的

をゆだねる手法でございますＰＦＩを有効な整
備手法として検討を始めたところでございます。

な観光振興を図る視点から推進主体を法人化す

最後に、管理運営でございますが、ＰＦＩで

るもので、これもＰＦＩと同様、民間企業の参

整備しますと、ＰＦＩの管理運営会社が行うこ

加が不可欠でございます。

ととなりますことから、指定管理制度と同様、

また、このＰＦＩやＤＭＯを導入実現してい

企業経営的な視点での運営が期待できると考え

くためには、関係者との理念の共有、強力に進

られます。

めていくトップマネジメント、そして専門知識

また、施設の機能を考慮しますと、垂水市総

等が必要になりますことから、まずは国や関係

合戦略素案で示しております観光振興推進組織、

機関に御相談をしながら、専門性のある人材の

いわゆるＤＭＯと連携をしていくことがさらな

確保や体制づくりを行い、また一方で、地元の

る効果が期待できることから、あわせまして検

機運を盛り上げていくために、金融機関や関係

討を進めるべく、現在、情報を収集していると

機関、関連機関と連携をとりながら、情報交換

ころでございます。

や事業周知を行ってまいりたいと考えておりま

○川越信男議員 ありがとうございます。

す。

候補地を浜平地区で検討するとのこと、ぜひ

○川越信男議員 ありがとうございます。
観光のあり方、地域経済の発展に寄与する取

実現していただきたいと思います。
そこで、新たな情報としましてＰＦＩ、ＤＭ

り組みである上に、浜平地区の予定候補地など、

Ｏとの答弁がありましたが、ＰＦＩは公共事業

少しは具体的に進展していると感じております。

の一つの手法として十分理解はできますが、手

そこで、南の拠点整備への市長の意気込みを

続きが複雑で、また民間企業等の参画があるか

伺います。

どうか、課題が少なからずあるという印象です。

○市長（尾脇雅弥） 川越議員の４回目の御質

また、ＤＭＯは、先日の特別委員会で大まか

問でございますけれども、私の意気込みという

には理解できましたが、日本でもなじみがない

ことでございますので、お答えをいたします。

上に、観光振興における考え方が大きく変わっ

私は、公約の一つに「６次産業化と観光振

てくるように感じ、ハードルが高いのではない

興」を掲げ、地域経済が成長していくことを目

かと考えますが、どのような考えで取り組んで

指しております。
昨年、国は雇用対策を中心とした地方創生と

いかれるのか、お聞きします。
○企画政策課長（角野 毅） 川越議員の３回

いう大きな政策を示されましたが、このことを

目の御質問にお答えいたします。

最大限に生かして、南の拠点整備を総合戦略に

ＰＦＩは、議員も御存じのように、公共施設
等の整備等に関する事業を行う場合の実施手法

盛り込み、経済成長を強力に推進していく強い
思いがございます。

の一つでございまして、民間の持つ資金や経営

国は地方に「稼ぐ力」を求めておりますが、

的・技術的能力を活用し、効率的かつ効果的に

私も、意欲のある会社や結果を残す会社を多く

実施する事業手法でございます。

つくっていくことが本市の経済成長に欠かせな

公的サービスを民間の視点で行っていただく

いと感じており、そのためにも、本市の弱点と

わけですので、まずは実現性が高い事業者に参

言われる高付加価値、市場開拓、販路拡大、情

加していただけるよう取り組んでいく必要がご

報発信など、経営に必要なスキルのレベルを上

ざいます。

げていく必要があると考えております。
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以上でございます。

そのために、まずは人材の確保と育成が不可
欠であります。これらの分野の専門性の高い企

○川越信男議員 利用者からの要望等をお聞き

業や個人の方々に協力いただけるよう、トップ

しましたのは、平成26年度に実施されました垂

セールスやスカウンティングを行ってまいりた

水市市民満足度調査結果報告書によりますと、

いと考えております。

「どこの市にもあるような大きな公園がないの

国が打ち出した地方創生は、本市が目指す６

で寂しいです。市外からの友人が来ても、なか

次産業化と観光振興の挑戦にマッチするものだ

なか行く場所がなく、自分たちも休みの日には

と考えております。できるだけ早く具体的な絵

わざわざ鹿屋市や霧島市へ出かけることとなり、

をお示ししたいと考えております。川越議員並

近くにあればいいなと思います」とか、「子供

びに議員各位の御協力をよろしくお願いを申し

を安全に遊ばせる公園の整備充実を図ってほし

上げます。

い」などといった意見があります。
屋内施設の充実が図られる一方、屋外施設に

以上でございます。

目を向けますと、老朽化により利用を制限して

○川越信男議員 ありがとうございました。
ぜひ地域の経済浮揚及び垂水市の活性化のた

いる公園の遊具もございます。事実、私も家族

めにも、浜平地区で早期の推進をお願いいたし

で孫たちと公園に遊びに行ったりしますが、ほ

まして、最後の子ども・子育て支援事業の質問

とんど鹿屋市の公園でございます。中央運動公

といたします。

園の体育館北側にあります児童公園内に設置さ

子ども・子育て支援事業計画の経緯、今後の

れている木製の遊具のうち、使用禁止になって

展開及びリニューアルオープンしました子育て

いるものもあり、子育て支援センターからも近

支援センターの実績を伺いましたが、利用者数

くにあり、子供たちや子育て世代のお母さんた

も増加して、また活動内容も充実し、積極的な

ちが満足するような状況にはございません。

取り組みを行っておられるようですが、利用者

平成26年度に土木課において長寿命化計画が

からの今後の展望等についての要望はないか、

策定なされ、今後、陸上競技場などの改修が図

お聞きいたします。

られるものと推察いたしますが、そこで市長に

○保健福祉課長（篠原輝義） ２回目の子育て

伺います。子育て支援の観点に立ち、この児童

世帯のニーズの把握についての御質問にお答え

広場を、子供たちが集い、乳幼児を抱えたお母

いたします。

さんたちが安心して遊ばせる児童広場に、また

垂水市子ども・子育て支援事業計画に子育て

幅広い世代が利用し、世代間交流が行われる場

世帯のニーズを反映するため、平成25年11月下

所として、遊具施設等の整備も含めた整備につ

旬から12月初旬にかけて、小学校３年生以下の

いての考えを伺います。

児童のいる市内全世帯の保護者に対して、末子

○市長（尾脇雅弥） 川越議員の子育て支援に

を対象に、子育てや日常生活の実態、保育・子

立った児童広場のリニューアルということにつ

育て等に関するニーズ調査を実施しております。

いての御質問にお答えをいたします。

今後、市に特に充実を期待する子育て支援策

議員の御指摘のとおり、２期目の就任に当り

として、子供を連れても出かけやすく楽しめる

まして公約のうち、「元気な垂水づくり！経

場所の充実、安心して子供が医療機関にかかれ

済・安心・未来への挑戦」の３本の柱を重点施

る体制の整備や、経済的な負担軽減等、ニーズ

策として位置づけ、特に力を注ぐこととしてお

が高くなっているところでございます。

ります。
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本市の人口減少対策並びに子育て世代の環境

本市は、これまで行政、保育所、学校、地域、
関係機関が連携して、子ども・子育て支援を総

整備については、市長の大きな公約の一つであ

合的に推進してきております。

り、本市にとりましても、重要かつ早急に手を

先ほど保健福祉課長も答弁いたしましたが、

打たなければならない問題であります。長寿命

具体施策といたしまして、子育て支援センター

化計画、交付金事業等の活用、さまざまな事業

を平成26年６月にリニューアルオープンして、

の検討をなされて、早期実現に向け検討いただ

安全で安心して利用いただける屋内施設として

くことを要望いたしまして、質問を終わります。

改修をいたしました。結果的には、約２倍の利

ありがとうございました。

用者の成果があるというふうに伺っております。

○議長（池之上誠） ここで暫時休憩いたしま

これに加えまして、「子どもも親も心豊かに

す。

育ち地域で育む子育てネットワークのまち垂

次は10時40分から開会いたします。

水」の理念を掲げた垂水市子ども・子育て支援

午前10時26分休憩

事業計画を策定いたしました。
午前10時40分開議

議員御指摘の児童広場の遊具施設を含めた整
備・改修につきましては、子育て世代のお母さ

○議長（池之上誠） 休憩前に引き続き会議を

ん方から強い要望があることも認識しておりま

開きます。
５番、感王寺耕造議員の質問を許可いたしま

す。私自身も、議員時代にも御提案をさせてい

す。

ただいた案件でもございます。

［感王寺耕造議員登壇］

その当時からいたしますと、少子化が急速に
進んだことによりまして、人口減少対策並びに

○感王寺耕造議員 皆様、おはようございます。

子育て支援対策は急を要する施策であり、整

久々の初日、しかも午前中の登壇でございます。

備・改修は有効な手段であると考えております。

１時間程度おつき合いのほど、よろしくお願い

児童広場の改修はもとより、体育館正面にあ

申し上げます。
それでは、議長の許可をいただきましたので、

ります噴水と複合的な改修をすることによりま
して、四季を通して子供たちや親子が触れ合い、

早速、質問に入らせていただきます。
まず、人口増・子育て支援対策について、企

夢中になって遊べる施設へ、また安心して安全
に楽しんでいただける施設への改修に向けた検

画政策課長に質問いたします。
定住関係事業につきましては、尾脇市長のも

討を進めてまいりたいと考えております。
○川越信男議員 前向きな答弁、ありがとうご

と、さまざまな施策が行われ、近隣の自治体よ

ざいました。

りも先行していると評価いたしております。し

児童広場は、市内の幼稚園や保育園の遠足の

かしながら、いまだ不十分な点、より定住促進

場所にも利用されております。市内の子供たち

を図るための政策提言を含めて議論させていた

がわくわくしながら遊べる施設であると考えま

だきます。

すと、現状は決して満足できる状況ではありま

１点目、住宅取得費助成制度については、市

せん。近隣の市まで行きますと、親の目の届く

外からの転入が資格要件となっております。市

安心な敷地に大型の複合施設や、子供たちの年

民についても対象としてほしい、不公平ではな

代に合った遊具が整備され、休日は多くの家族

いかとの市民の皆様のお声もいただいておりま

連れでにぎわっているようです。

す。また、近隣市町でも定住促進事業が展開さ
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れており、本市と隣接している県都鹿児島市、

円以上で50％の20万円の補助金が出るとなって

霧島市、鹿屋市など大きな市への子育て世代の

おります。つまり、40万円以上の工事でも20万

人口流出も懸念されます。市民についても拡充

円の地権者の自己負担が発生するということで

すべきと考えます。

す。

２点目、より定住促進を図るため、空き家バ

採択要件に当てはまったとしても、高額の負

ンク登録物件の家賃への補助金創設を政策提言

担が発生します。また国庫補助、または負担の

いたします。

対象とならない災害復旧事業では、一工区40万

３点目、空き家有効活用推進事業支援補助金
については、市内の産廃業者の施行しか認めら

円未満のものについては全額地権者の自己負担
です。
農業者の高齢化、後継者不足、農地価格の下

れておりません。定住促進を図っている市民団

落により、農業振興地域内の優良農地であって

体へも資格要件を拡げていただきたい。
以上、３点、答弁願います。

も費用対効果の面で多額の災害復旧工事を負担

次に、市道・農道整備について質問いたしま

できない、負担したくないという事例も出てき
ております。また、復旧工事を行わない場合、

す。
これまでも再三再四重機借り上げ料の増額を
申し入れてまいりましたが、いまだ明確な答弁

耕作放棄地へとつながり、隣接農地への迷惑と
なってしまいます。
市単独での災害復旧事業を創設し、助成金を

をいただいておりません。市長の見解を求めま

出すべきだと考えますが、答弁を求めます。

す。

最後に、猿ヶ城・森の駅の安全対策について、

中山間地の一部地域では、自助により整備・
復旧工事等の作業がなされております。高齢化

水産商工観光課長に質問いたします。

が進み、ごく一部の若い人たちに負担が重くの

本年８月５日10時ごろ、猿ヶ城渓谷で鹿屋市

しかかっております。みずからの生業を休みな

在住の高校生がおぼれる事故が発生しました。

がら御協力をいただいており、ボラバイトとし

キャニオニング中の山岳会のインストラクター

て１日働いていただいても日当3,000円程度、

が、たまたま事故現場に出会い、河川低床から

その日当についても中山間直接支払制度などの

引き上げ、森の駅の嘱託職員が蘇生術を施した

地域の農業者の御理解をいただきながら支払っ

ものの、既に心肺停止状態で、救急車で病院に

ているありさまです。また、各自所有の重機、

搬送され、数日後お亡くなりになったという痛

機械についても無償で提供いただき油代まで負

ましい事故でありました。
故人の御冥福を心よりお祈りしますとともに、

担していただいております。
このような地域の団体の助成制度を創設いた

救助に当たられた皆様に深甚よりの敬意を表し

だきたいと考えます。市長の答弁を求めます。

ます。また、二度とこういう悲しい事故が起こ

次に、耕地災害について、農林課長に伺いま

らないようにすることが行政の務めではないか
と思います。

す。
災害復旧事業等の法律及び要綱によりますと、

市長も常日ごろより、森の駅・猿ヶ城渓谷は

暫定法、負担法の対象となる災害は暴風、洪水、

本市の中央地区の観光拠点であると明言されて

高潮、津波、地震、雪害、融雪害、干害、地す

おります。森の駅・猿ヶ城渓谷の安全対策はど

べり、落雷、噴火等の天然現象による災害とな

うなっているのか質問いたします。また、監視

っており、採択要件も厳しく、一工事区で40万

員、インストラクターの配備状況と安全対策に
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向けた講習、資格取得の状況、キャニオニング、

賃貸物件への入居につきましても、さらなる利

シャワークライミング利用者の安全対策につい

用促進を推進しております。
御指摘いただきました空き家バンク登録物件

てもまかせてお答えください。

における貸借料の補助制度につきましては、市

以上で、１回目の質問を終わります。
○企画政策課長（角野 毅） 感王寺議員の人

外から転入者を対象としました定住促進、また

口増・子育て支援対策についての住宅取得費助

子育て支援にもつながると考えておりますこと

成度についての御質問にお答えをいたします。

から、助成制度の構築を進めてまいりたいと考

この制度は、本市の定住人口の増加を目的と

えております。

する事業で、対象者は市外から移住される転入

続きまして、空き家有効活用推進事業支援補

世帯のみとなっております。したがいまして、

助金の対象となる事業についてお答えをいたし

現在の事業では、既に本市に居住されている世

ます。
本制度は、空き家等の有効活用を図るため、

帯は、支援の対象とされておりません。
議員御指摘の市民も対象とすべきではないか

空き家バンク物件登録時において、家財道具等

ということでございますが、人口減少対策プロ

の処理費用の一部を補助するもので、平成25年

グラム策定時におけるアンケートにおいて、持

の制度開始以来、平成27年８月末現在で14件の

ち家がある方の定着率が非常に高いという結果

利用があり、うち13件は空き家バンクに登録さ

があり、また平成26年度における新築の建築確

れ、既に成約されております。
本制度では、家財道具等の処分に当たり、垂

認件数25件のうち11件が中学生以下の子供のい

水市の指定業者である３事業者の中から処分業

る世帯であるというデータもございます。
こういったことから、子育て支援は市長公約

者を選定していただいております。国の定める

の一つである「元気な垂水・未来への挑戦！」、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１

そして、現在取り組んでおります地方創生にお

項の規定では、一般廃棄物の収集または運搬を

いても重要な柱であることを踏まえ、これまで

業として行う場合は、市長の許可を受けなけれ

の移住対策に加えまして、子育て世代の転出抑

ばならないとされております。

制という視点から、議員御指摘のとおり、新た

本市におきましては、垂水市廃棄物の適正処

な住宅制度の構築に向けて早急に取り組んでま

理、減量化、資源化等に関する条例施行規則第

いりたいと考えております。

６条の規定により、一般廃棄物の処理業者の許

続きまして、空き家バンクの登録物件の家賃
への補助金創設についてお答えをいたします。

可がおおむね7,000人に１事業所を許可すると
しており、本市では３業者を許可しております。

移住定住の促進及び空き家等の有効活用を図

そのため、許可を受けた３業者以外の団体を

るため、企画政策課では、垂水市空き家バンク

廃棄物処理業者とすることは、現状厳しいもの

制度を推進しております。平成17年度の制度開

と考えております。
以上でございます。

始以来、平成28年８月末の現在で168件の物件
が成約され、うち58件が市外から転入となって

○土木課長（宮迫章二） ２番目の市道・農道

おります。

整備について、土木課のほうで、市道における

本市での住宅取得に際しましては、１回目の
御質問の際に、先ほどの回答で申し上げました

重機借り上げ料の増額についてお答えいたしま
す。

住宅取得費助成制度による助成がございますが、
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土木課で管理しております市道は、１級市道

農道整備に係る平成27年度６月補正後の予算

６路線、２級市道９路線、その他市道353路線、
合計368路線の延長221.4キロメートルと、その

は、維持管理委託としまして140万円で、農道

ほかにも集落内道路の維持管理をしているとこ

除草作業の委託業務を中浜樹園地農道ほか４路

ろでございます。

線、延長5.3キロメートルを大隅森林組合に委

市道整備の平成27年度当初予算では、道路維

託しているところでございます。

持費の委託料としまして1,300万円を計上し、

重機借り上げ料としましては、振興会等の要

道路除草作業の委託業務を山間部の松尾線ほか

望に対応するため、路面に流出・堆積した土砂

10路線、延長23キロメートルを森林組合に、平

の除去作業や、道路側溝清掃作業時の機械借り

野部の集落間の柊原・新城線ほか５路線、16.2

上げ料として200万円で、現在14カ所の作業を

キロメートルを建設業者に委託をしているとこ

実施したところでございます。
なお、今回の議会に上程されております補正

ろでございます。
重機借り上げ料としましては、振興会要望に

予算には195万円を増額計上をしております。

対応するため、路面に流出した土砂除去作業や

しかしながら、市民の皆様の全ての要望に応

除草作業等の機械借り上げ料として300万円を

えられているかというと、厳しい状況でありま

計上しているところです。

すので、現予算で対応できなかった場合や緊急

そのほか、環境整備班でも対応しております
が、市内各地域からの要望も多く寄せられてお

性を有する場合がでてきた場合は、補正予算を
要求して対応してまいります。
今後も、農道の機能が十分に発揮できるよう、

り、対応しなければならない範囲が広いですの
で、緊急性や必要性を考慮して実施しておりま

現地の状況や市民の皆様の要望の把握に努め、

すが、当初予算で対応できなかった箇所や急施

事業効果や緊急性を考慮するとともに、整備の

を要する状況になった場合には、補正予算の要

手法等を工夫しながら予算を有効に執行して維

求をすることも考えております。

持管理に努めてまいりたいと考えております。
以上です。（発言する者あり）

以上でございます。
○農林課長（川畑千歳） 感王寺議員の農道整

○財政課長（野妻正美） 重機借り上げ料の増

備について、重機借り上げ料の増額を、の質問

額についての御質問にお答えいたします。
重機借り上げ料に限らず振興会要望の多い工

にお答えします。
農道整備につきましては、これまで予算の範

事費等につきましても、財政課としましては、

囲内において事業効果や緊急性を考慮しながら、

議員御提案のとおり、予算措置を行いたいと思

委託料や重機借り上げ料、原材料費で実施して

うところではございますが、財源の確保に苦慮

きております。状況によっては、土木課の環境

しているところでございます。
御存じのとおり、本市の財政状況は一時期の

整備班で対応したり、農林課職員が作業する場

危機的な状況は脱したとはいえ、地方交付税を

合もございます。
地域においては、議員を初めとして、地域の
方々が共助として取り組んでおられる場合や、

初めとした依存財源に頼る脆弱な財政構造から
は抜け出せていない状況であります。
そのため、本市は限られた財源の中で、議会、

中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払
交付金を有効に活用して、地域の方々が取り組

市民の皆様の御協力をいただきながら財政運営

んでおられる場合もございます。御協力に感謝

を行ってきており、その一環として、各振興会

申し上げます。

の道路整備等にボランティアとして御協力をい
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しかしながら、農地の面積や被災状況によっ

ただいておりますことに大変感謝いたしており

ては、災害復旧の基準額を満たさない場合や、

ます。
市としましては、限られた財源の中で予算編
成を行うわけですが、土木課や農林課など原課

起債条件を満たさない場合も出てくることが考
えられます。
そこで、今申し上げた事例に対しましては、

においては、配当予算内での事業実施の努力を

激甚災害の指定を受け、現に農地農業用施設等

していただいているところでございます。
なお、財政課へ提出された予算要求について

の補助災害復旧事業を実施する状況となった場

は、歳入に見合った予算編成を教育、福祉、公

合、重機借り上げによる市単独での災害復旧の

共事業などの予算配分のバランスや、市全体と

方法で対応してまいりたいと考えます。
その際には、補助災害復旧事業とのバランス

しての緊急度や優先順位等を考慮して予算化す

を考慮した農家負担金を徴収して、農地の災害

るようにしております。
今回の御提案のあった件につきましては、複

復旧事業を実施してまいります。
以上です。

数の課にわたりますので、関係課と十分協議し

○水産商工観光課長（髙田 総） 感王寺議員

てまいりたいと思います。

の森の駅の安全対策、死亡事故後の対策につい

以上でございます。
○土木課長（宮迫章二） ボランティア団体等

ての質問にお答えいたします。

への助成金の創設についてお答えいたします。

現在、本市におきましては、猿ヶ城渓谷を利

地区によりましては、集落清掃や台風通過後

用した川遊びとしてキャニオニングやシャワー

の倒木の処理等も地域のボランティアで実施し

クライミングの体験を行っており、利用者の安

ていただいているところもございまして、大変

全対策に努めているところでございます。
８月５日、猿ヶ城渓谷の鱒ヶ淵において発生

助かっているところであります。
今後、特に助成金の創設については、今のと

いたしました死亡事故は、体験利用者以外の方

ころ考えてはおりませんが、地域ボランティア

でございましたが、さらなる安全対策を講じる

の作業で使用された重機機械類の借り上げ料や

必要があると判断したことから、まず応急的な

原材料支給としての今後の対応として、してい

対応といたしまして、駐車場内に、キャンプ場

かなければならないと考えております。

内緊急連絡先として、森の駅管理事務所の電話
番号を記載した看板を設置したところでござい

以上でございます。
○農林課長（川畑千歳） 感王寺議員の耕地災

ます。
この看板は、もし事故等が発生した場合、来

害についての質問にお答えします。
水田等の農地災害の復旧は、議員おっしゃる

場者の方々に初動の対応として、森の駅管理事

とおり、１カ所の工事の費用が40万円以上の場

務所へ連絡するということを認識していただく

合、補助災害復旧事業を活用して、一定の割合

ことを目的としたものでございます。
管理事務所には、救急救命士の資格を持った

で農家負担金を徴収の上、実施してきておりま

職員がおりますので、事故が発生した場合には

す。
また、激甚災害の指定を受けますと、１カ所

事故現場へ１分、１秒でも早く到着し、適正な

の工事の費用が13万円以上40万円の場合、起債

処置を施すことが人命救助へつながると考えて

を活用して農地災害の復旧を行うことが可能で

おります。
また、関係者と協議を重ねた結果、現在看板

あります。
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を設置しております駐車場内に、森の駅管理事

りますので、よろしくお願い申し上げます。

務所への直通の緊急電話を設置することが現状

まず、この空き家の有効活用ですね、特定空

における最善の対策であるとの結論に至り、現

き家については、再三再四質問させていただき

在、その手続きを進めているところでございま

まして、重複する質問になるかもしれませんけ

す。

ども、市長を初め関係課長の答弁のほう、よろ

続きまして、キャニオニング、シャワークラ

しくお願い申し上げます。

イミングにおけるインストラクターの安全対策

まず、住宅取得費助成制度ですけども、企画

についてでございますが、キャニオニングやシ

課長のほうから、これはきちっと対応していく

ャワークライミングを行う際には、インストラ

んだという部分ですね、やっぱり人口流出のお

クターの役割はとても重要であり、その方々へ

それがあるということで答えをいただきました。

の講習は必要不可欠であると考えております。

また、空き家バンク登録物件の家賃への補助

今年度は、シーズン前の６月26日に普通救命

金創設ですね、これもきちっとこれから形づく

講習を開催していただくよう消防本部にお願い

っていくということで、満額回答という部分で

していたところでございましたが、６月24日の

受けとめたんですけども、市長への確認でござ

深港川の土石流発生により警戒本部が設置され、

います。企画課長がおっしゃったとおり、きち

延期となっておりました。消防本部と日程を調

っと対処していただけるのか。これでまた、補

整いたしまして、９月14日に開催する予定とし

正での対応となるのか、また来年度の新年度の

ているところでございます。

部分できちっと諮っていくのか、その点につい

続きまして、キャニオニング、シャワークラ
イミングにおける利用者への安全対策について

て、市長に確認したいと思いますので、よろし
くお願いします。
それと、空き家有効活用推進事業支援補助金、

でございますが、キャニオニングを体験される
皆様の安全対策でございますが、装備一式とい

いわゆる企画課長が申されたとおり、空き家の

たしましてヘルメット、ウエットスーツ、通常

中の部分、この部分を掃除するときに産廃業者

より浮力の大きいライフジャケット、手袋、プ

の方々雇った部分の一部を補助するという制度

ロテクター、沢靴を着用、また、シャワークラ

なんですけども、いろいろ勉強なさってきちっ

イミングにおきましては、ヘルメット、沢靴を

とやっていただいているんですが、ただ、私、

着用していただき、インストラクターの指導の

何でこういう質問をしたかといいますと、確か

もと体験を行っていただいているところでござ

に産廃業者じゃなけれりゃだめだという理由で

います。

すね。

また、インストラクターの体制につきまして

それと、あともう一つ、いろんな法的な部分

も、体験者の人数に応じて配置を行い、安全対

もあるという分は十分に理解しております。た

策に心がけているところでございまして、現在

だ、企画政策課長の答弁の中でも、空き家バン

まで体験利用者につきましては、大きな事故等

ク制度168件創設して、平成17年の創設からで

は発生しておりません。

すね。市外からの移住が58件あったっていうこ
となんですね。

以上でございます。（発言する者あり）

ただ、近年は頭打ちで、資料いただいたわけ

監視員の配備状況につきましては、現在は行
っておりません。

ですけども、平成25年度登録物件が10件、成約

○感王寺耕造議員 一問一答方式で進めてまい

が10件、市外からの移住は１件、26年度が登録
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が16件、成約が14件、移住が４件、27年度が登

いても市長、まかせてよろしくお願いいたしま

録９件、成約５件、移住２件ということです。

す。

だんだん制度ができてたら、だんだん利用者
というか、市外からの移住が少なくなっている

○市長（尾脇雅弥） 人口増、子育て支援に対
しての御質問にお答えをいたします。

と。これは必然性もあると思うんですよ。有効

少子高齢化を背景とした人口減少社会は、こ

活用できる空き家がどんどん使われて、残った

れは日本国、鹿児島県、そして垂水市、どこも

のがそんだけかっていうような見方もあるんで

共通をしたことでございます。
そういった中で、今回の政策は主に市外の方

すけども。
ただ、私の考え方とすれば、特に地元の新城

への、対してのというような中身になっており

を歩いてみますと、有効活用できる物件がたく

ます。加えまして、感王寺議員御指摘の、今い

さんございます。

らっしゃる方の人口流出に対しての施策という

そういった中で、以前答弁いただいたんです

ような意味合いだと思います。それも大変大切

が、企画政策課長にはですね。市外の方へ、垂

な視点だと思いますので、先ほど担当課長がお

水市の市報を送るときにもパンフレットを導入

答えしたとおりの内容でございます。
予算に関しては新年度からということで計画

して利用を促していくという、そういう努力は

をしているところでございます。

なさっているとは認めます。

それから、ただいま提案がありました２番目

ただ、この間の議会でも言ったんですけども、
幾ら尾脇市長のもとで制度をきちっとつくって

のそういった補助金制度みたいなものに関して

いただいても、なかなか踏み込んで、例えば相

は、今新たな御提案でありますので、よく中身

続権の問題ですね、それで持ち主がどこへいる

を検討して、どういう方法があるか検討してい

のかという部分は、これは地元の人間でないと

きたいというふうに思っております。

わからないわけです。

○感王寺耕造議員 市長の前向きな答弁、あり

そういった部分で、私ども新城の地域では若

がとうございます。

い人たちを中心に新城小学校を勝手に守る会と

新年度予算の分で、新規の分を住宅取得費補

いう、これはまだ仮称でございますけども、そ

助制度の子育て世代への拡充、また空き家バン

ういう部分をつくりまして、やっているわけで

ク登録物件の家賃補助、この部分については、

ございます。

しっかりと明言いただきました。

そうしますと、なかなか活動費が、通信連絡

また、３点目につきましても、この分、やは

費とかそういう部分がないもんですから、この

り、せっかくいい政策つくっていただいたんで

分について何とか活動費として活用したいとい

すから、やはり企画課の職員の皆さんと、あと

うことで要望を受けましたんで、こうやって質

市民団体、あと不動産業者さん、この辺の連携

問をしているわけですけども、企画政策課長が

を私は図って、より多くの方々を定住していた

きちっと申されたとおり、いろんな事情、法的

だきたい、市外から、そう思っておりますんで、

な事情をそういう部分でごみの政策の部分もあ

そういった場の協議会等の設置っていう部分は

るでしょうから、そういう部分でできないとい

考えられないのかっていう部分が一点です。

うんであれば、市長、この分について、そうい

あと、もう一点が、住宅取得費等の助成金に

う人口増を図ろうとする団体について、若干の

つきましては、これは当然売買が発生するわけ

活動費の支援はいただけないものか、これにつ

ですから、相続登記もきちっとやっておかなき
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ゃいけないと、現在の持ち主にもね。これは必

しては、やはり予算執行していく上でどういう

然的にそうなるんですけども、ただ、このお金

部分が問題なのかっていう部分もありますでし

が発生する部分で、空き家有効活用推進事業支

ょうから、早急に意見をすり合わせて、事が前

援補助金、あと空き家リフォーム促進事業補助

に、車の両輪として進めるような形がベストだ

金、この２点の事業につきまして、この分につ

と思いますので、その分にはよろしくお願いし

いては相続登記の部分は完了でないと事業の要

ます。

件として取り上げられないとか、それとも相続

それと、あと、相続の関係については、了解

登記終わってなくとも認めるのか、ちょっとそ

したわけですけども、住宅リフォーム、あと促

の辺確認したいので、企画政策課長で構いませ

進事業、空き家の有効活用、相続しなくてもい

んが、以上、２点、お願いします。

いとのことなんですが、ただ、売買の部分の話

○企画政策課長（角野 毅） ３団体等の連携

の部分、いろいろお話聞くと、なかなか相続登

による事業推進ということでございますけれど

記が進んでない、費用対効果の部分もありまし

も、協議会といったような形を設立するという

て、土地価格も下落しているということで。そ

のは、早急にはなかなか立ち上げるのは難しい

うなった場合、有効活用をされてないのに、相

と思います。

続登記が終わってないということで、住宅取得

ただ、いろいろな形の中で意見交換会等の会
を持つということは早急にできる手だてだと考

費助成制度までなかなか道筋ができない案件も
ちょっと出てきてます。
そうなった場合、市の職種のほうで嘱託登記

えますので、そういった部分では意見交換会等

をするとか、また、法律の専門家である行政書

の開催は進めていきたいと考えます。
それから、名義についての御質問でございま

士、司法書士さん、こういう部分、やっぱり依

すけれども、賃貸物件及び売買物件等につきま

頼せないかんわけですから、そうなった場合、

しても、現在、名義の変更等についての要件は

その分についても助成制度っていう部分も考え

設けて、特におりません。

られるのではないかと思うんですが、ちょっと

ただ、賃貸物件及び売買物件につきましても、

質問通告になかったもんですから、よかったら

不動産業者が必ず仲介に入るという形の中で整

企画政策課長の考えでいいんですので、聞かせ

理をしておりますことから、法的な部分での名

てください。

義変更に関する部分での問題は起こらないと考

○企画政策課長（角野 毅） 通告になかった

えております。

ので、余り回答になるかどうかわかりませんけ

そのようなことも踏まえまして、有効活用の

れども、その案件につきましては、法的なもの

補助金の制度、それからリフォーム等の制度の

も含めて、どのような対応をするべきであるの

活用段階において、名義といったようなものに

かといったようなものについては協議を進めて

ついての要件というのは、特に現状で設けてお

いきたいと思います。

りません。

○感王寺耕造議員 前向きな答弁ですね。市長、

○感王寺耕造議員 協議会の場はなかなか難し

企画政策課長、ありがとうございました。

いので、意見交換の場からでも構わないと思い

２番目の市道・農道整備について入ります。

ますんで、早急に、やっぱり市民団体の皆さん、

財政課長がおっしゃるように、財源に苦慮し

また不動産業者の皆さんと、現場の実情はどう

ているということなんですね。それはわかるん

なのか、また、企画政策課長の立場でおかれま

ですけども、自主財源ないわけですから、土木
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課長、あと農林課長の分も苦慮して各種要望を

ただ、今度は鉄道公園から感王寺のため池で

満たしていこうという部分で努力はされている

すね、貯水池まで、あそこの部分ももうなびい

んですけども、いかんせん財源がないことには

ておりまして、もう通れないわけですよ、市長、

仕事できないんですね、市長。財政課長は、あ

通れないわけですよ。

あいう答弁になったんですけど、市長はどのよ

環境整備は緊急性を要するもんですから、車

うに考えられているのか、もうちょっと頑張っ

も通れないということで、大きく迂回しなきゃ

て重借の増額を私はすべきだと思ってるんです

いけないということで、１カ所でやっていただ

が、この部分について市長の答弁を願います。

いたと思うんですけど、１カ所は早急に通さな

あと、整備しているボランティア団体の助成

きゃいけないということで、新城地域の若い人

金の創設ということでお伺いしたんですけども、

たちの力を借りながら、あの延長を２キロぐら

重機借り上げ料、原材料支給で対応していただ

いですか、木を伐採したりとか、竹がなびいて

けるということですので、この分についても、

る上の部分も伐採したりとか、土砂の部分を除

そういう答弁いただいたんですけども、市長の

去ということで対応したわけです。
そういう部分で、やはりそういった分で緊急

言質いただきたいもんですから、この分につい
て市長のお考えを聞かせてください。

性を要するものについては、私は、これはきち

○市長（尾脇雅弥） 各課長が答弁をしたとお

っと対処していただきたいと思っておりますの

りでありますけれども、基本的に市民ニーズを

で、何が何でも金くれというわけじゃないんで

しっかりと捉えてやるということは変わりませ

すよ、全てのことに。
だから、そういった緊急性を要する場合、あ

ん。
当初の予算で膨らますということは、なかな

と行政が本来やるべきなんだろうけども、それ

かでしょうけれども、やらなきゃいけないこと

を市民団体がやっているという部分につきまし

はしっかりやるというふうに思っております。

ては、きちっと制度設計をしてやっていただき

今回、６月にありました振興会の要望に際し

たいと。これは要望にとどめますんで、前向き

ても、見直しをして、プラス2,000万円程度で

に、答弁なさいますか、答弁あったら、答弁く

したでしょうか、新たにこれを追加してやりな

ださい。

さいということで実証させたのも現状でござい

○市長（尾脇雅弥） 今回、台風直後に牛根境

ますので、１期目行革に努めて、２期目成果の

から新城まで主なところを見てまいりました。

年ということで、いろんな要望に応えたいとい

ただ、見えてない部分もありまして、今お話

うふうに思ってますので、そういうような考え

があったようなこともあろうかと思います。

という形で御理解をいただきたいと思います。

やはり、自助・共助・公助という中で、ボラ

○感王寺耕造議員 答弁をいただいたわけです

ンティア活動でも御尽力をいただかなければい

が、今回、近い部分、台風被害、豪雨災害の部

けない場面もあると思いますけれども、それで

分で、あちこちの部分で、やっぱり被害が起こ

手が届かない部分に関してはしっかりとやらな

ってるんですね、市長。それで、つい直近の台

きゃいけないと思いますし、先ほどの質問でも

風の折も、新城地域、２カ所ございました。１

ありましたけれども、重機借り上げの部分も、

カ所は、ちょうど鉄道公園の垂水よりの、その

ボランティアで実施していただいた部分に関し

部分については土木課長のほうの環境整備班の

ても、早急に対応したいというふうに思ってお

ほうでやっていただいてます。

ります。
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○感王寺耕造議員 市長の明快な答弁、ありが

５万円ぐらいでできますよと言ったら、それで、

とうございます。

じゃ協力いただけるんであれば５万円程度の支

それでは、３番目に耕地災害について、行き
ますけども、農林課長の答弁聞いてたんですが、

出はできるよということで、やっとかっと復旧
作業をやった経緯がございます。

激甚の場合、13％の負担金で済むということで

また、もう一件については、これもやっぱり

あって、激甚の場合は、これは面積とかそうい

新城の田んぼですけども、10メーターぐらいの

う部分で、大きな災害のときなんですね。激甚

のり面が崩落しまして、田んぼとしての機能を

指定受けて起債できるとか、そういう部分は15

果たさないということで、田植えをきちっとせ

年とか20年に一遍なんですよ。だから、そうい

ないかんもんですから、ただ、業者見積もりは

う部分で当てにしても何も進まんわけですよ。

出しましたところ20万円必要だとうわけですよ

実際法、暫定法の部分でもうまく機能してな

ね。そうしますと、とてもじゃないけども払え

い。また、暫定法、また負担の部分についても、

る額じゃないっていうことで、土地改良区の皆

該当してない部分についてはどうしようもない

さんとか耕地係の方々の助力を得て、また中山

状況なんですね。

間の部分で大体３万円程度で自己負担で済ます

これについても直近、私、２件の案件、相談

ようになった経緯がございます。

受けまして、いろいろ苦慮しながら、確かに農

そういった中で、国の事業がなかなか現場に

林課の耕地係の人たちの御意見賜りながら、ま

合わないという部分が、事実あるわけですから、

た、一部では力を賜りながら解決しているわけ

自己負担は上限５万円程度が、私、払える上限

ですけども、１件については事例挙げますけど

なんじゃないかと思うんですよね。大体、新城

も、小谷の部分の田んぼの部分ですね。よそ様

で田んぼの地価が1,000平米、１反当たり大体

の土地の高さが何メーターですか、40メーター

50万円程度になってますんで、そうなった場合

ぐらいあります。そこの部分ののり面が崩落し

５万円程度が、しかしあれなんじゃないかとい

て田んぼに入っちゃったわけですよね。

うことなんですよ。

この部分についても、当然、現在では事業の

そういう部分で、助成金創設の考えないんで

対象とならない、災害復旧の対象とならないと

すかっていう部分ですね。現場は困っておりま

いうことで、やっぱりよそ様の土地が流れ込ん

すんで、地権者も困っております。そのまま放

だんだけど、地権者の方が自助努力で除去せん

っておいても、先ほど申しましたように耕作放

にゃいかんということで相談を受けまして、そ

棄地につながりますんで、これについて市長の

うしますと、はっきりもう金額申しますけども、

答弁を求めます。

大体重機借り上げの部分、この部分で３万

○市長（尾脇雅弥） 現場の状況は感王寺議員

4,020円です。重機を１台借りまして、それで

がおっしゃるとおり、今大変だというふうに理

運送料もかかるもんですから、そういう額がま

解をしております。
農地は、基本的には個人の持ち物ということ

ず来ます。
それで、オペレーター１人頼みました。この

でございますので、そのために最大限御尽力は

分の出費が8,000円。それと、あと２人、若い

いただかなきゃいけないわけですけれども、激

人たち出てもらいましたんで、丸一日働いて

甚災害の指定になりますと、今申し上げたよう

4,000円の部分ですね、合わせて５万20円です

ないろんな制度があるんですけども、現状、そ

か、５万20円の部分で、奥さん、どうですか。

れ以外ではなかなか難しいということでありま
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すので、ちょっと中身をいろいろ検討しなけれ

つながらなかったら中継基地つくりゃいいわけ

ばならないというふうに思っておりますが、た

ですから、ですね、中継基地を。そういった分

だ、あれもこれもというわけにはいかない事情

で、いざ緊急のときに全員集まれるような施策

もありますので、もう少しその部分は検証させ

っていう部分が、私は必要だと思います。

ていただきたいというふうに思っております。

今回の場合でも、キャニオニングの方が助け

○感王寺耕造議員 予算が必要な部分だけ質問

てる間に、キャニオニングの部分のインストラ

して恐縮なんですけども、ぜひとも前向きに、

クターが鱒ヶ淵から森の駅まで走りました。10

やっぱり農地が農地として機能するような施策

分ぐらいかかってます、10分間ですね。その前

っていう部分を市単独でやらないとできない現

に幸い高校生の仲間が森の駅に駆け込んで救急

状となっておりますので、その分については協

車もある程度早く来たわけですけど、そういっ

議いただきたいと思っております。

た部分もありますんで、初動の部分が５分間と

最後になりますけども、猿ヶ城・森の駅の安

言われています。心肺停止からですね、緊急が。

全対策について、事故を受けて緊急連絡先の看

そういった部分の具体的な施策っていう部分

板掲げたそうですね、電話番号。あと直通電話

を私はやるべきだと思いますけれども、この部

をつけるということなんですけども、この部分

分について水産商工観光課長、お願いします。

についても、事故を、海難事故と水難事故って

あともう一点、まかせて、森の駅と山岳会の

いう部分を想定した場合、どうしても水難事故

連携システム、この部分を現状、図れているか、

のほうが多いんですよね、特に渓谷。

この部分についてお聞かせください。

まず、視界が悪いということ。もう一つが、

あと、今まで連携して訓練を実施してきたの

水が冷たいということで、そういう部分で、よ

か、繁忙期を前に、訓練を今まで実施してきた

りきめ細やかな安全対策が必要だと私は思って

のか、その事例について答弁願います。

るんですが、そういった意味で、ちょっとまた

○水産商工観光課長（髙田 総） 感王寺議員

もう一回お聞きしますけど、水産商工観光課長

の御質問にお答えいたします。

で答弁いただいて結構ですが、森の駅・猿ヶ城

キャニオニングやシャワークライミングを行

渓谷にお越しのお客様に、ここは利用しないお

う河川の状況確認については、現在は、森の駅

客様もお客様ですから、本市に来ていただいて

管理事務所におきまして、県が設置いたしまし

いるわけですから。河川状況をきちっと適切に

た水位計で状況を確認、河川の安全を確認し、

周知しているのかっていう部分が、まず一点で

体験を実施しているところでございます。
また、前日雨天の場合など河川の状況に変化

すね。
それで、今回の鱒ヶ淵の部分ですね、この部

があると予想された場合には、入念にコースの

分も猿ヶ城渓谷の一番の魅力であると私も思っ

事前確認を行い、インストラクターの判断によ

ております。そこで起こった事故でした。底な

り、コースの変更や短縮を行うなど、安全対策

どの水位計の設置、この辺も現在なされてない

に努めているところでございます。
続きまして、山岳会との連携についてでござ

わけなんですけども、あと、そういう部分もき

いますが、森の駅の館長も山岳会のメンバーと

ちっと整備する必要があるんじゃないか。
また、警告板の設置ですね。また、あと防水

して登録されており、また管理事務所に山岳会

無線、森の駅の嘱託職員、あと山岳会のインス

の方が常駐されているなど、山岳会の皆様との

トラクターの方が、やっぱり防水無線持って、

連携は整っていると考えておりますので、事故
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防止への対策についても山岳会と連携を密にし

そういった訓練を今までなさっているのか、ま

て取り組んでまいりたいと思います。

た、なさってこられなかったら、そういう部分

あと、水位計につきましては、河川は県の管

をやるべきだと考えますけども、そういう質問

理でございますので、現在は設置については考

ですから、もう一回、これについては答えてく

えておりません。また、川遊び等に対する注意

ださい。
あと、もう一点、無線については役に立たん

喚起につきましては、県へ依頼していきたいと

ということなんですけども、それであれば、た

考えております。
あと、トランシーバー等の無線活用につきま
しては、県の防災アドバイザーの方を含めて協

だ緊急電話１カ所で、私、足りるのかっていう
部分が物すごく疑問に思うんです。

議いたしました。現在、使用しておりますトラ

それとまた、緊急時の連絡時、各スタッフに

ンシーバーは特定小電力であり、中継基地を設

すぐ招集するような、やっぱりシステムってい

置いたしましても大幅な改善が見込めないとの

うやつを構築する必要があるということで質問

ことから、今回設置いたします緊急電話の活用

しておりますので、そういったシステム、防水

を図ってまいりたいと考えております。

無線だけには、またこだわりませんから、すぐ
連絡とれる体制を行政が主体となって、山岳会

以上でございます。
○感王寺耕造議員 訓練の部分は。災害に向け

の方々の協力も得ながらやる必要があると思い

た訓練。

ますけれども、その辺についても答弁ください。

○水産商工観光課長（髙田 総） 山岳会の皆

あともう一点、刀剣山、猿ヶ城渓谷について

様につきましては、キャニオニングやシャワー

は、渓谷だけ、水だけではなくて、やっぱり私

クライミングの方と同様、消防によります講習

は刀剣山とか、そういう山の部分、こういう部

を行ってまいりたいと考えております。

分も魅力であると思うんですけども、そうなっ

○感王寺耕造議員 商工観光課長と意見がすり

た場合、やはり携帯の機種によって、またス

合わないんですけど。

マートフォンの機種によっては連絡できない場

防災訓練とか、やはりきちっと総務課長を中

合があるんですね。

心になってやっていただきたいわけですね、年

そうなった場合、現在、ガイドを使わないで

１回ですね。やっぱそういう部分が、市長もい

入山なさっている方々についても、やっぱ垂水

つもおっしゃっておられるように、事故を未然

市へおいでのお客様ですから、きちっと入山の

に防ぐ、また、事故が起こってからの対応とい

手続、あと緊急時の連絡手段、この分をとるべ

う部分をきちっと対処して、被害を最小限に食

きだと思ってるんですよ。その辺の実情と、こ

いとめるっていう部分なんですね。そういう部

れからの対応について答弁ください。

分で実施されているんですよ。

○総務課長（中谷大潤） まず、森の駅の職員

だから、私が、商工観光課長、聞いているの
は、森の駅の嘱託職員の皆様、山岳会の皆様、

とか山岳会の皆様に対する防災訓練については、
総務課の立場で回答させていただきます。

そしてまた行政、水産商工観光課も含めて、行

現在、御存じのように、年に一回、市の総合

政とのやりとりの部分ですね、そういった総合

防災訓練を実施して、各地域を巡回という形で

的な訓練を、やっぱり繁忙期前、特に７月、８

行っておりますが、その中で、特にこの、いわ

月、９月が多いわけですから、夏休みまでにき

ゆる水難事故に対応するプログラムと申します

ちっと私はやるべきだと思っているんですよ。

か、それは現在しておりません。
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結局、山岳会の皆様のお力を賜りながら、キ

ただ、今おっしゃられた、今回、鱒ヶ淵のほ
うでこういった事故を踏まえまして、今度、来

ャニオニングについても、昨年が787人ですか、

年度実施される防災訓練にこういったのもプロ

シャワークライミングについても８人の方々で

グラムを取り入れないか検討してまいりたいと

すね、800人近い方々が渓谷で遊んでいただい

考えております。

てるわけです。

○水産商工観光課長（髙田 総） 緊急時の対

そういった部分で、やはり行政が、森の駅が

応といたしまして、緊急電話とトランシーバー

主体となり、どうやって利用者の部分の安全対

だけでよいのかという御質問につきましては、

策を図って行くのか、また山岳会との連携、協

もう一つ、無線機によります対応もできると話

力体制をどうやって図っていくのかっていう部

は聞いておりますので、無線機につきましては、

分が私は必要だと考えております。

管理者が無線機の免許を取得するなど、そうい

そういった部分で、きちっと行政の役割、ま

うのが必要でございまして、アンテナ設置等含

た各山岳会の人たち、どこまで協力もらうのか、

めますと100万円と、それと年間二、三十万円

そういうような役割分担をきちっと私は果たす

の経費がかかるようでございますので、現在に

ことを行えないと、また、二度、三度、このよ

おいては、電話の設置と連携によります形で進

うな悲しい事故が起こるのではないかと危惧い

めていきたいと考えております。

たしております。

あと、携帯電話のアンテナにつきましては、

そういった部分で、市長を先頭にきちっとそ

市において、県がとりまとめて行います不感地

の辺の安全対策を図っていただきたいと思いま

域の調査が毎年実施されておりますが、通信業

す。
今議会の質問は、市長の前向きな答弁もいた

者大手３社のうち、１社でも通信可能な地域は

だきました。感謝申し上げます。市政発展のた

対象にならないようでございます。
現在、通信不能である通信業者に対しまして、

めにお互い頑張っていこうと思っておりますん

直接働きかけることで通信が可能になったとい

で、これで私の今議会での一般質問を終わりま

う例もございますので、そのような働きかけは

す。どうもありがとうございました。

してまいりたいと考えております。（発言する

○議長（池之上誠） 次に、３番、堀内貴志議

者あり）

員の質問を許可いたします。
［堀内貴志議員登壇］

入山の現状については、ちょっと把握はして
おりません。

○堀内貴志議員 本日、３番目に登壇しました

○感王寺耕造議員 入山の状況について把握し

垂水の実り生む風の堀内貴志でございます。今

ていただいてないということですけども、渓谷、

回の一般質問は、私にとりまして２期５年目の

また刀剣山の入山、これは魅力ではあるんです

18回目となりますが、関係各課の皆様におかれ

が、一歩間違えば大事故につながる事故だと思

ましては、本日も積極的な回答を求めますので、

うんです。そういった部分で、その辺の分も、

よろしくお願いいたします。
本日は大きなテーマを４つほど上げさせてい

今の入山の現状がどうなっているのか。
それと、あと、その方々の安全をどうやって

ただきましたので、時間の都合上、いつも話を

担保していくのか、この分も行政の役割だと私

させてもらっている前置きは省略しまして、早

は思っておりますので、早急に対応していただ

速本題に入っていこうと思います。
まず、大きな１つ目は、桜島の現状と対策に

きたいと思います。
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そこで、まずお聞きしたいのは、桜島の現状

ついてお尋ねします。
桜島は、先月８月15日、午前10時15分に火山

と今後の監視体制についてお尋ねします。さら

性地震が急増、急激な山体膨張を示す地殻変動

に、今回のレベル４への引き上げで、観光関係

も観測されたことから、噴火警戒レベルを３か

にも相当な被害が出ているようであります。

ら４に引き上げました。この日、町なかでは携

鹿児島市は８月22日に実施する予定であった

帯電話から緊急メールの警報音が一斉に鳴り響

第15回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会

きました。また、テレビ各局では、速報テロッ

を、安全性を最優先して中止を決定いたしまし

プが流れて、鹿児島市は桜島に居住する火口周

た。その結果、花火大会だけで交通や宿泊、物

辺約３キロの有村町の全域、古里町、黒神町の

販などで約８億円もの経済効果があったものと

一部の計51世帯77人に対して避難勧告を発令し

言われていましたが、その効果を得ることがで

ました。このことは全国ネットのテレビでも毎

きませんでした。
また、垂水市においても、既に風評被害の影

日のように報道し、桜島に対する危機感と不安

響を考えて、９月20日に実施する予定であった

感を一層あおりました。
そして、１週間後の８月22日、火山噴火予知
連絡会の拡大幹事会が、規模の大きな噴火が発

カンパチ祭りの延期を決定したと聞いておりま
す。
道の駅たるみずの利用者も激減し、民泊関係、

生する可能性が低下しているとの見解をまとめ
たことにより、鹿児島市は３地区に出していた

観光ツアーなどでキャンセルが相次いだとも聞

避難勧告を解除しました。

いています。
垂水市の観光被害について、わかる範囲で教

さらに９月１日に、噴火警戒レベルを４から
３に戻したことにより、再び通常の生活を取り

えてください。
大きな２つ目は、猿ヶ城渓谷の安全対策につ

戻し、一安心したところであります。
しかしながら、今回の噴火警戒レベル４とい

いてお尋ねします。

う初の体験は、市民の皆様も改めて桜島に対す

このことについては、先ほど感王寺議員も同

る危機感を抱き、それぞれの人が桜島大噴火の

様の質問をされましたので、私が質問しようと

規模を想定し、家族の連絡体制や緊急避難、避

したことで重なる部分については省略して、重

難準備、非常食の確保等の検討をされた方々も

ならない部分について質問をいたします。
繰り返すようですが、夏休み中の８月５日に

多くおられるものだと思います。
そのことを含めて行政でやるべきことはしっ

猿ヶ城渓谷に川遊びに来ていた高校１年生の生

かりとやってあったのかという意味で、どうい

徒が不慮の事故死をされました。本人はともか

う規模の被害が発生するのか、その被害想定の

く、一緒に遊びに来ていた友人や家族、親戚の

状況や避難のあり方に対して、多くの課題、問

方々も大変悔しい思いをされたことと思います。

題点をあぶり出したのではないかと思います。

亡くなった尊い命は二度と戻らないと、本当に

垂水市は鹿児島市と違って、桜島と陸続きで

残念でなりません。亡くなられた本人の家族、

隣接しています。垂水市民の安全確保が第一優

親戚の皆様には、この場をお借りして謹んでお

先ですが、この機会に桜島の住民の安全確保、

悔やみを申し上げたいと思います。

避難所生活にも配慮すべきではなかったのか、

さて、このような悲しい事故を二度と起こし

今後の防災対策に十分に生かすことが最も大切

てはならないという願いを含めて、その事故の

ではないかと思います。

検証をしっかりとした上で、再発防止対策をと
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る必要があるのではないかと思います。私の記

を訴えた上で、安全な利用について指導する、

憶では、これまでにも猿ヶ城渓谷で数回の事故

仮の名前ですけれども、見回り指導員的な人の

死が発生しているように思いますが、その都度

配置は検討できないものか。聞くところによる

事故の検証はされて、防止対策はなされていた

と、以前は地元の山岳会にお願いをして実施し

のでしょうか。

ていた期間もあったと聞いています。この機会

尊い命を守るために、行政として何かできる
ことはなかったのだろうか。この機会にしっか

に制度化できないものかどうかについて質問を
いたします。

りと事故の検証をして見直しする部分や改善で

大きな３つ目は、開催まで54日間と迫ってき

きる部分があるのであれば、その対策をとって

た国民文化祭の垂水市の事業に関してお尋ねし

おくべきではないかと思います。

ます。
この国民文化祭については、私自身、これま

そこで、数点について質問をいたします。
まず１つ目は、行政が把握している猿ヶ城渓

でも一般質問の中で取り上げてきました。この

谷での過去の事故の実態について教えてくださ

国民文化祭というのは、垂水市の観光を誘致す

い。

るために大変重要な機会の一つだと思っていま

２つ目は、事故発生から通報までに10分以上

す。国民文化祭があるから、垂水市を初めて訪

も経過しているとの情報がありますが、感王寺

れる方も多くいらっしゃると思います。せっか

議員の質問の中で、緊急電話の設置が検討され

く垂水市に来ていただいた方に、垂水市のよさ

るということでした。応援を要請する手段や、

を知っていただいて、リピーターになってもら

一刻を争う命を救う上において、通信手段の確

う、そのことで交流人口にも大きな効果をもた

保は重要であると思いますので、ぜひとも設置

らすものだと思っています。
垂水市の情報をより多くの人に発信できる絶

していただきたいと思います。それにあわせて、
携帯電話の普及に伴う不感地帯の解消もこのよ

好の機会であることを強く認識していただきた

うなケースには重要になってくるものと思いま

いと思っていますし、これまで事業の計画から

す。

実施まで担当される方々は、その意味も含んで、

猿ヶ城渓谷の一帯は、１社の携帯電話は通じ

誰よりも垂水活性化のために責任感を持って一

るが、他社の携帯電話はほとんど通じないとい

生懸命に取り組んでこられたと思っています。

うのが実情です。この機会に携帯電話の不感地

そこで、２点について、１つ目は垂水市で開

帯について、行政から各携帯電話会社に積極的

催の主催事業、応援事業、チェスト行け！提案

にお願いをして、不感地帯の解消を図ってもら

事業のその後の進捗状況について、２つ目は、

うことはできないのかどうか。

これまで国民文化祭について取り組んできたこ

感王寺議員の質問の回答にも少し触れてお話
がありましたが、もう一回説明をお願いいたし

と、さらに今後やろうとしていることは何かに
ついてお尋ねをいたします。
大きな４つ目は、選挙権年齢が引き下げられ

ます。
３つ目は、見回り指導員の配置です。これま

たことに関してお尋ねします。

で事故の実情を見ますと、利用者の自然に対す

選挙権年齢を現行の20歳以上から18歳以上に

る危機感と安全性に対する意識の欠如もその原

引き下げる改正公職選挙法が６月17日に成立し

因の一つにあるのではないかと思います。

ました。1945年、昭和20年に、選挙権年齢を25

そこで、見回りをしながら、利用者に危険性

歳以上から20歳以上に引き下げて以来、約70年
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が観測されたため、気象庁の噴火警戒レベルが

ぶりの改革だそうです。
来年夏に行われる参議院選挙から適用される

入山規制の３から避難準備の４に引き上げられ、

見通しで、18から19歳は全国で約240万人、鹿

これを受けて、鹿児島市は災害対策本部を設置

児島県でも約３万人が新たに有権者に加わるこ

して、火口から３キロメートル以内の島内有村

とになるそうです。全国的に見ても、若者の政

町、古里町、黒神町の一部、３地区の住民に対

治への関心が低い現状にあり、その結果として

し、避難勧告を発令し、島内３カ所に避難所を

投票率が低い状況が続いています。今回、さら

開設しましたが、その後、南岳直下の岩盤に大

に選挙年齢を引き下げることで、投票率の低下

量のマグマが新たに入り込んだのが地震の原因

に拍車がかからないかとの危機感を抱く声もあ

と判明し、この場所は火口につながる通常のマ

ります。

グマの通り道ではなく、新たなマグマが火口近

そこで、まずは全国的に投票率が低いと言わ

くに上昇する兆候もなく、火山性地震も減少し

れている若年層について、垂水市の実態はどう

ており、８月15日時点に比べ大規模噴火の可能

なのか。若い世代、特に20代の投票率の実態に

性は低下したとの気象庁の判断により、９月１

ついて、ことし実施された垂水市の各選挙の投

日には噴火レベルが４から３に引き下げが行わ

票率で教えていただきたいと思います。

れました。

また、来年夏の参議員選挙から適用されると

ただ、山体が膨張している状態に変わりはな

いうことですが、垂水市では何名の該当者がい

く、今後も引き続き十分な経過を続け、火山活

るのか、そして、投票率をアップさせるための

動の変化を注意深く監視していく必要があると

啓発活動について、どのように考えているのか

認識しております。
続きまして、監視体制でございますが、現在

教えてください。

日本には110の活火山があり、今後100年程度の

以上で、１回目の質問を終わります。
○総務課長（中谷大潤） それでは、まず、桜

中長期的な噴火の可能性及び社会的影響を踏ま

島の現状と監視体制についてお答えしたいと思

え、火山防災のために監視・観測体制の充実等

いますが、桜島の現状につきましては、今、議

の必要がある火山として、47の火山が火山噴火

員の前語りの部分で、ほとんどもうおっしゃっ

予知連絡会において選定されました。

てもらいましたので、私のほうでもう説明する

活火山である桜島を含め47火山の選定を受け

ようなこともほとんどなく、多分もう重複する

て、気象庁では、噴火の前兆を捉えて、噴火警

部分あるかと思いますが、簡単に現状を説明さ

報等を的確に発表するために、地震計、傾斜計、

せていただきます。

空振計、ＧＰＳ観測装置、望遠カメラ等の観測

御存じのように、桜島は2008年から昭和火口

施設を整備し、関係機関からのデータ提供を受

の噴火が活発化して、年数百回の噴火も記録さ

けながら、24時間体制で火山活動を常時監視・

れ、本市においても降灰による多大な影響を受

観測し、その観測結果は、定期的に気象台から

けております。2015年１月からは、島内の伸縮

各方面、もちろん本市へもですが、配信されて

計で山体膨張と考えられる変化が継続し、３月

おります。

から５月にかけては爆発的な噴火が多発し、そ

鹿児島地方気象台は、桜島火山活動の活発化

の後、噴火回数が減少しておりましたが、先ほ

に対応するため、来年度からではありますが、

ど申し上げられましたように、８月15日、火山

火山担当の職員を現在の６人から16人に増員す

性地震が急増、急激な山体膨張を示す地殻変動

る方針です。10人の内訳は、火山監視や火山活
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動の評価、警報などの発表体制強化に当たる８

いますが、８月15日の噴火警戒レベル４への引

人と、火山活動の軌道観測にかかわる２人です。

き上げ以降、約２週間におきまして、来館者数

また、噴火監視を強化するため、来年３月ま

は、対前年度比で約50％減、売り上げにいたし

でにレーダー２基を桜島島内に設置し、天候に

まして約1,000万円の減となっております。ま

関係なく、噴火直後の噴煙を捉え、自治体ごと

た、イベント開催への影響も出ておりまして、

などきめ細かく降灰量を予報するシステムを構

８月23日に開催予定でございました道の駅夏祭

築して、灰がいつ、どこに、どれだけふるか、

りを中止としております。
今後の対策でございますが、９月１日に噴火

量の面での予測が評価されます。
また、国土交通省大隅河川国道事務所の監視

警戒レベルが３に引き下げられましたことから、

体制としましては、昭和火口からの火砕流発生

関係機関と連携し、新たなイベントの設定や情

を監視するため、これまでの望遠カメラに加え、

報発信を強化し、交流人口の増加を図り、元気

新たに赤外線カメラの導入や火砕流の硫化状況

な垂水づくりのために取り組んでまいります。

を監視するためのカメラを設置し、関係機関へ

○消防長（前木場強也） 堀内議員の猿ヶ城渓

も配信するというふうになっております。

谷での事故防止対策の徹底についての御質問に

京都大学桜島火山観測所においては、春田山

お答えいたします。

観測室と黒神観測室からの振動、地殻変動、望

過去の事故の実情についてでございますが、

遠観測データ等を本館で解析して監視体制に役

消防本部の救助活動報告書に基づきお答えいた

立てているということです。

します。

本市における監視体制につきましては、今申

平成11年８月３日、旧キャンプ場つり橋より

しました鹿児島気象台、大隅河川国道事務所、

下流50メートル付近で、遊泳中の２名の方が、

京都大学桜島火山観測所などとの関係機関と連

降雨により水量が増水したため流され、軽傷を

携を図りながら、監視体制を強化して、不測の

負っております。
平成16年９月17日、遊歩道工事関係者２名の

事態に備えた対応に進めてまいりたいと考えて
いるところでございます。

方が、測量作業中に急に川が増水したため流さ

○水産商工観光課長（髙田 総） 堀内議員の

れ、１名が行方不明となり、翌日遺体で発見さ

桜島の現状と対策の質問につきまして、私のほ

れております。
平成17年９月19日、鱒ヶ淵で遊泳中の１名の

うからは、水産商工課関係における桜島の影響
と今後の対策についてお答えいたしますが、数

方が溺れて死亡されております。

字等につきましては、全てが桜島の影響である

平成25年６月14日、沢登り中の１名の方が、

ということではございませんので、御了承をい

しょうえんの滝に転落し、溺れて死亡されてお

ただきたいと思います。

ります。

それでは、まず体験型教育旅行への影響でご

平成27年１月20日、刀剣山から下山中の１名

ざいますが、４月から11月までの期間におきま

の方が、林道から25メートル滑落し、重傷を負

して、20校、約4,000名を受け入れる予定でご

っております。
なお、消防本部では、昨年９月11日に猿ヶ城

ざいましたが、４校、約920名のキャンセルが、
また、森の駅キャニオニング等におきましても

渓谷で、鹿児島県防災航空センターと合同救助

33件、約160名のキャンセルがございました。

訓練及び連携訓練を実施しております。現場で

続きまして、道の駅たるみずへの影響でござ

の事故発生から負傷者救出までの時間短縮を図
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るため、防災ヘリとの連携、安全・迅速な救助

ぐれた教育者や芸術家を輩出し、薩摩藩77万石

活動を確保することを目的に実施したものでご

を支えた一門家、垂水島津家のお膝元として深

ざいます。

い歴史を有しております。また、豊かな海山の

訓練内容は、猿ヶ城渓谷ではヘリコプターの

幸にも恵まれております。

着陸ができないため、防災ヘリのホイストと呼

このような背景を踏まえ、本市の国民文化祭

ばれる巻き上げ装置による隊員及び資機材の投

の主催事業につきましては絵画、歴史、食文化

入を行うための救助ポイントの調査、防災ヘリ

をキーワードに３つの主催事業を開催すること

への搭乗訓練、防災ヘリの誘導訓練などでござ

とし、取り組んでいるところでございます。
まず、「和田栄作・和田香苗記念全国絵画コ

います。
その結果、猿ヶ城渓谷にキャンプ場駐車場な

ンクール」につきましては、全国46都道府県、

ど３カ所の救助ポイントを設定いたしました。

1,698市町村のほか、美術館、画廊、画材店、

また、傷病者の状態から早期の医療介入が必

美術系大学などに募集要項を発送し、県内はも

要と判断した場合は、鹿児島県ドクターヘリと

とより全国から作品が届いており、今月12日、

も連携してまいります。

13日の両日には審査会を行うこととしておりま
す。

以上でございます。
○水産商工観光課長（髙田 総） 堀内議員の

次に、「大隅歴史街道～古代・中世・近世

猿ヶ城渓谷への事故防止対策の徹底についての

～」につきましては、全国46都道府県、1,698

質問にお答えいたします。

市町村にチラシ、ポスターを発送し、また、加

事故後の対策につきましては、先ほど感王寺

来耕三先生によります記念講演会や肝属地区２

議員の質問におきまして、看板や緊急電話の設

市４町をめぐるバスツアーの参加を、民間委託

置、キャニオニング等に携わるインストラク

業者を通じて募集を行っております。
さらに、「たるみずふれあいフェスタ2015～

ターへの対応や利用者の皆様への安全対策の取
り組みについてお答えしたところでございます。

食・焼酎・いで湯の郷」につきましては、本市

緊急電話の設置につきましては、手続を行っ

の食材を情報発信する企画といたしまして、武

ておりますので、できるだけ早い設置に向けて

田鉄矢率います海援隊による「ふるさとの恵

進めてまいります。また、携帯電話のアンテナ

み・食のトークショー＆ライブ」について、最

設置につきましては、通信不能である通信事業

大の効果が得られるよう、海援隊事務所とも詳

者に対しまして、個人が働きかけるということ

細な打ち合わせを重ねているところでございま

で設置が実現した例がございますので、積極的

す。
また、多くの来場者が予測されますことから、

に進めてまいりたいと考えております。
また、猿ヶ城渓谷の見回りにつきましては、
山岳会との連携において、事故防止の対策に努

お楽しみ抽せん会の商品などについても準備を
進めているところでございます。
このほか、応援事業であります本市文化協会

めてまいります。

が主催いたします第39回垂水市民文化祭につき

以上でございます。
○社会教育課長（森山博之） 国民文化祭、垂

ましては、８月31日に実行委員会が開催をされ、

水市で開催の主催事業、応援事業、チェスト行

他の市町に劣らないような作品の制作を行うこ

け！提案事業についてお答えいたします。

とや、演舞などもより一層練習に励み、よりよ

本市は、古くから教育・文化のまちとしてす

いものになるよう会員相互で確認をされたとこ
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ただきました。

ろでございます。
また、チェスト行け！提案事業であります

さらに、市内の小学校４年生から高校３年生

「第14回ＹＯＳＡＫＯＩ九州中国祭りｉｎたる

までの児童生徒によります、組織いたします垂

みず」につきましては、現在約60チーム、700

水おもてなし少女・少年隊を結成し、市内外か

名の参加希望があり、食のブースにつきまして

ら訪れます来場者に対しまして、おもてなしの

も15店舗の申し込みがあると伺っております。

心でイベント並びに観光情報の発信などに努め

県外からは、山口県、福岡県などからの参加

ることとしております。

チームもあると伺っており、他県の方々へのＰ

そのためには、垂水のことをもっと知ること

Ｒと経済効果も期待できると考えております。

が大切でありますことから、このおもてなし少

さらには、本市松ヶ崎出身の美術大学生が企

女・少年隊の子供たちを対象に、たるみず丸ご

画しました「ぐるっと桜島プロジェクト」でご

と検定を実施し、市内にあります文化財や企業

ざいますが、これは、桜島を360度の角度から

などを見学した後、検定試験に挑戦して、正解

描いたものを動画にするものであります。

率に応じて１級から３級までの資格を授与した

これまで、桜島が見える場所29カ所をめぐり、

ところでございます。
そのほか、たるたるの夢見るコンサートなど

作品の依頼を行い、順調に準備が進んでいると

の応援事業などのイベントにボランティアとし

の報告をいただいております。
このように、主催事業や応援事業並びにチェ

て参加するとともに、テレビやラジオにも積極

スト行け！提案事業など、本番に向けて取り組

的に出演し、本市の事業をＰＲしてまいりまし

んでいるところでございます。

た。
また、国民文化祭100日前のイベントといた

続きまして、これまでの取り組み並びに今後

しまして、市長を初めマスコットキャラクター

の取り組みについてお答えをいたします。
国民文化祭の目的であります、本市の文化の

ぐりぶーと本市公式キャラクターたるたるとと

情報発信と高い経済効果を上げるためには、官

もに、市内幼稚園、保育園を訪問し、絵画コン

民一体となって開催することが大切であります

クールへの出展を依頼をいたしました。
開催まで、あと53日でございます。９月１日

ことから、昨年10月19日に国民文化祭事業説明

には、行政関係者並びによさこい実行委員会の

会を開催いたしました。
対象者は、主に国道220号沿いの各種企業を

方々が一堂に会し、協議を重ね、それぞれの情

初め、両漁業協同組合、飲食店、交通機関運営

報を共有し、来場者に喜んでいただけるイベン

会社、宿泊施設など約90カ所に職員が直接訪問

トにすることを確認し合ったところでございま

し、出席を依頼いたしました。

す。

説明会には50名の方々の参加をいただき、出

今後、教育委員会といたしましては、開催の

席者からは詳しい事業の内容や先催県での来場

成功に向けて、また、産業祭との相乗効果を図

者数等の質問があり、積極的に取り組んでいた

るために、関係機関との連携を図り、全力で取

だける旨の発言をされた飲食店もございました。

り組んでまいります。
以上でございます。

また、国民文化祭は市民総参加と位置づけ、
各種団体や両漁業協同組合などに応援事業への

○選挙管理委員会事務局長（白木修文） 堀内

参加を促し、カンパチ祭りや女男河原（おんだ

議員の御質問にお答えします。

んこら）祭りなどを応援事業として開催してい
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初めに、選挙権年齢を18歳以上に改正したこ

まず、お願いを一つしておきたいと思います。

とで、対象者は何人になるかでございますが、
平成27年９月１日付で見ますと、18歳の人口が

水産商工課長、観光面でかなりの観光被害が出

106人、19歳の人口が124人となっており、合計

てるということですので、今後、桜島の関係で

230人が新たに有権者に加わることになり、９

鹿児島離れした人、垂水離れした人、その客を

月１日付の市内の有権者総数は１万4,124人と

取り戻すＰＲをしっかりとしてほしいと思いま

なります。

す。

次に、20歳代の投票率についての御質問です

鹿児島市はおもてなし隊を編成して観光ＰＲ

が、ことし４月に執行されました県議選におけ

に努めているようです。どうか垂水市もおもて

る本市のデータによりますと、20歳代の投票率

なし隊、これ仮称ですけれども、こういうのを

は32.2％で、このときの全体の投票率が55.3％

つくって、新しいアイデアでＰＲに努めていた

でしたので、20％以上の開きがあり、若年層の

だきたいなと思います。垂水市も鹿児島市に負

投票率がかなり低いのが現状でございます。

けじと観光面で一生懸命取り組んでいただくと

次に、投票率アップのための啓発活動につい

いうことを強く要望しておきます。

てですが、これまで毎年成人式会場や大型店舗

本来でいくと、この後、質問したかったんで

等において啓発チラシを配布したり、選挙時に

すけれども、時間が私、あと残り時間30分です

は市内企業訪問し、投票への呼びかけや振興会

ので先に進みますけれども、この件については

を通じて啓発活動を実施してきましたが、これ

どういうことをしたか、新しいアイデアで取り

らにつきましては、今後も引き続き実施してま

組んでいただきたいということと、どういう実

いります。

績が出たんだということまで追求して質問する

今回、選挙権の年齢が18歳に引き下げられる

かもしれませんので、いつ質問されてもいいよ

ことになりましたが、若者に対していかに政治

うにしっかりした対応をとっていただきたいな

に関心を持たせるか、今まで以上に重要な問題

と思っております。

だと考えております。このため、今後、高校生

桜島の関係ですけれども、総務課長から監視

を対象とした啓発活動の取り組みが必要と思わ

体制については国も力を入れて、設備に力を入

れますので、関係機関と連携をとりながら進め

れてると、監視体制はしっかり充実していると、

てまいります。

情報は流れてくるんだと、その情報に基づいて

○議長（池之上誠） ここで、暫時休憩いたし

垂水市がどのように対応するかということです。

ます。

要は、その情報に基づいて垂水市は大噴火発生
のときにどのような措置をとるんだと、あと桜

次は、１時20分から再開します。

島の活動に関してどのような被害を想定してそ

午後０時10分休憩

ういうマニュアルをつくっているんだというこ
とをまずはお聞きしたいと思います。

午後１時20分開議
○議長（池之上誠） 休憩前に引き続き会議を

○総務課長（中谷大潤） それでは、２回目の

開きます。

質問にお答えいたします。
まず、大噴火時の措置ということですが、大

３番、堀内貴志議員の質問を続行いたします。
○堀内貴志議員 休憩を挟んで桜島の関係から

噴火時、現在の噴火警戒レベルで申しますと、

２回目の質問ということで入らせていただきま

レベル５の避難に引き上げた場合とかの措置と

す。

いうことだと思いますが、レベル５は人的被害
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が発生する可能性が非常に高まった場合に発表

年前の段階に当てはめることができると、そう

されるわけです。

いうふうに分析して、大正級の噴火は起こるも

本市においては、過去の大噴火を踏まえて被

のとして覚悟し、数年から10年と考えるべきと、

害が及ぶ範囲を予測した地域防災計画において、

大正噴火級の大噴火が発生することに注意を促

牛根麓、海潟地区の一時集合場所、指定緊急避

しています。

難所、指定避難所等が示されておりますので、

そうすると、この３キロ四方と桜島の関係だ

マグマの蓄積量や風向きを見きわめて、市民に

けではなくて、私今回本当に危機感を感じて自

対する広報、避難、緊急搬送等の応急対策を実

分なりに想像したんですけれども、これから冬

施して、市民の安全確保を図ることにしていま

になります。風がどちらかというと垂水のほう

す。

に流れる。そうすると、そのときに大爆発が起

想定される被害につきましては、大正噴火は

こると垂水のほうに灰が流れる。大正級の噴火

真冬に発生したため、西風の乗り大隅半島に大

だと、相当な灰が降ったんだと。例えば、牛根

量に降灰をもたらしました。桜島広域火山防災

麓の稲荷神社、あれが、鳥居が埋まるほど灰が

マップによりますと、桜島で大規模な噴火が発

降ったんだよと、そうすると桜島への通行規制

生した場合の災害については、島外に噴石、火

もどうなるのかなと、じゃ、中央と牛根の道路

砕流、溶岩流等による直接被害が及ぶ危険性は

はどうなるのかなと、いろんなことを想像しま

極めて低いものの、桜島の風下側に当たる地域

した。

での大量の降灰が懸念されています。長期化す

だから、あらゆる想定を先ほどの答弁の中に

る避難生活、風下側になる冬場の噴火に備えた

もありましたけれども、不十分な点はこれから

ハード・ソフト面の対策が必要であると認識し

検討するということでしたので、その大正級の

ています。

噴火が起こるものとして、仮に桜島口のところ

湾内では、養殖漁業が盛んに行われています

に降灰がたくさん大量に降ったとき、通行がで

ので、長期間軽石に海面を覆われる事態が予想

きない状況になったとき、そういうことまでや

されます。この被害対策も検討しておかなけれ

っぱり考えるべきではないかなと思っておりま

ばならないところです。

す。どうかそういうことも、最悪を考えて避難

気象庁によりますと、現在のマグマの蓄積量
では、レベル５を発表しても避難指示の範囲は

の関係で検討していただければなというふうで、
これは要望としておきます。
あと、今回、桜島の居住者に対する支援につ

桜島島内のみで、本市までは及ばないと予測し
ていますが、自治体の現行の地域防災計画だけ

いて私気になりました。２つあります。

では不十分な事態が既に発生しています。複数

まず、避難誘導の関係。鹿児島市、今回、鹿

市にまたがる、また台風時と重なった場合など

児島市は鹿児島市でいろんな対策をとってます

の複数災害における広域的な避難者搬送や伝染

けれども、鹿児島市が今回は、要は避難はフェ

病対策などを含む、ありとあらゆる場合を想定

リーで、船で避難させるんだということでした。

したシナリオに広域で取り組み、準備しておく

今回、レベル４の最中に台風15号が発生した。

必要があると考えているところでございます。

そうするとフェリーが出ない可能性があるとい

○堀内貴志議員 今回、桜島が３キロ以内の人

うことがあった。その代替措置についてまだ結

に避難勧告が出たということです。京都大学の

論見ない状況があります。何か陸続きで避難さ

井口教授、この話によりますと、大正噴火の数

せるということを言っておりますけれども、そ
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うすると垂水市は陸続き、どうしてもその桜島

ると理解しております。

の方々を陸続きで避難させるということになり

また、テレビ、ラジオ、インターネットなど

ますと垂水市を通らなければいけない、そうす

の情報インフラも整備されていますので、正確

ると、今度は避難誘導について鹿児島市としっ

な情報は直ちに伝わる体制にあります。情報の

かりとした連携協力をする必要があるのではな

受け手である住民自身がデマに惑わされないよ

いかなということで、この点、垂水市はどう考

う、正しい災害知識を身につけることが必要で

えているのか。

はないかと考えております。

あと避難先についてです。今回、桜島の状況

また、垂水市はハザードマップも配備してお

では、避難勧告は８月22日に解除された。わず

りますし、防災訓練も実施して、桜島に対する

か、わずかって、これは失礼ですけれども、７

認識は深まっております。今後地域の自然環境

日間という避難生活でかろうじて済んだと思い

や避難場所の所在などを身につける防災教育、

ます。しかし、この井口教授の話によりますと、

火山教育も今後力を入れていかなければと考え

大正級の噴火が必ず起こり得るとしてるんです。

ているところです。

そうすると、実際に大噴火した場合には、噴火

鹿児島市との連携ということですが、おっし

の鎮静化まで長期間の避難生活をとらざるを得

ゃられましたように、大正噴火により桜島と大

ない可能性も十分にあると。

隅半島が陸続きになり、車での避難が可能にな

垂水市、何回もくどいようですけども、陸続

りました。ですから、先ほど言ったように、事

きの垂水市です。希望する住民について、桜島

前に何らかの情報が流されるでしょうから、災

の状況が鎮静化するまで垂水市に居住すること

害時の要援護者などを含む避難者については、

を提案することはできないものかどうか、その

早目に避難させることは必要だと思いますし、

ためには住宅の提供だとか物資の提供は必要に

できると思っております。
しかし、車での使用を前提にした避難計画を

なると思いますが、その点はどのように考えて
おられるのかお聞きしたいと思います。

立てておくと、道路が不通になった場合の対策、

○総務課長（中谷大潤） まず、京都大学、井

これもあるかと思いますので、やはり漁船など

口教授の見解というか、議員仰せのとおり、数

救助船を確保していく、こういったところとま

年から10年を考えて大正級の噴火は起こるとい

た協定を結ぶということも大切であろうと思い

う見解は示されていらっしゃいます。確かにそ

ます。

のとおりなんですけれども、大正大噴火時は桜

鹿児島市との連携支援につきましては、鹿児

島は旧火山と考えられておりまして、ほとんど

島県及び県内市町村の間で災害時相互応援の協

火山噴火に対する警戒心がやはり当時は薄かっ

定を結んでおります。ここでは食料・飲料水の

た。また、測候所には旧式の地震計が１台しか

提供ばかりでなく、避難者の救助とか車両や船

なく、地震・火山の専門家もいない状況でした。

舶の提供、あるいは職員の派遣とかなどの応援

今日の火山学は長足の進歩を遂げておりまし

内容を盛り込んでおります。

て、火山活動対策のモデルも確立しております

また、鹿児島市、霧島市、姶良市との４市で

し、地震計、傾斜計なども多数配置され、直前

構成する錦江湾奥会議もありまして、ここでは

予知が可能な観測システムも構築されておりま

それぞれの行政区域を超えて連携することを目

す。少なくとも何らかの予兆を確実に捉え、警

的に桜島噴火時の降灰、土石流対策など防災対

戒を出すことは確実な段階で、可能な段階であ

策やこの相互応援協力体制を確認したり協議し
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ております。鹿児島市から要請があれば、当然

いただきたい。要望があればというか、連携を

この災害時の相互応援協定、あるいは錦江湾奥

図っとるからとかじゃなくて、積極的にこちら

会議の連携で対応したいと考えているところで

のほうから声かけしてもらってもいいんじゃな

す。

いか。今鹿児島市は台風と重なったときに、要

ただ、これについてのまだ具体的な、どうい

はフェリーでの避難は厳しいと、だから陸路を

うことがまだ鹿児島市からあるとか、まだそこ

使って避難をするということを検討するとはっ

まで想定の段階に入っておりませんので、これ

きりとおっしゃってる。陸路を通じて避難する

からこの錦江湾奥会議が今月中に開催されます

ということでは、必ず垂水市を通るわけです。

ので、そこでまた協議していくことにしており

そうしたときに、向こうからも要請があるかも

ます。

しれませんけれども、垂水市でも積極的に、隣

それから、鹿児島市は、船舶による避難計画
を立てているわけですけども、これは本市とも

接ですので協力関係を持っていっていただきた
いというふうにお願いをしておきます。

鹿児島市は非常に近いということで、鹿児島市

この関係については、いろんなパターン、い

の避難港から垂水市へ直接来る場合もあろうか

ろんな想定することによって臨機応変に応じる

と、避難されることもあろうかと思いますので、

ことができると、また、応用が身につくもので

これにつきましても必要な情報等は相互で交換

あると思いますので、それがこの訓練を生かし

して、相互応援、支援が迅速に実施されるよう

ながら、災害が発生したときには生かすことが

に努めてまいりたいと考えております。

できるんではないかなと思いますので、その点

○堀内貴志議員 情報をもらっとるから、桜島

もしっかり話させていただけたらいいと思いま

の状況は常にわかるんだと、だからその情報に

す。
時間がありませんので、次に入らせていただ

基づいてしっかり対応するというような答弁だ
ったかもしれませんけど、私が言うのは、要は

きます。
次に、２問目の猿ヶ城渓谷での事故防止の対

いろんなことを想定して、想定外という、災害
はどういうふうに発展するかわからないわけで、

策の徹底についてです。
先ほど、私が感王寺議員の質問と重なった部

想定外もいろんなことを想定して頭の中に入れ

分については省略しながら、私が思う範囲で質

ていかなければいけないということです。
大正噴火したときには、情報がない状況であ

問をさせていただきました。

んだけの爆発したわけですよ。桜島と大隅半島

まず、先に言いたいことは、これは行政に不

が陸続きになった、降灰もたくさんあった、情

備があったからというわけではなくて、尊い命

報がない中であんだけの被害出た。

を救うために行政にできることはないのかとい

今回は情報がある、なおかつ学者についても
大正級の噴火が来る可能性が大きいんだという

う観点で質問をしておりますので、その点、御
了解をお願いします。

ことを言ってるので、大正級の噴火があること

看板の設置、緊急電話の設置、すばらしい、

も想定していろんなマニュアルをつくったほう

いいことだと思います。過去に事故は４件発生

がいいんではないないかなということですので、

している、４人の方が亡くなられているという

ここで答弁するよりも、今後そのことについて

ことですので、これもやっぱりしっかりと教訓

は検討していただきたいなと思います。

にとどめなければいけないんじゃないかなと思

鹿児島市との連携、これはしっかりと図って

います。
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私、お願いしたのは２つありました。携帯電

を忘れがちな利用者に対して、それを森の駅、

話と見回りの指導員について、まず、携帯電話

猿ヶ城渓谷に期間限定で結構です。見回り指導

です。

員を配置して声かけ運動をする、そのことによ

やはり事が発生したときに緊急に連絡をとる
方法は緊急電話もありますけれども、今は携帯

って少しでも危険性に対する認識を高めて、事
故はなくなるんではないかなと思います。
どうかこの関係について、この２点について

電話が普及してる。携帯電話から一報すればも
っともっと早くつくんだと、猿ヶ城渓谷につい

市長の考えをお聞きします。

ては、１社の携帯電話はまあまあ通じますけれ

○市長（尾脇雅弥） 今回の事故、先ほど感王

ども、ほかの携帯電話は通じない。電波の通じ

寺議員の話もありました。大変残念に思います。

る携帯電話を持っておれば助かって、電波の通

亡くなられた方の御冥福をお祈りしたいと思い

じない携帯電話を持ってれば助からん、これじ

ます。
その上で、先ほど答弁もありましたけれども、

ゃいかんと思います。現に事故は発生してるん
だ、ひょっとしたら携帯電話を通じてもっとも

猿ヶ城は、河川は基本的に県の管理であるとい

っと早く連絡をすれば命は助かったかもしれな

うことと、今回事故のあった場所は遊泳禁止の

い、そういうことも可能性としてあるわけです

場所であるということでございますので、そう

から、この体制をしっかりとっていかなければ

いった中で今御提案がありました、おっしゃる

いけないのかなと思います。

とおり携帯、社によって通じるものもあれば通

観光課長が、要は通信事業者に対して個人の

じないものもあると、私も以前幾つかの業者と

働きかけで積極的に進めているところもあると

そういう話をしたことがあります。数千万、あ

いうことですので、個人もこれまで何回もお願

るいは億というお金がかかるということが現実

いしてるわけですけど、なかなか通じない状況

あります。そして、その監視の問題も含めてど

が続いてます。

のような対策が講じれるのかということは今後

そこで市長に対してお願いがございます。今

検討をしたいと思います。

回、事故の問題等を考えると、人の命を救う手

それと、先ほど火山の桜島の関係で、鹿児島

段として、通信手段の確保というのが欠かせな

市との連携という話がありました。少しだけ話

い一つであると思うんです。緊急電話の設置も

させていただきますと、おっしゃるとおり、い

検討されてるようですけれども、個人が所持し

ろんなことを想定をして、先ほど言いました錦

ている携帯電話から連絡とれれば、もっともっ

江湾奥４市という中でもいろいろ想定をしなが

といい方向に進むんではないかなと思います。

ら、観光とか環境もなんですけど、安心安全と

市長みずから各携帯電話の会社に赴いて今回の

いう意味で、桜島の爆発があったときにはどう

事故の関係もお話しながら、不感地帯の解消に

いう形で連携をしてやっていくかというのも実

努めるということの働きかけはできないのかと

際にやっております。
今回、森市長とも、先ほどありましたように、

いうこと。
そしてもう一つ、この見回りの指導員、見回

台風が来て船が使えない、あるいは深港側が通

り指導員です。利用者に対して自然界に潜む危

行どめになって、その中で噴火をしたらどうす

険性というのは十分認識していながらも、なか

るんだということも、お互いにプライベートで

なか遊ぶときには忘れてしまう。そこで安全性

ありますけど、確認し合って、万が一のときは

を確保して楽しんでもらうために、この危険性

連携をしてやっていきましょうというところま
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では確認をしております。

にわたって開催しますよと、11月１日には「ふ

○堀内貴志議員 猿ヶ城渓谷の関係です。県の

るさとの恵み・食のトークショー」で海援隊の

管理だと、遊泳禁止になってる、これは責任転

トークショーがあるんだよという内容でした。

嫁ですよ。だから何なんだと、事故は発生して

そこで疑問を持ったこと、10月31日、11月１

るわけです。この事故を防ぐためにはどうした

日の２日間というのは、同じ場所で同じ時間帯

らいいのかということで今回話をしてますので、

に「第14回ＹＯＳＡＫＯＩ九州中国祭りｉｎた

やっぱりこの事故をなくすという考えはみんな

るみず」が開催される、そのことに一つも触れ

一緒だと思うんです。１人でも亡くなる人がい

てない、これおかしいんじゃないのと。ラジオ

ないような対策をとる、これが必要ではないか

番組、垂水のイベントを紹介するのであれば、

なと思います。

同日、同場所において開催されるＹＯＳＡＫＯ

交通事故の場合、交通死亡事故の場合は警察

Ｉ祭り、その他の事業も一緒に触れてしてほし

主体で消防、行政、地域、学校など関係者に集

かったなというふうに思います。どこが情報提

合していただいて現場診断をするんだと、交通

供したのかわかりませんけれども、垂水市の主

事故も河川事故も一緒だと思うんです。人の命

催事業であろうが応援事業であろうが、チェス

がなくなっとるんです。再発防止を図るために

ト行け提案事業だろうが、事業の目的は垂水市

は、そこで何か対策をとらなければいけない、

を盛り上げるため、また垂水市の交流人口をふ

現場診断をすることによって何かヒントが得ら

やして、経済効果に少しでも貢献しようという

れるかもしれないということで、ぜひとも今回、

のがこの目的であります。広報する機会がある

もう４人の犠牲者が出てるわけですから、機会

のであれば、時間の許す限り流してほしいとい

を持って現場を見ていただいて、現場のところ

うこと、そして多くの観光客を垂水市に入れ込

でどうしたらこの事故は防げるんだということ

んでほしいということをお願いしておきます。

をしっかり検討していただく、この現場診断も

このことは、今後こういうことがないように
連携を図れればなと思っておりますので、よろ

検討していただければなと思います。
本来では、これについても聞こうと思いまし

しく。
一つだけ観光課長、確認しておきます。この

たけど、あえてやめておきます。
時間がありませんので、３問目に行きたいと

ラジオの中で、「たるみずふれあいフェスタ
2015秋の産業祭」は２日間にわたって開催する

思います。
いよいよ国民文化祭、迫ってまいりました。

ということを紹介していましたが、それでよろ

私、冒頭で「開催日まで54日間」とお話しまし

しいかどうか、一言で結構です。

たけれども、どうも１日間違いまして「53日」

○水産商工観光課長（髙田 総） 本年度の産

ということですので、「開催まで53日」という

業祭についてでございますが、２日間開催する

ことで訂正していただきたいなと思います。

予定としております。

この２問目で聞きたいのは、先日、日曜日で

従来の産業祭の形といたしましては、11月１

す。11時台のＭＢＣのラジオ、垂水市の国民文

日の日曜日のみ、10月31日につきましては国民

化祭の事業の紹介をしていたところをたまたま

文化祭のイベントやよさこいの皆様の支援とい

聞くことができました。

う形で開催したいと思います。産業祭の開催は

垂水市で、国民文化祭の中で「たるみずふれ

国民文化祭やよさこいの皆様の誘客にもつなが

あいフェスタ」を10月31日、11月１日の２日間

りますので、連携して取り組んでまいります。
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がどっから来たの、垂水によくいらっしゃいま

以上でございます。
○堀内貴志議員 ありがとうございます。昨年

したね、今回よさこいがある、よさこいの踊り

１日のみの産業祭、ことしは２日間にわたって

子たちを見て、踊りよかったよ、衣装きれいだ

やると、なおかつよさこいの祭りもその日同日

ね、元気があるね、そういう声かけで垂水市民

２日間にわたって開催されるということですの

の温かさが、心の温かさが伝わってくるものと

で、多くの人が垂水に入ってくるものと思って

思っております。
国民文化祭まで残り53日間ということですが、

おります。
これまで鹿児島県に訪れる観光客というのは、

開催まで行政の担当される、事業を担当される

鹿児島市、指宿市、知覧を中心に薩摩半島に来

所属の方は、あらゆる場所で説明会があると思

ていた方がほとんど、大隅半島は一度も訪れて

います。市民やスタッフに対して説明会がある

ないという方々が、この国民文化祭あることか

と思いますので、ぜひとも垂水市を訪れる方々

ら大隅半島に訪れるんだという人も多くおられ

に温かい声かけをしていただきたいということ

る。

で要望としておきます。

特に「第14回ＹＯＳＡＫＯＩ九州中国祭りｉ

最後、18歳以上につきまして、一言、教育長、

ｎたるみず」においては、西日本最大級のよさ

高校生はいろいろ取り組んでおりますけれども、

こいのブランド名がついている。このブランド

小中学生については、この18歳以上の改正、何

名がついておるから踊り子たちも大隅半島に入

か教養する点はあるのかないのか、その点だけ

るんだと、垂水に来るんだという方がほとんど

一つ聞いて終わりにしたいと思います。

です。大隅半島初上陸、垂水初上陸です。こう

○教育長（長濱重光） 今回、御案内のとおり、

いう踊り子たちの、踊り子たちに限りません。

公職選挙法の一部改正によりまして、選挙権が

来るお客さんに対して、他のイベントもそうで

18歳以上に引き下げられたところ、中学校にお

すけど、多くいらっしゃる、このようなお客さ

きましては、民主政治と政治参加という部門で

んを何とか垂水を好きになってもらいたい、こ

十分に学ばせるようになっておりますが、今後

れが今回の大きな国民文化祭の目的ではないか

この18歳以上に引き下げられたことの趣旨を中

なと思います。垂水市に来ていただくリピー

学校の段階から、早い段階から、欲を言えば小

ターになってほしいんだということです。

学校もですけれども、早い段階からその意義等

そのために何が必要かというと、やっぱり垂
水流のおもてなしの心だと思うんです。じゃ、

を教える、そして早い段階から啓発を深めるこ
とが大切だというふうに思っております。

おもてなしの心って何なんだといいますと、垂

今後、関係機関とも連携を図りながら、主権

水市の既存の観光地、史跡を見て満足してもら

者として民主主義社会における社会参画、また

う。垂水市は豊富な食材があるんです。魚、肉、

政治に参加することの意義等を十分学校で指導

野菜、果物、温泉水、これを見て、食べて、飲

するように努めてまいりたいというふうに考え

んで満足してもらう、これが一番大事なことな

ております。
以上でございます。

んです。そして何よりも、市民の心の温かさに

○堀内貴志議員 ありがとうございます。ぜひ

満足してもらう、これが一番大切である。
そのことはどうやって達成できるかといいま

ともこの18歳以上ということで年齢が引き下げ

すと、声かけ一つだけで達成できると思うんで

られたということですので、高校生については

す。垂水を訪れた方、観光客を見たら、皆さん

文科省が投票率向上につなげるために副教材を
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作成して、模擬投票を各地で実施する方針を決

通行どめとなり、市民生活に大きな影響が出ま

めているということです。小中学生にはまだな

した。
また、８月15日には、桜島の噴火警戒レベル

いということですので、小中学生にもしっかり
とした教養、政治参加への強い自覚というのを、

が４に引き上げられ、予想できなかったことが

一朝一夕に18歳になってからできるものではあ

発生し、安心安全対策になお一層強化しなけり

りません。今投票率も年齢が低いほど投票率が

ゃならないと思い知らされました。

悪いということですので、ぜひとも小中学校か

それでは、質問いたします。

ら機会あるごとに政治に参加する強い自覚を持

さきの６月議会で篠原議員が旧鉄道跡地の浜

たせることが大切だと思いますので、ぜひとも

平トンネルについて利活用はできないか質問さ

御協力をよろしくお願いしたい。

れました。答弁では、トンネル内の老朽化が進

最後に、投票率がアップするということを訴

み、利活用は難しいとのことでしたが、小浜・

えまして、本日の質問を終わらさせていただき

牛根麓間のトンネルは避難道路として利活用で

ます。ありがとうございました。

きないか現状をお聞かせください。
次に、災害時の生活用水について、これまで

△発言の申し出について
○議長（池之上誠） ここで、水産商工観光課

私は災害時に生活配水については再三質問して

長から発言の申し出がありますので、これを許

まいりました。そして、災害のときにおける井

可いたします。

戸所有者と垂水防災井戸協力の家の制度が６月

○水産商工観光課長（髙田 総） 先ほど感王

からスタートしました。今回、深港で発生しま

寺議員への答弁の中で、「救急救命士の資格を

した土石流で、集落水道が使用不能となり、防

持った職員」と答弁いたしましたが、「救急法

災井戸協力の家の３家庭の方々が井戸水を提供

の心得のある職員」へ訂正をお願いしたいと思

されたと聞いています。住民の方によく話を聞

います。申しわけございません。

きますと、今回は集落だけの災害でありました

○議長（池之上誠） 次に、10番、北方貞明議

が、大きな災害であれば、車等が給水し、運べ

員の質問を許可いたします。

る広い公共施設での給水場所があればもっとよ
いという話を聞きました。

［北方貞明議員登壇］
○北方貞明議員 昼の眠い時間帯に入っており

そこでお尋ねします。校区単位の公民館、あ

ますけれども、目は閉じても結構です。耳だけ

るいは小学校等に災害時の生活配水設置はでき

は立てておっていただければ幸いと思います。

ないかお聞かせください。
2020年スポーツの祭典について、まず国民体

安全安心について質問させていただきます。
垂水市では、市民の生命、財産を守るため、

育大会についてお尋ねいたします。

安心安全対策に対し危機管理監を置き、情報収

皆さん御承知のとおり、2020年は東京オリン

集に力を入れ、災害対策本部の設置もいち早く

ピック・パラリンピックが開催され、鹿児島県

されておるようでございます。安心安全対策に

においては第75回国民体育大会が1972年、昭和

全庁で取り組んでおられることを感謝申し上げ

47年に開催されました太陽国体以来２度目の開

ます。

催となります。

しかしながら、災害は予想できない想定外の

太陽国体のときには、同僚議員であります川

災害が発生することが多々あります。６月24日、

畑議員、篠原議員が炬火ランナーとして、小浜、

牛根地区深港で発生しました土石流は、国道で

桜島間にリレーで出場されたと聞いております。

－68－

太陽国体のときは、本市ではウエイトリフテ

につきましては、国鉄清算事業団と協議する中

ィング競技が開催され、これまで地元でなじみ

で、事業計画を申請し、その計画に基づき平成

のなかった競技でありましたが、地元垂水高に

元年10月より土地購入が開始されているようで

ウエイトリフティング部が結成され、猛練習の

す。

もと、国体選手を送り出すことができました。

その後も年次的に事業計画についての協議が

そこでお尋ねいたします。2020年の国民体育

なされているようですが、平成５年３月26日付

大会で本市で開催されるフェンシング競技、公

で、市長より清算事業団へトンネル部分の封鎖

開競技の綱引き競技についての取り組みについ

工事の依頼がされております。
その内容は、トンネル部分については一部使

てお聞かせください。
次に、東京オリンピック・パラリンピックに

用しているところもありますが、ほとんどが廃

係る聖火リレーについて、私ごとですが、1964

止状態のままです。安全管理上の面から見ても

年、昭和39年に開催されました第18回東京オリ

問題があるため、一部のトンネルを除き全て封

ンピックの入場式を国立競技場で見る機会に恵

鎖していただきますよう、よろしくお願いしま

まれました。最終ランナーの坂井選手が競技場

すというものでございまして、封鎖の方法も完

に姿をあらわしたときはどよめきが起こり、そ

全封鎖となっております。
このように旧大隅線跡地利用の事業計画の中

の広がりは大音響となりました。白煙をなびか
せ、私の見ている第２コーナーの前を走り抜け、

では、当時から安全面を考慮され道路整備計画

聖火台の階段を一気に駆け上がって聖火台に点

がありましたが、トンネル部分は一部を除き計

火したときの興奮と感動は今でも鮮明に記憶し

画に入ってなかったようです。
また、この城山トンネルは、昭和46年２月に

ております。
オリンピックの花である聖火リレーを私は垂
水市民と味わいたく、また青少年に夢と希望と、

竣工しておりまして、建設後44年が経過してい
るところでございます。
トンネルの有効活用については、議員の言わ

そして勇気を与えるとともに、スポーツの普及

れますように、避難道路として使えるようであ

につなげていきたいと思っています。
東京オリンピックの聖火リレーが大隅の垂水

れば地域にとっても災害時の安心安全につなが

を駆け抜ける光景を夢見、質問いたします。聖

ると考えられます。しかし、通行を許可すると

火リレーに関する関係機関の情報がわかれば教

なりますと、まず安全が第一と思いますが、こ

えてください。

のトンネルは延長が2,159メートルもありまし
て、トンネル内には当然のことですが照明施設

１回目の質問は、これで終わります。
○土木課長（宮迫章二） 御質問のトンネルは、

はなく、湧水もありますが、トンネル内の排水

牛根麓から脇登に通じる城山トンネルのことだ

が詰まっているため、入り口付近は全体的に水

と思いますが、このトンネルを災害時に避難道

が流れてきており、通行するには支障があると

路として利活用ができないかという御質問につ

考えられます。しかもトンネル自体の老朽化で

いてお答えいたします。

安全性の担保ができませんので、利活用は難し

この旧大隅線の問題につきましては、平成27

いと考えております。

年６月議会で篠原議員にもお答えしております

以上でございます。

が、旧大隅線は、昭和62年３月に廃止され、同

○総務課長（中谷大潤） 続きまして、災害時

年４月に国鉄が民営化、その後、鉄道跡地利用

の生活用水として、校区単位の公民館、小学校
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に生活用水の供給施設はできないかとの御質問

ざいますので、普及させることが最重要課題で

でございますが、校区単位の公民館や各小学校

ございます。

への井戸の整備につきましては、これまでも再

このようなことから、平成27年５月７日に県

三、北方議員から一般質問がありましたが、井

議会議員堀之内芳平氏を会長に７名で組織しま

戸掘削やポンプ等の事業費など、相当の経費を

す垂水市フェンシング連盟を設立いたしました。

必要としますことから、現在のところ整備する

総会を開催いたしまして、連盟規約の制定や役

計画はございません。

員選出並びに今後の活動などについて協議をい

整備しないことの代替としまして、市内全域

たしました。

の井戸水保有家庭と災害時の生活用水提供家庭

普及活動につきましては、去る８月29日、中

としての協定を本年締結し、垂水市防災井戸協

央運動公園体育館におきまして、県立鹿児島南

力の家制度を開始しておりますので、断水時に

高等学校フェンシング部の御協力によりまして、

おいては、今後この協定を活用してまいりたい

小学校４年生から中学生までの14名が参加をし

と考えております。

てフェンシング教室を開催いたしました。

議員仰せのとおり、さきの深港川の土砂災害

当日は、実際に防具を着用し、実践形式で行

におきましては、１週間にわたる簡易水道の断

いましたが、最初は戸惑っていた児童生徒もな

水期間中、深港振興会における防災井戸協力の

れるに従い、機敏な動きが徐々にできるように

家は２軒ございまして、ほかに協定締結家庭で

なり、中には大変素質がある児童もおり、継続

はなかったもう１軒も協力されて、３つの井戸

して取り組むよう働きかけていきたいと考えて

を地域住民が生活用水として利用され、地域の

おります。
なお、先日、本市ホームページにおきまして、

防災力向上や地域で協力する共助につながって
おります。

新たに国民体育大会フェンシング競技に関する

○社会教育課長（森山博之） 2020年スポーツ

情報コーナーを設け、今回のフェンシング教室

の祭典について、国民体育大会フェンシング競

の取り組みについて掲載し、周知を図ったとこ

技及び綱引き競技の取り組みについてお答えを

ろでございます。
続きまして、綱引き競技でございますが、平

いたします。
議員御承知のとおり、平成32年開催の国民体

成27年５月27日に垂水市におきまして実施され

育大会におきまして、本市ではフェンシング競

ることが決定され、市長からの諸般報告にもあ

技並びに公開競技であります綱引き競技が決定

りましたとおり、去る８月11日に県綱引き連盟

をいたしました。

の競技会場視察が行われたところでございます。

フェンシング競技につきましては、平成26年

本競技は、昨年度開催の長崎大会まではデモ

11月26日、中央競技団体役員の正規視察が行わ

ンストレーション競技として開催されておりま

れ、市の概要並びに体育館、キララドームなど

したが、今年度の開催から公開競技として実施

の施設の説明を行いました。その後、審査検討

することとなっております。

が行われ、垂水中央運動公園体育館におきまし

いずれの競技につきましても大会運営並びに

て競技されることが決定されたところでござい

施設の整備等につきまして、万全を期して準備

ます。

を進めてまいりたいと考えております。

フェンシング競技につきましては、競技人口

続きまして、東京オリンピック・パラリンピ

が少なく、本市におきましては未普及競技でご

ック開催に係る聖火リレーについてお答えをい
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オリンピック・パラリンピックに対する窓口が

たします。
東京オリンピック・パラリンピックの開催に

設置されておらず、情報を得にくい状況ではご

係る聖火リレーにつきましては、前回1964年に

ざいますが、引き続き情報の収集に努めてまい

開催されました東京オリンピックの聖火は、全

りたいと考えております。
以上です。

都道府県を回ることを前提といたしまして４つ
のコースが設定され、開催地であります東京へ

○北方貞明議員 土木課長にお伺いいたします。
答弁は老朽化が進むということは、さきの６

聖火を運んでおります。
鹿児島県体育史によりますと、本県もコース
の出発点の一つとなり、ギリシャのオリンピア

月議会の答弁と一緒だろうとは思っておりまし
た。

の遺跡で点火され、13カ国を空輸し、沖縄から

そこで、確かに老朽化はしとるわけなんです

聖火を受け継いでおります。その後、鴨池空港

けども、今こういうふうに桜島云々の問題もあ

から県庁、伊集院北小学校、阿久根駅前等64区

ります。こういうことを考えたら、やはり調査

間でリレーされ、熊本県へ手渡された記録が残

することは、まず優先じゃないかと思っており

っております。

ます。

2020年東京オリンピック開催に伴います聖火

先ほども堀内議員の答弁にも、もし国道が封

リレーにつきましては、東京オリンピック・パ

鎖したらどうなるかというようなこともありま

ラリンピック競技大会組織委員会によりますと、

した。そのようなことが起きた場合は、それこ

現在、1964年に開催されました東京オリンピッ

そどうすればいいのかということで、やはりそ

クや1998年に開催されました長野オリンピック

のトンネルは調査をしておくべきじゃないかと

など、過去の大会における聖火コースを見直し

思うんですが、そのような調査の予定はあるの

ている段階であり、来年開催されますリオオリ

かないか、聞かせてください。

ンピック後にどのようなコースがよいか検討を

○土木課長（宮迫章二） トンネルの予定はな

行うとのことでありました。

いのかということでございますが（発言する者

また、聖火コースの決定につきましては、同

あり）トンネルの調査の予定はないかというこ

組織委員会が示しております大会開催基本計画

とでございますが、実は、これは平成５年度、

に基づき、組織委員会が行うことであります。

いわゆる８・６水害の当時、国道220号の牛根

この基本計画の主要目標に東日本大震災から

麓から海潟小浜間はたび重なる豪雨で土砂崩れ

の復興が盛り込まれておりますことから、岩手

などの災害が頻繁に発生しておりまして、それ

県、宮城県、福島県を通過するコースが選ばれ

に伴う通行どめで生活道路寸断等の影響が深刻

る可能性が高いことは予測できるところでござ

になっていました。

います。このほかコースにつきましては、観光

そのため、同区間を結ぶ旧国鉄大隅線城山ト

名所や文化遺跡を巡るコースとしたい考えが示

ンネルの活用を求める声が出されていました。

されております。

そのような状況のもとで、災害時における交通

なお、聖火リレーのコース発表につきまして

手段の確保を目的として城山トンネルの現状を

は、大会１年前の2019年７月ごろで、リレーの

調査し、活用方法を概略検討する委託がされて

開始は2020年春ごろの予定であると承知してお

おります。
その内容は、トンネル変状調査として、コン

ります。
また、鹿児島県におきましては、現在、東京

クリートのクラック調査、漏水、湧水調査、坑
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口周辺調査を行い、湧水の流末処理や現道との

えてきております。

取り合いなどの検討をし、トンネルの利用が可

それで、今回３軒のうちの１軒がオーバー

能かどうか３案程度の活用方法を考察されてお

ヒートした、モーターがオーバーヒートしたか

ります。

知りませんけども、使用不能になって使えなく

調査の結果は、大小のクラックがほとんど全

なったということも聞いております。そういう

線で見られ、その中には構造的な変状と見られ

ことで、やはり近所であっても、やっぱりそう

るものもあり、湧水や滴水を伴う亀裂やコンク

して個人間でもらいにくい場合もあります。だ

リートの劣化、剥離、抜け落ち等が認められる

から住民の方が言われるように、公共の場にそ

箇所も確認されております。

ういう施設があれば本当に助かるんだがという
ことでした。

調査については以上でございます。
○北方貞明議員 平成５年の８・６水害のとき

そこで、学校とか公民館といえば教育委員会

調査されたということですけども、今先ほども

ですかね、所管が。そういうことでいろいろの

言いましたように、桜島、ああいう状態であり

立場で難しい面があるかと思いますけれども、

ます。再度調査をして、災害の避難道路で使え

それは庁舎内で、またできるのか、またそれは

るように、私たちも議員として桜島火山特別委

やはり文科省なんかに問い合わせないとできな

員会としても、やはりこれも垂水の住民を守る

いのか、そういうのをよく勉強していただいて、

ためには、やはりこのトンネルも委員会でも運

できることならそういう皆さんが使える公共の

動して展開していかなくちゃならないと思って

場に設置できないか、もう一度検討、教えてく

おるところです。だから執行部のほうも国のほ

ださい。

うに、こういう要望を、災害道路として要望を

○総務課長（中谷大潤） 今協力家庭へ何か迷

していくように、この件はもう要望にとどめて

惑をかけるようで利用しづらいような質問でし

おきます。よろしくお願いいたします。

たけども、この井戸協力の家におかれましては、

次に、生活道路のことなんですけども、私は

協定締結時に地域住民への提供、これを承諾さ

先ほど３人の協力家庭と言いましたけど、実際

れておりますので、利用される住民は議員仰せ

は２カ所であって、１カ所は協力をまた、家庭

のとおり、少々心苦しいかもしれませんけども、

では協力家庭ではなかったけども協力されたと

その辺はトイレ、ふろ水は日常生活に欠かせな

いうことで、こういうような協力体制ができる

い生活用水ですので、ある程度割り切って利用

というのは、本当地域がまとまっているんだな

していただければと考えております。

と思ってはおります。そういうことで、一層こ

また、協力の家の方も共助の観点から申し出

の協力家庭もこれからもふやしていかなくては

られたことなので、そのことで、もらいに来ら

ならないかなと思っておるところです。

れる人を不快に感じられることはないかと考え

そこで、私はいつも生活道路、生活用水のこ

ております。

とで聞くわけなんですけども、１人１日当たり

また、公民館単位で整備したとしても、時間

生活用水で使うのが１人200リッター、結局ド

のロス、労力など、利用される人の負担を考え

ラム缶１本ぐらいは使われるということを私は

ますと、近隣の協力の家を活用されるほうが効

今まで聞いておるんですけども、だからこの協

率的であろうと考えます。

力家庭ではそれぐらい、その量がそれだけもら

それから、学校の井戸水ということも今お話

えないと、そしてもらいにくいという話も聞こ

ありましたけども、現在総務課のほうで把握し
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ておるのは、牛根小と松ヶ崎小が飲料水として、

交流人口を増し、町の活性化にもつながると思

境小はプール用として井戸を利用しているとい

っておりますが、今後の取り組みについてわか

うことですので、断水時に生活用水として利用

る範囲で教えてください。

させていただける水ではあるかと思いますので、

○社会教育課長（森山博之） それでは、今後

今後教育委員会と検討してまいりたいと考えま

の展望についてということで御質問にお答えを

す。

いたします。

○北方貞明議員 この井戸水のことは再三私も

まず、フェンシング競技につきましては、先

質問しておりますので、また同じことを繰り返

ほど答弁をさせていただいたとおり、既にフェ

すことになりますので、このあたりで質問を終

ンシング連盟を設立いたしましたので、今後は

わります。

県フェンシング連盟との連携強化を図り、普及

それでは、2020年のスポーツの祭典について

活動の充実並びに技術の向上を目指してまいり
たいと考えております。

お伺いいたします。
国民体育大会、体育祭は我が垂水でフェンシ

去る８月29日に初めて開催いたしましたフェ

ングと公開競技の綱引きが実施されるわけです

ンシング教室に参加をした児童生徒からは、思

けれども、今課長からのお話では、フェンシン

ったより難しい競技でしたが、とても楽しいス

グ連盟も設立した、そしてフェンシング教室を

ポーツでしたとの感想もあり、今後は引き続き

して、南高校の協力によってフェンシング教室

教室を開催し、選手の発掘と育成に努めてまい

も開かれて、将来が有望とするような生徒もお

りたいと考えております。

ったというようなのを聞きましたけど、本当に

また、組織委員会につきましては、今後フェ

そういう有望な選手が垂水から生まれたら非常

ンシングクラブの設立を視野に入れて、指導者

にうれしいわけなんですけれども、その辺を一

の依頼、あるいは防具、機材等の整備を行い、

生懸命まず取り組んでください。

競技環境の充実も図ってまいりたいと考えてお

そしたら、２回目の質問に入りますけど、現

ります。

段階でそういうことは今お聞きしました。太陽

加えまして、議員御指摘のありました垂水高

国体で本市で実施されたウエイトリフティング

等学校の部の設立につきましては、競技の活性

は、今では垂水高校では行われておりません。

化が図られると同時に、入部を目的とした入学

垂水高校は現在生徒数が年々減少して、また本

者の増加につながることも期待できますことか

市では交流人口等々の対策によって取り組んで

ら、同校に対しまして働きかけを行ってまいり

おられます。このフェンシング競技を機会に、

たいと考えております。
なお、本競技に係ります選手並びに役員につ

まちおこしに生かせると思っております。
私の知っている限り、県内では先ほど言いま

きましては、中央競技団体よりおおむね選手役

したように、フェンシング部は県立の南高校で

員440名との報告をいただいており、観戦者を

あると今までは認識しておったんですけども、

含めますと約1,000名を超える交流人口が見込

今年、私立の鹿児島高校でも部ができたと聞い

めるのではないかと考えております。

ております。垂水高校にフェンシング部、また

次に、綱引き競技でございますが、１本の綱

あるいは垂水中央中学校にフェンシング教室、

を、長さ33メートル、幅90センチのレーンの上

またあるいは部ができれば、垂水高校への入学

で双方が１チーム８名で引き合う、大変シンプ

者もまた増すんじゃないかと考えております。

ルな競技でございます。
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本市では現在、垂水市子供会育成連絡協議会
が毎年12月の第１週の日曜日に綱引き大会を実

で一丸となってやっていけたらなと思っておる
ところです。

施しており、国体開催の決定を受け、これまで

そこで、今後、今そのおもてなしの準備は少

以上に本競技に対する関心は高まるのではない

女少年隊がもう既に活躍されておるわけですけ

かと考えております。

れども、ほかにこういうような活動がもしあれ

県内には男女11のチームがございますが、今

ば、もしどこかでそういう活動されている団体

後は県綱引き連盟と連携を図り、市民の皆様に

があればひとつ教えていただければと思ってま

実際競技を観戦していただく機会を設けるなど、

す。

普及に努めてまいりたいと考えております。

○社会教育課長（森山博之） 国民文化祭では、

また、円滑な国体運営を図る必要があります

御承知のとおり、おもてなし少女少年隊を結成

ことから、既に設置しております自治体もあり

してＰＲ、あるいは皆さん方への観光情報案内

ますが、国体準備室の検討も行ってまいりたい

等を実施をしております。まだ国民体育大会は

と考えております。

開催が決定をしたばかりでございます。国民文
化祭の実績を十分踏まえ、非常に有効な手段で

以上です。
○北方貞明議員 ２点目のお答えの中で、垂水

あるというふうに考えておりますので、今後は

高校に部の設立に働きかけていくというふうな

そういったおもてなし隊の結成というのは検討

答弁をいただきました。まさに前回の国体のと

をしてまいりたいというふうに考えております。
以上です。

きも、それこそウエイトリフティング部ですか、
重量挙げがなじみじゃなかったんだけども、国

○北方貞明議員 最後の質問というか、オリン

体選手を送り出すことまで垂水高校は選手が出

ピックに対しての質問をさせていただきます。
先ほど課長は県のほうに問い合わせたけども、

たわけですから、今回もまだ全然ゼロの状態と
思いますけれども、あと５年あると思いますけ

まだ東京オリンピックに対して県のほうでそう

ども、この５年が短いのか長いのかちょっとわ

いう窓口がないということを述べられました。

かりませんけども、この５年の間に選手を育成

窓口がないということは、課長が努力されて、

し、我が垂水市から選手が国体に出れるように、

東京オリンピック組織委員会等なんかに問い合

部の設置を図り、選手の強化に図っていってい

わせて聞かれたんでしょうか。そのような気が

ただければと思っております。

しましたので、本当大変なお仕事をされたんだ

そして交流人口に対しても440でしたかね、

と思っております。これからもこの問題につい

選手、役員で、それで関係者、観客を入れ

てはそういうふうな本部とも接点ができたわけ

1,000名以上が垂水に来られること、交流人口

ですから、どんどん前へ進んでいってほしいと

に対しても大変すばらしいなと思っております。

思います。

そして綱引きは人的な、観客的なことは述べ

その中で、答弁の中で、聖火リレーをまた前

られてませんでしたけど、これにプラスアルフ

回のよりは見直すということと、そして来年の

ァということは、かなりの方が垂水に訪れられ

リオデジャネイロのオリンピック後検討を行う、

るということで、垂水の交流人口もかなりよく

そして聖火リレーの発表は大会１年前というふ

なるんじゃないかなと思っておるところです。

うに述べられ、この３点だったかな、大きなの

市のほうもこの交流人口を生かし、いろいろな

述べられましたけど、聖火リレーは大会１年前

施策をとって最高のおもてなしを我が垂水市民

ということですけども、発表は。その発表の前
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に各都道府県が出発点の誘致合戦が恐らく始ま

ために何とかしようという、その思いを達せら

ると思います。ということは、さかのぼってい

れたら、市長に対しては垂水の活性化に対して、

けば、もう来年あたりから、ひょっとしたらこ

もし思いがあればお聞かせ願いたいと思ってま

としあたりから既にもうこの誘致合戦は水面下

す。
以上。

で始まっておるんじゃないかなと思っておりま
す。だから、私たち、我が垂水１自治体では大

○教育長（長濱重光） 北方議員の御質問にお

変難しいと思いますが、大隅全体でこういうの

答えいたします。

を取り組み、また県全体で取り組んで、その中

聖火リレーの誘致につきましては、先ほど社

でこの我が垂水の大隅路を走り抜けるように皆

会教育課長が答弁したとおりでございます。

さんとともに努力していってほしいなと思って

コースの決定は東京オリンピック・パラリンピ

おります。

ック競技大会組織委員会が行い、その基本計画

争奪戦と言いましたけれども、前回の東京オ

に東日本大震災の復興が盛り込まれております

リンピックのときは、九州では長崎と鹿児島と

ことから、岩手県など東北３県を通過するコー

宮崎が名乗りを上げまして、そして長崎が落ち

スが選定される可能性は高いものと現時点で推

て、鹿児島と宮崎から、鹿児島は３号線を通っ

察いたしております。

て日本海のほうを通って東京へ、そして宮崎の

しかしながら、先ほど北方議員がお話されま

ほうは太平洋沿岸を四国紀伊半島を通って東京

した東京オリンピックを見学されましたことや、

へ、また東のほうからでは、札幌を起点にし、

昭和33年のアジア大会での聖火リレーを見られ

札幌で日本海側と太平洋側に分かれて東京を目

ましたこと、また、昭和47年に開催されました

指したというふうな、鹿児島県の課長が言いま

国民体育大会におきまして、同僚議員が炬火ラ

した体育史に載っておりました。私もそれを見

ンナーとして走られるなど、大変身近で聖火、

ました。

炬火に触れておられ、その感動や興奮を今も鮮

そういうことで、これからはかなり争奪戦が

明に記憶されておられますことは、少年期に受

始まると思っております。私はこの大隅半島を

ける感動は強く印象に残り、心の財産となって

走っていただくためには、オリンピックの聖火

おられるのではないかと感じたところでござい

は平和の火とも言われております。そして、そ

ます。

の平和の火という形で長崎県も名乗りを前上げ

聖火リレーのコースの誘致につきましては、

たと、ちょっと小耳に挟んでおります。そうい

１自治体で要望活動を展開することは大変難し

うことで、長崎県をとられたら、なかなか我が

い面がありますが、この大隅路を聖火リレーが

この大隅路は走られる可能性は低下すると思い

走るとなりますと、議員も今お話されましたよ

ます。

うに、児童生徒を初め、市民の皆様にも深い感

そこで、平和の火、それを日本縦断できるよ
うに、縦断させる、大隅佐多岬から東京へ、そ

動と勇気と希望を与えることができるのではな
いかと考えております。

して北海道は宗谷岬から東京へと、そういうよ

また、さまざまなスポーツに熱心に取り組ん

うな構想をすれば、必ずや我がこの垂水の町を

でおられます選手にとりましても、大きな夢を

走り抜けると思っております。

与えてくれると同時に、競技に対する関心を高

そこで教育長、教育委員、教育長の考えとし

め、また、技術の向上にもつながるのではない

て、ひとつ私が言った大隅を走らす、青少年の

かと考えております。あわせて、垂水市の活性
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化にも貢献できるのではないかというふうに考

昭和33年５月10日付のこの市報に載っておりま

えております。

す。それでちゃんと写真には、この聖火ラン

このようなことから、北方議員の御発言のと
おり、この大隅路を聖火リレーが走りますこと

ナーが垂水中央部を聖火が進むというふうに、
ちゃんとここにも載っております。

の意義は大変大きなものがあると感じておりま

そういうことで、アジア大会で我が垂水を走

す。今後、組織委員会、県の動向等を注視しな

ったんだという思いがあったものですから、今

がら情報収集に努め、対処してまいりたいとい

回の５年後のオリンピックも先ほど言いました

うふうに考えております。

佐多岬から我が垂水市を走れるように、これか
ら皆さんとともに運動していけたらなと思いが

以上でございます。
○市長（尾脇雅弥） 北方議員の質問にお答え

あってこういう質問をしてます。
大変この問題は難しいことと思っております。

をいたします。
オリンピックの年の２カ月後でしょうかね、

しかし、挑戦するしがいはあるんじゃないかな

国体が鹿児島でありますので、そういう意味で

と思っておりますので、皆さんと一緒にこの運

は非常に機運も盛り上がっていると思います。

動を盛り上げていけたらいいなと思っておりま

ただ、今教育長がお答えしましたとおり、垂水

す。どうかよろしく御協力のほどをお願いして

市だけでどうこうということではありませんの

私の質問を終わります。

で、大隅４市５町の首長の皆さん、あるいは県

○議長（池之上誠） ここで暫時休憩します。

としてどう考えるかというところも相談をしな

次は、２時45分から再開します。
午後２時32分休憩

がら協議してまいりたいというふうに思ってお
ります。

午後２時45分開議

○北方貞明議員 私も１自治体で、我が垂水で
できる問題ではないと、私も十分それは認識し

○議長（池之上誠） 休憩前に引き続き会議を

ております。

開きます。
14番、川畑三郎議員の質問を許可いたします。

その中で、私はなぜこのようなことを思い出

［川畑三郎議員登壇］

したかといいますと、さかのぼれば第３回アジ
ア大会のとき、皆さんも御記憶の方がおられる

○川畑三郎議員 鹿児島気象台は、７月６日ご

かもしれませんけども、第２回アジア大会がマ

ろ、奄美地方、７月14日ごろには九州南部が梅

ニラであって、それでマニラからその聖火が沖

雨明けしたとみられると発表がありました。九

縄に来て、沖縄から山口の岩国に来て、岩国か

州南部と奄美地方の間に前線が停滞し、また、

ら今度は鹿屋高校のところに、その日のうちに

上旬に台風の影響を受けたことから、梅雨明け

運ばれてきとるんですよね。そして、あくる日、

がやや遅くなったと報道されております。
降水量は九州南部地方は平年を大きく上回り、

我がこの垂水路をそのアジア大会の聖火が通っ

鹿児島市は1,830ミリの平年の２倍を超える降

ておるわけです。
それも皆さんも御存じと思いますけど、垂水

水量でありました。降水量からして、垂水市の

市報にちゃんとそこらへん載っておりました。

災害箇所が少なかったのは幸いなことでありま

鹿屋を出発したときは雨が降っとったけども、

した。
８月15日、桜島を震源とする火山性地震が多

その間に晴れて、我が垂水市を通過し、桜島口
で鹿児島側に渡したという記事が載っています。

発し、山体の膨張した状況が続き、火山活動が
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一層活発化し、大規模な噴火が予想され、噴火

したが、これまでの噴火警戒令ベル３から、４

警戒レベルを３の入山規制から４の避難準備に

になったわけですけど、これは2007年に噴火警

引き上げられました。

戒レベルの発表が始まって以来、初のレベル４

大きな噴石や火砕流への厳重な警戒を呼びか

ということでございました。

け、鹿児島市は、火口麓の有村町全域と、古里

このレベル４の引き上げに伴い、鹿児島市は

町、黒神町の一部の51世帯、77人に避難勧告を

11時15分、災害対策本部を設置し、11時50分、

出し、３カ所を避難箇所として開設、消防車輌

島内３地区住民に対する避難住民情報、それか

で住民の移送をされました。

ら、島内３カ所に避難所開設、同日午後４時50

５月29日には屋久島、口永良部島の新岳が爆
発し、火砕流が発生、噴火警戒レベルが最高の

分、３地区51世帯77人に対し、避難勧告を発令
しております。
本市におきましては、この噴火警報の発表を

避難の５となり、全島民に避難指示が発令され、
現在も続いていて避難生活が続いております。

受け、直ちに安心安全係で情報収集体制を設置

火山大国の日本、どこかの火山が爆発をする

いたしました。ただ、気象庁が発表した避難準
備地域は、桜島島内のみで本市は入っておらず、

可能性があり、心配されます。
仰ぎ見る桜島、鹿児島のシンボルであります。

昭和火口及び南岳山頂火口から３キロ以内の有

今まで、降灰に悩まされてきている垂水市は大

村、古里、黒神町で島内全域に及んでいないと

きな被害を受けながらも、桜島と離れることが

いうこと、それから東桜島町と白浜に設置され

できません。現時点では警戒レベルも３となり、

た避難所は、火口からの距離が海潟、牛根麓よ

このままおとなしく、このまま火山活動がおさ

りも近い地点にあること、また気象庁によると

まってくれればと垂水市民みんなが思っている

垂水市方面が風下になっても降灰はあるが、噴

ことであると思います。

石はない、大正噴火のような大量のマグマの蓄

垂水市として警戒レベル４になってどう対処

積を示すデータもない、また、桜島フェリーは
通常運行、国道の通行規制もないこと、など総

されたのかお伺いいたします。
台風15号が８月25日に最接近し、熊本の荒尾

合的に判断しまして、垂水市では現状の情報収

市付近に上陸、九州を縦断していきました。午

集体制を強化し、引き続き警戒に当たることに

前３時前後から４時前後は暴風域に入っており、

しました。

強風が吹き荒れました。速度は早かった分、強

15日夜開催された、桜島火山防災緊急連絡会

風の時間が短かったため大きな被害をこうむる

議においても、県の担当者や京都大学、井口教

ことはありませんでしたが、台風の脅威を感じ

授から、垂水市の判断、対応は適切であるとの

たところでありました。

意見もいただきました。

薩摩半島では停電が続き、多くの被害が出た

次に、台風15号に関する通過前の対応でござ

地域もあったようであります。台風に備えての

いますが、ここ近年にない非常に大型で強い台

垂水市の対応はどうだったのかお知らせ願い、

風15号は、８月25日に本市へ最接近し、県内各

１回目の質問を終わります。

地に猛威を振るいましたが、発生当時はフィリ

○総務課長（中谷大潤） それではまず最初に、

ピン近海から、中国大陸へ進むと予想されてい

噴火警報発表直後の対応についての御質問にお

ました。
しかし、２つの高気圧に挟まれ22日フィリピ

答えいたします。
８月15日の噴火警報、10時15分に発表されま

ン近くでほぼ直角に北東へ進路をかえ、本土接
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その結果、３名の登録者が福祉避難所への避

近が予測されたため、安心安全係を中心に20日

難を希望されたため、24日午後６時ごろまでに、

に本格的な情報収集体制を整えました。
21日、第１回目の災害警戒本部会議を招集し

コスモス苑へ２名、華厳園へ１名の避難を完了

て、予想される進路、雨量、風速などの情報に

させました。なお、翌日にはそれぞれ自宅へ帰

ついて、職員に対する共有を図りました。九州

られております。

本土への上陸が予想され、また予測よりも発達

また、市内のグループホームや小規模多機能

し、暴風域が広がったため、24日午前、２回目

ホームなどの地域密着型事業所へは、災害警戒

の災害警戒本部会議を招集して、同日午後３時

本部が設置された旨の情報と、施設自体の避難

に災害警戒本部の設置、同時刻に牛根地区公民

の有無を確認し、牛根深港地区のグループホー

館、垂水市市民館、新城南地区憩いの家の３カ

ム、ゆうきのなぎさが避難することを希望した

所を自主避難所として開設することを決めまし

ため、受け入れ先のコスモス苑と協議の上、入

た。

居者８名、職員２名の計10名が24日午後５時ご

災害警戒本部の設置、自主避難所の開設、垂
水桜島フェリーの運航状況、国道220号の通行

ろに避難され、翌日の午前９時ごろ施設に戻ら
れました。
以上でございます。

どめ解除などの情報につきましては、防災ラジ
オ、防災無線、ほっとメール、ホームページ、

○川畑三郎議員 一問一答方式でお願いいたし

ＭＢＣデータ放送を活用して逐次発信に努めま

たいと思います。
桜島爆発の警報については、先ほども堀内議

した。
そのほか台風通過前の対応として、水産関係

員のほうで質問がありました。あとにも、森議

においては、両漁協とも養殖いけす及び漁船の

員もされるというようなことでありますけれど

避難等を早めに呼びかけております。

も、それだけやっぱりこの桜島に対する警戒と

垂水市漁協におきましては、養殖いけすを江

いうのはみんな持っていると思います。
今、総務課長のほうでお話がありましたよう

ノ島の東側へ移動、漁船は桜島の身体湾への避

に、避難準備という、４というのは、私も海潟

難を行いました。
牛根漁協におきましては、養殖いけすは位置

で今まで過ごしてきたけれども、初めてであっ

的に避難する場所がないため、被害対策等を十

て、音もしないのに何でだろうかなという大変

分に行った上、現状の位置で台風に備えられま

心配な中で、爆発はこういうとき起こるのかな

した。漁船は、牛根漁協の対岸に位置する桜島

と思ったりもしたんですけど、９月１日にレベ

の避難港へ避難されました。

ルが３になったということで、ほっとしている

農林課においては、農作物や農業施設等の事

ところです。

前対策、点検の実施と通過後の病害虫、事後対

ことしは、正月に桜島が大きな音を出して、

策の実施について、防災無線で呼びかけを行い

いかにも今爆発しそうな大きな轟音が、私の海

ました。

潟もですけど、垂水でも聞こえたと思います。

保健福祉課においては、災害警戒本部の設置

そういった状況と、今回の警報を考えたとき、

後、福祉避難所のコスモス苑、恵光園、華厳園

見方がどうなるのかなと、どんなふうに我々は

との受け入れ協議を行い、避難体制を確認した

それを察知すりゃあいいのかなと思ったりした

のち、要援護者台帳に登録されている68名の安

んですけれども、正月のあの勢いであれば、い

否確認及び避難希望確認調査を行いました。

かにも爆発しそうな状況でしたけれども、その
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のヘルメットを配布し、牛根麓、小浜振興会に

ときは何の報道もなかったと。
今、沖永良部の新岳の問題とか、長野と岐阜

おいては、住民を対象とした防災教室を開催し、

境界にあります御嶽ですね。そういった深い事

桜島の現状や雛計画を作成して、自主防災組織

情があって、みんな火山に対する意識を高く持

活動の充実を図りました。
それから、今後の対応についてということで

っているのかなと思ったところです。
これが、今後、今ちょっと恐ろしいんですけ

すが、気象庁は９月１日に４から３へ引き下げ

ど、こういう状況はついてくることを我々は特

を行っておりますけども、山体が膨張している

に垂水市民は今から降灰で悩まされるので思っ

状態に変わりはなく、今後も警戒態勢を継続し

てるのではないかと思っています。

ていきます。

総務課長のほうでいろいろ説明をしていただ

それから、桜島ではいろんな観測網が張りめ

きまして、それをあとでまた森さんもやるでし

ぐらされておりますので、この観測体制が整っ

ょうけど、今後、警報の発表から、現在までの

ておる、充実しているということは、本市にと

対応ですね。警報が出てからの対応はわかった

ってもとてもありがたく、心強く感じていると

んですけど、それとですね、３回目にしようか

ころです。

なと思ったんですけど、今後の対応、これをわ

それから、ハザードマップも市民へ配布して

かっておったら、があれば、まとめて一つ対応

おりますし、防災訓練も訓練しておりますので、

していただきたいんですけど。お願いします。

このハザードマップからの知識、それから訓練

○総務課長（中谷大潤） まず、噴火警報発表

の積み重ねはいざというとき役に立つはずと考

後からこれまでの対応についてでございますが、

えております。

まず市民への情報伝達としまして、直後の15日

今後も、警戒態勢を怠らず鹿児島市を含む４

には垂水ほっとメール、防災無線、市のホーム

市の湾奥会議、それから気象庁、それから国土

ページで噴火警報を発信し、防災ラジオでも割

交通事務所、京都大学との情報収集、情報共有

り込み試験放送で情報発信いたしました。

に努めてまいりたいと考えております。

職員に対しましては、17日に災害警戒本部会

○川畑三郎議員 ごめんなさい。この桜島の噴

議を招集して、想定される影響などの情報共有

火について、私のあとに池山議員がするように

を図りました。

なっております。私もやりますよということで

また、市民への対応としまして、消防本部と、

したので、済みません、森議員と堀内議員言い

牛根分遣所の職員により、牛根麓、海潟小浜、

ましたけど、一番この次の防災についてという

脇登地区住民の居住状況を区別調査して、地図

ことで池山議員もされるということで、もう私

上で確認し、避難計画の作成に取りかかりまし

もこの件については、あとにお任せをするとい

た。

うことで、あとは、この噴火レベルが３から４

大正大噴火時のようなマグマの蓄積がないこ

になったわけですけれども、市の対応はそれな

とや、気象条件等の分析を行い、海潟地区の一

りに僕はそれでよかったのかなと思うんですけ

部と、牛根麓地区について避難計画を作成し、

ど、ただ、一番大事なことですので、市長のこ

また、緊急避難時における避難者搬送車両とし

れに対する見解があればお話ししていただきた

ての市のバスや公用車を準備しておりました。

いんですけど。

また、３つの牛根麓、海潟小浜、脇登地区の

○市長（尾脇雅弥） 今、担当課長のほうから

自主防災組織に対し、避難時の安全確保のため

も話をしたとおりであります。今回はいろんな
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一部あったんですけども、それで済んだとい

情報収集の中で、桜島のマグマの量も200万ト
ンと推察をされておりまして、以前の大正大爆

うことで、ほっとしとるわけですけれども。

発のような爆発が起こるのではないかというイ

その台風後の対応、垂水市としてはどういう

メージが先立ちましたけれども、大正大爆発に

対応をされたのか、これを一つお願いいたした

関しましては20億トンから、30億トンというこ

いと思います。

とでありまして、エネルギーの量としましては、

○総務課長（中谷大潤） 台風15号でございま

1,000とか、1,500分の１というのが今回のマグ

すが、議員仰せのとおり、24日の夜半から強風

マの量ということでありましたので、しかも火

域、暴風域に入り、翌午前３時ごろ本市に最接

口から半径３キロということで避難勧告、鹿児

近、６時ごろ熊本県荒尾市付近に上陸した後は、

島でやりましたので、それが島外とか、レベル

次第に勢力を弱めて九州を縦断していきました。

が５に引き上がるというようなことであると、

特に、薩摩半島での被害が大きかったわけで

またしかるべき対応をしなきゃいけないという

すけども、本市における台風15号の通過後の対

ふうに思って情報収集をしていたところであり

応につきましては、まずこの３カ所の自主避難

ます。

所へ自主避難された30世帯、39名の方がいらっ

しかしながら、データはあくまでもデータで

しゃいましたが、翌朝、８時ごろには全員帰宅

ありますので、想定外ということがあります。

されましたので、25日の午前９時をもって自主

噴火の量が小さくても一説によりますと、火口

避難所を閉鎖し、合わせて災害警戒本部も解散

からではなくて、どこか横から出ていく可能性

いたしました。

もあるのではないかとか、いろんなケースがあ

牛根地区の連続雨量が200ミリを超えた25日

りますので、いろんなことを想定をしながら、

午前４時30分に、国道220号の深港橋から牛根

ただ、全てにおいてシミュレーションしきるこ

境間が全面通行どめとなりましたが、８時には

とはないと思うんですけど、大事なことはなん

解除となりました。

なのか、市民の生命、財産、取り分け生命を守

ごみ収集につきましては、生活環境課におい

るためにいかに逃げていくかが基本であります

て収集の実施についての検討を行い、25日の明

ので、そのためのいろんな準備をしながら、対

け方には通過してごみ収集時間帯においては、

応していきたいというふうに考えているところ

台風の影響は少ないと判断し、堆肥センターを

です。

管理する農林課とも協議の上、当日は通常どお

○川畑三郎議員 ありがとうございます。

り収集いたしました。

一応、桜島の噴火警報を噴火警戒レベル３か

個人住宅等の災害調査につきましては、25日

ら４ということについては、以上、質問を終わ

午前９時の災害警戒本部の解散を受けて、地域

りたいと思います。

の担当職員が振興会長さんと連絡を取り、振興

次に、台風15号についてなんですけど、割と

会長さんが把握されている被害報告を現地調査、

垂水市は、先ほど言いましたように時間が短か

災害の有無に関わらず、ほかに把握漏れがない

ったので、風は本当に強かったと思います。次

か、担当地域を巡回する調査に当たりました。

の日に終わって、外に出てみますと、まこて今

主な被害につきましては、諸般報告で市長が

度の風が強かったなという、皆さんの同じ言葉

報告しましたとおり、住家被害17件、非住家被

でした。だけど、そんだけ垂水市は被害がなか

害９件、土木関係が2,500万円、農林関係が560

ったということですね。

万円、水産関係が200万円、商工観光関係が100
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他の災害としましては、牛根地区の岳野線１

万円となっております。
詳細につきまして、この後担当課長が説明い

カ所と狐ケ丘線１カ所の路肩決壊の災害があり
ました。

たします。
○土木課長（宮迫章二） 台風15号の通過後の

したがいまして、公共土木施設災害報告とし

土木課での対応について、お答えいたします。

ましては、河川災害１カ所、道路災害２カ所を

台風15号は、25日の午前３時ごろ垂水市に非

報告したところでございます。
以上でございます。

常に強い勢力を維持したまま最接近したため、
久々に台風被害の恐怖を感じたところでござい

○農林課長（川畑千歳） 農林課に関する台風

ます。

15号の被害状況と対応についての質問にお答え

速度が速かったため、出勤する７時ごろには

いたします。

既に久留米市付近にあって、垂水では吹き返し

今回の台風15号通過後の農林業関係の対応と

の風や雨もおさまってまいりましたので、台風

しましては、農林課職員と鹿児島きもつき農協

通過後の災害調査を実施いたしました。

垂水支所の職員等で３班を編成し、市内全域の

市内全域を牛根地区、桜島口から本城川まで、

農作物等の災害調査を、林務耕地係２班による

本城川から新城までの３地区に分け、１班２人

農地農業用施設と治山林道施設の災害調査を実

から３人体制の３班で、市道や河川を中心に調

施いたしました。

査しました。また、市営住宅の被害調査も管理

その結果、農林業関係の被害額は今総務課長

用地係と建築係で１班編成し、実施したところ

の答弁にありましたように560万円となってお

でございます。

ります。

今回の台風は、雨よりも風が強かったため、

農作物の被害としましては、オクラ、サヤイ

道路沿いの木や竹が倒れてきており、通行に支

ンゲン、キュウリの野菜が強風による作物のす

障がある箇所については、職員が伐採しながら

れや傷により、3.4ヘクタール、山桃等の果樹

調査したために時間がかかったところです。

が倒木により約0.2ヘクタールの被害を受け、

また、支障物の撤去等に重機が必要な箇所は、
環境整備班で巡回して対応したところや、建設

被害額としましては171万4,000円となっており
ます。
また、施設被害につきましては、強風により

業者に依頼し、対応したところもございました。
また、先ほど申し上げましたように、今回は

ハウスのビニールが裂けたものが３件、３棟

風が強かったため、海岸の排水溝が詰まり、水

1,633平方メートル、ハウスの倒壊が１件、１

はけが悪くなったところもありましたので、近

棟50平方メートル、計４件が被災し、被害額と

くの建設業者に依頼し、対応していただいたと

しましては38万4,000円となっております。
その後の対応としまして、被災した農家にお

ころです。
それと、深港川は大きな土砂崩れはなかった

いては、野菜関係は殺菌剤等の薬剤散布、追肥、

ようですが、これまで上流に堆積していた土砂

排水対策、植え直し等を行い、果樹につきまし

が、今回の雨で流されて、河口部から深港橋上

ては樹体復旧等を行ったところでございます。
施設関係につきましては、ビニールの張りか

流の旧鉄道橋周辺まで堆積しておりましたので、
補助災害で対応できるのか、県を通じて国土交

え、倒壊したハウスにつきましては立て直しを

通省の確認を取った上で、翌26日から土砂除去

検討されているというところでございます。

に着手するように指示し、実施したところです。
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林務耕地関係につきましては、林道施設の被

害が林道海潟麓線の牛根麓地内で発生しており

たけれども、それを見ましたけれども、25日が

ます。

通り過ぎてから市の職員が被害調査に早く出て

現地確認後は通行ができるように土砂除去を

おりましたですね。私も、会ったんですけれど。
手早いそういう調査ということで、私もこんな

行っております。
被害の内容につきましては、のり面崩壊で、
被災延長10メートル、のり面の被災面積300平

だけ職員も頑張ってるんだなってそのときは思
いました。
今度の台風では、被害を受けた方々にはお見

方メートルで、被害額は350万円となっており

舞い申し上げたいんですけれども、全体的に、

ます。
今後の対応としましては災害復旧工事に向け
て、測量、設計を委託し、国の査定を受けた後

台風の強さからすりゃあ少なかったと思ってお
ります。
枕崎が瞬間の最大風速が45.9メートルであっ

に工事に着手する計画であります。

て、鹿児島市が45メートル、阿久根市で44メー

以上です。
○水産商工観光課長（髙田 総） 続きまして

トルを記録したと、その後、県内全世帯の４分

水産商工観光課にかかる台風の被害状況及びそ

の１に当たる28万5,000世帯が一時停電をした

の対応についてお答えいたします。

ということが26日の南日本新聞に出ました。
私も一般質問するのでその新聞をとっておい

対応といたしましては、現地に出向き調査し

て読み返してみたんですけど、やっぱし強かっ

ております。
まず、水産業関係の被害でございます。養殖

たんだなという感覚を受けました。

業におきましては、両漁協とも漁船数隻が損傷

そこで、私が26日の南日本新聞の文をちょっ

した程度で、大きな被害はなかったようでござ

と書き写してきましたので、ちょっと読んでみ

いますが、漁船漁業におきまして、牛根漁協管

たいと思います。
台風は県本土を通過し、暴風雨や高波が牙を

内の１本釣り組合の漁船が２隻転覆する被害が

むいた。家の屋根は飛び、工場は水に浸かった、

あったようでございます。
また、漁港施設におきまして、境漁港の水銀

収穫を控えた農作物は投げ倒された、自然の猛

灯１本が折損しております。台風後の対応でご

威を目の当りにした住民は落胆しつつ、後片づ

ざいますが、漁船の被害につきましては、漁協

けに追われた。停電は長引き、交通は麻痺し、

の漁船保険で対応、境漁港の水銀灯につきまし

通勤の足を直撃、市民生活は終日混乱したと載

ては、県管理の漁港でございますので、県が直

っております。
それと、台風、高潮で甚大な被害を受けた昭

ちに対応するとの回答をいただいているところ

和26年のルース台風のようだったと、衝撃の大

でございます。
続きまして、観光関係の被害でございますが、
強風により、森の駅の活性化施設横の木造のプ

きさを語っていられた方もいらっしゃるようで
す。

レハブ倉庫が崩壊、またその近くのフェンスの

今度の台風は、枕崎方面のほうに近い状況で

一部が破損いたしましたので、補修を行ったと

北上していったので、この鹿児島の東側を通っ

ころでございます。

たわけですね。熊本県の荒尾市に上陸したんで
すけれども、あれがもしももう少し西側に寄っ

以上でございます。

ておれば。（発言する者あり）

○川畑三郎議員 ありがとうございます。
私も、25日、台風が過ぎた、26日の新聞でし
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西側通ったんだな。だからあれがもうちょっ

と東側に寄っておれば、もうすぐ被害を垂水も

をいただきましたので、さきの通告順に従って

僕は受けたんじゃないかと思っております。そ

質問をしてまいります。
市長、並びに関係課長の御答弁をよろしくお

ういった状態でもうルース台風みたいだったと
新聞報道があったわけですけれども、我々も幾

願いいたします。

分覚えていますけれども、高潮で、今、護岸が

マイナンバー制度について、来年１月の運用

ありますけれども、国道まで床下、私は海岸端

開始に向けて10月から番号通知が始まります。

でしたので高潮で国道まで水が来たのを覚えて

自治体には税や福祉などの住民情報を扱う基幹

おります。

系と、自治体事務を行うための情報系のネット

そのときも、今、この新聞を見て、高潮で大

ワークがあるようですが、これがインターネッ

きな被害を受けたというようなことですけど、

トと接続していることがウイルス感染と情報流

だから、ルース台風っちゅうのは、大方の人が

出の危険性を指摘される原因となっているわけ

名前はよく知ってるということで、コースとし

であります。

て最悪の状況だったので、吹いている時間短か

電算システムについて、まず伺います。

ったので被害なかったと。

制度の周知については、先ほどの質問でも了

私も４日ほどしてから吹上に行ったんですよ。

解しましたので割愛いたします。

そこで、やっぱり見たものは、公民館の敷地に

今月３日改正マイナンバー法が成立をいたし

ある大きな桜が倒れておったり、大きなイチョ

ました。機関の預金口座にも番号を適用するの

ウが途中から折れておってしたり、やっぱり強

は2018年からでありますが、マイナンバー制度

かったなと思ったんですけど、最近、黒島の問

によって税の把握がしやすくなり、2016年分か

題も出ていますけれども、全滅状態というよう

らでも税収の増が見込まれると予想をされます

なことで、やっぱり地域によっては強かったん

が、この辺について見解を伺います。
固定資産税について、垂水市の固定資産評価

だなという気がしました。
ですから、また台風が、18号が接近してきて

額による固定資産税は、地価の下落による実勢

いますけれども、ちょっとコースが違いますけ

価格の評価と大きな開きがあるようです。実態

れども、今後、台風シーズンになりますので心

に合っていないという苦情が寄せられますが、

配ですけれども、我々もですし、個人がその一

固定資産評価の見直しについて伺います。

人一人等がしっかり対応せにゃいけないと思う

観光について、まずここで私の質問でゆるキ

んですけれども、市役所も一緒になってそうい

ャラタルタルと、片仮名で、質問が伝わればい

う状況には対応して準備をしていかなければな

いなと思って書いたんですけど、ちょっとここ

らないなと思ったところです。

はイメキャラ、それで平仮名たるたるに変更を

今回は、こういうことで、こんだけで済みま

していただきたいと思います。

したけど、今後、被害がないことを期待いたし

まず、たるたるについては、キャラクターと

まして、私は終わります。ありがとうございま

しては非常によいものだと思いますが、機動力、

した。

機能性に欠けると感じております。
もっと軽量化をして、コンパクトに持ち運び

○議長（池之上誠） 次に、９番、池山節夫議
員の質問を許可いたします。

のしやすいたるたる２号でも作成して、イベン

［池山節夫議員登壇］

トへのさらなる参加を可能にすべきと考えます

○池山節夫議員 それでは、議長に発言の許可

が、見解を伺います。
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中央地区の区画整理について、区画整理は、

ラドン温泉について。
鹿児島大学大学院リハビリテーション医学研

まちづくりの母と呼ばれるそうであります。松

究グループが、ラドン温泉入浴による末梢部の

原地区から、敷根町、原田地区にかけて、区画

皮膚温度の維持効果が脳のリラックスに効果が

整理の計画が以前あったと記憶しておりますが、

あると、研究結果を発表されています。

計画の推移について教えてください。
以上で１回目の質問を終わります。

森の駅、道の駅の泉質と、ラドン温泉の成分

○総務課長（中谷大潤） それではまず、マイ

について、まず１回目に伺います。
鹿児島県町村会の18町村の首長は、イスラム
教の戒律に従ったものを意味する、ハラールの

ナンバー制度における電算システムについて説
明いたします。

食品市場や、認証に関する勉強会を開いてハ

マイナンバー制度に関する、電算システムの

ラール市場に進出する際のポイントを研修して

改修につきましては、平成26年度から開始して

おります。

おりますが、制度における情報提供ネットワー

世界人口の４分の１がイスラム教徒でありま

クが稼働する平成29年度までには、システム改

して、これからますます成長する市場だと考え

修及びネットワーク環境の整備が必要であると

ます。国内に来る観光客向けの取り組みや、農

考えております。

林水産物の海外輸出についてもハラールを知る

それから、このマイナンバー制度のシステム

ことは必要不可欠と考えますが、見解を伺いま

改修につきましては、制度施行開始に遺漏のな

す。

いように準備を進めてまいります。
それから、ネットワークの切断ということで

防災について、ここは、先ほどの堀内議員、
川畑議員の質問でほぼ了解いたしましたが、１

す。
垂水の状況を若干説明させていただきますと、

点だけお伺いいたします。
海潟地区では、緊急連絡カードを約130世帯

住民基本台帳システムを含む、基幹系ネット

に配布、回収し、この情報をもとに避難するの

ワークと、庁内グループウェアや文書管理シス

に介助が必要な人を誰が迎えに行くか、どこに

テムなどの情報系ネットワーク及びインターネ

避難させるかを決めておくということが新聞に

ットが全て統合されたシステムとなっています。
この体系は、通常の業務に加えてインターネ

載っておりました。
ほかの地域にはこういうことは取り組まない

ットを経由した調査、報告システムの使用、他

のか、その点について１点だけ伺ってこの質問

自治体へ赴くことなく業務に関連する事項の調

はそれだけをお伺いいたします。

査が職員の机上のパソコンから行えるなど、業

学校教育について。

務の効率化が図られ、約５年ごとに必要となる

まず、子供が主体的に学ぶアクティブラーニ

ネットワーク機器の更新費用の低減化を目的に

ング充実に向けた教育環境整備や、英語など小

構築されてきたものです。

学校での専科指導などの学校教育の充実につい

しかしながら本年５月に発生しました国民年

て、次に特別支援教育の充実、学校統廃合や小

金機構における個人情報流出事故を受け、マイ

規模校への支援、いじめ、不登校などへの対応

ナンバー制度施行日の10月５日までに基幹系ネ

など、学校環境の複雑化に伴い、学校現場が抱

ットワークと、情報系ネットワーク及びイン

える課題への対応について学校教育課長に伺い

ターネットを介した不特定の外部との通信を分

ます。

離するよう、国から求められています。
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しかしながら、基幹系ネットワークと情報系

今後の業務状況を申し上げますと、市民税の個

ネットワークを分離するとなると、多額の費用

人分に関しましては、現在、市に送付、提供さ

を要すること、また国の財政措置が未定である

れる確定申告書、給与支払い報告書、公的年金

こと、国のセキュリティー対策の最終的な方針

等支払い報告書等の処理につきましては、申告

が示されていないことなどから、本市としまし

書またはそのデータに機関をまたがって個人を

てはあくまでも暫定的な措置として、現在のネ

識別するための共通の番号がないため、個人の

ットワークからインターネットを分離するとと

特定作業に事務の負荷が大きく生じております。

もに、国や県、自治体以外の個人、企業、団体

具体的には、申告書の氏名、生年月日等の情

とのメールを停止することを検討しております。

報により、市税システム等のシステム処理によ

この措置により、外部からの基幹系ネット

って、突合処理を行い、システム処理で突合で

ワークへの不正アクセス、ウイルス等による攻

きなかった方につきましては、職員が１件ずつ

撃などのリスクを低減できるものと考えており

手作業で検索を行って突合しております。なお

ます。

も突合できない転出者等につきましては、戸籍

外部からの不正侵入や、ウイルスによる攻撃
などの脅威に対する対策につきましては、ここ

附票等による調査や電話での確認を行っており
ます。

までやれば万全ということがなく、常に攻撃す

番号制度の導入に伴い、これらの申告書、ま

る側と、対策を取る側が技術力を競っているよ

たはそのデータにマイナンバーが入ることで、

うな状況であります。

個人が一意に特定されますので、現行の個人特

本市が保有する住民情報や税情報、その他多

定作業の負荷が軽減される効果が期待できます

くの個人情報の流出につきましては、今後国が

し、所得把握の漏れ等が軽減されることになり

示す報告書を参考にして、二重、三重のロック

ます。
そこで、マイナンバー制度が税収増になるの

をかけながらの万全の対策を心がけてまいりま

か、つながっていくのかという御質問でござい

す。

ますが、確かにマスコミ等では、例えばサラ

以上でございます。
○税務課長（池松 烈） 池山議員のマイナン

リーマンの所得の10割を把握しているのに対し、

バー制度、税の把握、固定資産税につきまして、

自営業はいくら把握しているのかなど、「マイ

御質問にお答えさせていただきます。

ナンバー制度の本当の目的は税収アップだと」

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利

言われているようでありますが、今回のマイナ

便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会

ンバー法改正法の内容が、マイナンバーを金融

基盤であると明言されておりますが、制度の導

機関の預金口座につけられるようにするもので、

入が市税にもたらす効果、税の把握に関しまし

個人資産を把握し、税金や年金保険料の徴収に

ては、まず、第一に挙げられますのは、各種の

役立てるほか、マイナンバーを年金分野にも活

課税資料につきまして、番号をキーとしまして

用する予定であるようでございますので、現段

名寄せ、突合を行うことで、納税者の所得等、

階におきましては、本市としましては、行政を

情報をより的確かつ効率的に把握することが可

効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社

能となり、事務の効率化が進むことでございま

会を実現するものであり、すぐに税収増につな

す。

がっていくものではないと。また、市税の課税

市民税を例に挙げまして、現在の状況も含め、

業務等におきまして、現行の個人特定作業の負
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荷が軽減される効果が期待できますし、所得把

のため、着ぐるみ化を図る際も、ディテールに

握の漏れ等が軽減されることになっていくと考

こだわり、ふるさと応援基金を財源に、市民の

えているところでございます。

思いを形にしたものでございます。

次に、固定資産税につきまして、本市の固定

さて、「たるたる」の活動実績でございます

資産税の評価は実態に合わないんのではないか

が、４月のお披露目セレモニー以降、現在まで

との御質問にお答えさせていただきます。

県内外で36回のＰＲ活動を展開しております。

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち

これは、毎週1.5回、活動していることになり

「適正な価格を課税標準として課税されるもの

ます。イベントでは、握手や写真撮影に行列が

でございます。そのため、原則３年ごとに価格

できるなど、ほかのイメキャラをしのぐ人気が

を見直す制度、評価がえがとられています。し

あると、手ごたえを感じているところでござい

かしながら、土地につきましては、バブル崩壊

ます。また、道の駅を初め、市内事業所等によ

後、評価の下落が大きく、実態と合わないこと

る関連商品の開発や商品ＰＯＰへの活用実績も

が生じてきているため、特例として毎年見直し

ございます。
私どもも、当初、想定しておりました本市の

ができるようになっております。
本市では新聞等で公表されます国土交通省の

ＰＲ効果としては、十分な成果を上げていると

「地価公示」や鹿児島県の「地価調査」のとお

考えております。しかしながら、運用する中で

り、土地は毎年４％から６％と大きく下落して

課題も見えてまいりました。それは、「機動

いるため、毎年評価の見直しを行うようにして

性」と「運搬コスト」でございます。「機動

きているところでございます。

性」でございますが、参加イベント等でダンス

評価は、不動産鑑定士に委託して、３年ごと

や協議などのアクションに参加できていないこ

に標準宅地67カ所と路線価を、毎年14カ所と路

とや、大型で重量がかかるため、アクターの身

線価を鑑定し、評価価格を算出していただき、

体的負担が生じていること、また「運搬コス

市全体を同一で見直すのではなく、地域の交通

ト」については、現在、県外でのＰＲ活動には、

条件や街路条件、環境条件等を考慮するなど、

着ぐるみを運搬するＢＯＸチャーター便を利用

地域の実情に応じて見直しております。

しております。当初想定していた以上のコスト

「地価公示」や「地価調査」も市が委託して

が発生しております。
積極的なＰＲ活動を展開しようとする中で、

いない不動産鑑定士による価格でございますが、
比較しましても類似した価格を推移しておりま

このような課題により、各種オファーがあって

すので、市としましては、適正な価格で課税し

も出演を辞退するなど、一部に制限がかかって

ていると考えているところでございます。

いる状態もございます。
以上でございます。

以上でございます。
○企画政策課長（角野 毅） 池山議員の垂水

○水産商工観光課長（髙田 総） 池山議員の

市公式イメキャラ・「たるたる」についての御

ラドン泉についての質問にお答えいたします。
放射能泉でありますラドン泉は、ラジウム泉

質問にお答えをいたします。
垂水市公式イメージキャラクター・たるたる

とほとんど同じ意味で使われているようでござ

は、市民による選考委員会や人気投票により、

いまして、ウラン鉱石を含む岩盤の隙間を流れ

応募総数460作品から選ばれた、「みんなで選

る地下水にラジウムやラジウムが壊変してでき

んだ我がまちのイメキャラ」でございます。そ

た気体でありますラドンが溶け込んで、その地
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下水が地上に出てきたものというのが一般的な

受け入れにおけるハラール認証についての取り

定義であるようでございます。日本の温泉にお

組みでございますが、連携して事業を進めてお

きましては、放射能泉の成分起債といたしまし

ります旅行会社のインドネシア人の副社長の指

て、ラドンの含有量を表示しているのが一般的

導のもと、指定されたハラール食品の材料や調

であるようでございます。

味料を使用し、食事を提供するなど、各受け入

それでは、道の駅たるみずと森の駅たるみず
の温泉の状況でございますが、道の駅たるみず

れ家庭におきましてもハラールについての理解
が深まってきているようでございます。
また、受け入れを数回経験されることで、適

の源泉の状況は、温泉分析書によりますと、ラ
ドン含有量が１キログラムあたり155ベクレル、

正な対応がスムーズにできるようになり、生徒

ＰＨ値9.0、泉質はアルカリ性の単純硫黄泉で

や教師の皆様には大変好評を得ているところで

ございます。６月の予算特別委員会で御説明い

ございます。

たしましたように、温泉として再利用するため

この事業につきましては、ハラールに対する

に、源泉の調査を９月から行う予定としている

取り組みを進めながら、交流人口の増加、さら

ところでございます。

には将来を見据えた本市の特産品の海外への販

次に、森の駅たるみずの源泉の状況でござい

路拡大に向けて積極的に取り組んでまいります。
以上でございます。

ますが、ラドン含有量が１キログラム当たり
4.1ベクレル、ＰＨ値9.4、泉質はアルカリ性の

○総務課長（中谷大潤） 続きまして、防災に

単純硫黄冷鉱泉でございます。

関する部分で、緊急カードにつきましてお答え

続きまして、ハラール認証についての質問に

いたします。
この緊急連絡カードと申しますのは、保健福

お答えいたします。
一般的にハラールとは、イスラム法のもとで

祉課と社会福祉協議会が一緒になって、要援護

食品の加工や調理に関して一定の作法が要求さ

者に対しまして本人の情報や緊急連絡先、かか

れており、この作法が遵守されたものであると

りつけ医師の把握に努められ、緊急時の円滑な

認識しております。

連絡体制が撮れるように連携を図っているとこ

それでは、本市のハラール認証についての取

ろでございます。

り組みの状況でございます。現在、浜平で営業

今回、桜島噴火の警報を受けまして、牛根麓

されております海老屋嘉様が、本市の特産品を

と海潟地区では保健福祉課と民生委員の方が全

利用したハラール認証に取り組んでおられます。

世帯に配付して、本人の情報や緊急連絡先など

とんとこ漁で水揚げされる姫甘エビを材料とし

を把握するように努めたところでございます。

た海老カレーをレトルトパッケージにする商品

今後の展開につきましては、要援護者につき

開発に取り組みながら、その販路拡大の手法と

ましては、この緊急連絡カードを配付して、保

いたしまして、ハラール認証取得にも取り組ん

健福祉課が情報を持っておりますが、総務課の

でいらっしゃるとのことでございます。

ほうではこの情報を持っておりませんので、来

将来的には、インドネシアからの教育旅行に

年度になるのか、来年度以降、このシステムを

おいて、受け入れ家庭での食事やお土産等で活

構築しまして、保健福祉課と総務課のほうで情

用していただけるような取り組みを進めていき

報共有が図られるようなシステムをつくる予定

たいとのことでございます。

にしております。

また、現在のインドネシアからの教育旅行生
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これは、また国の予算措置の枠がありますの

で、総務課としては本年度、県のほうへ要望と

確かな学力を身につけさせる諸施策を学校と一

して、補助を受けられるように要望してあげて

体となって積極的に推進しているところでござ

おります。

います。
具体的には、小学校４年生から６年生を対象

以上でございます。
○学校教育課長（下江嘉誉） 池山議員の学校

に、夏休みに２日間行う「あつまれわんぱく夏

教育についての御質問にお答えします。

の勉強会」やバレエやオペラなど一流のものを

学校教育の充実のために、文部科学省は、ア

見る「わくわくどきどき夢教室」及び小学生水

クティブ・ラーニングを積極的に推進するよう

泳記録会において鹿屋体育大学の優れた水泳選

求めています。アクティブ・ラーニングは、教

手の泳法を見る「チャレンジ耐力アップ」など

員による一方的な講義形式の学習とは異なり、

の取り組みによって効果を上げつつあります。

学習者の能動的な学習への参加を取り入れた学

今後とも教育委員会としましては、児童生徒

習のことであり、子供たちが課題を見つけ、課

一人一人が主体的に学び、生きる力を身につけ

題を解決し、成果を表現するまでの過程を主体

ることができるよう、校長のリーダーシップの

的に行なう学習方法のことでございます。

もと、各学校の教育課題の解決に向けた取り組

文部科学省は、次期学習指導要領において、

みの充実を目指して、新たな施策も検討し、ま

このアクティブ・ラーニングを重視し、学校教

た職員研修の充実により、複式学級などの少人

育を充実させようとしております。このような

数指導や英語教育の充実、特別支援教育支援員

状況の中で、文部科学省が子供一人一人にきめ

の活用による特別支援教育の充実など、人的、

細かな対応を目的とした少人数指導、英語教育

物的な支援を行うとともに、学校経営に対する

や特別支援教育、統廃合への対応など、学校教

きめ細かな指導を行ってまいりたいと考えてお

育の充実のための教員の増員要求を、来年度の

ります。
以上でございます。

国の概算要求に盛り込んだものと承知していま

○土木課長（宮迫章二） 中央地区の区画整理

す。
本市としましては、今後、文部科学省と財務

事業についての御質問ですが、これは中洲土地

省との間で折衝が行われますことから、国及び

区画整理事業のことだと思いますので、中洲土

県の動向を注視しながら適切に対応してまいり

地区画整理事業のこれまでの経緯について、お

たいと考えております。

答えいたします。
中洲地区の土地区画整理事業は、平成４年に

続きまして、学校現場が抱える課題への対応

基本構想を策定し、平成６年より計画区域内の

についてお答えいたします。
教育界をめぐる課題は、子供の学ぶ意欲や学

住民を対象に、アンケート調査、住民に対する

力、体力の低下、規範意識や倫理観の欠如、家

説明会、地区役員等との話し合いを行うなど、

庭や地域の教育力、教員の資質の問題など多岐

当事業の実施について理解が得られるように努

にわたっております。本市におきましても、学

めてまいりました。

力向上や生徒指導、特別支援教育、教員の資質

しかしながら、住民の一部では事業に反対す

向上など取り組むべき課題がございます。これ

る組織の結成や反対運動が起こり、議会へも事

らの諸課題に対し、教育委員会におきましては、

業中止の請願書１件、計画反対陳情書３件が提

一昨年、「子供たちの夢を育む総合プラン」を

出され事業実施が困難な状態になりました。

策定し、児童生徒の豊かな心やたくましい体、
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そのときの反対内容でございますが、先祖伝

来の土地の形態が大幅に変化することへの不満、

のことに危惧をされて質問を、あれ委員会かな、

幹線道路幅員の広さによる不満、土地の減歩率

されたので、私もずっとやっぱり課長の答弁で

に対する反対等があったようでございます。

も追いかけっこになるというか、ずっと知恵比

このようなことから、事業計画に反対される

べになるというのが、もう前からあって、やっ

住民側と再三にわたり協議を重ねてまいりまし

ぱり情報が漏れるちゅうことは、一たん漏れた

たが、事業実施について合意にいたらず、苦渋

らもう漏れて終わりなんですよね。
だから、そのことをずっと心配していて、も

の決断により事業休止という結果になりました。
つきましては、今後、中洲地区における区画

しそういう少ない費用で、またそのさっきの基

整理事業を実施する場合は、再度、住民の意見

幹系と情報系、それに対してまたインターネッ

聴取や要望を踏まえ、住民の理解が得られた中

トと接続する、インターネットに接続するとき

での計画策定作業になることから、事実上、振

には接続する、こっちの作業をするときはイン

り出しに戻り、一からスタートすることになり

ターネットを遮断してこっちの事務作業をする、

ます。

そういうことが、国の補助とかそういう範囲で

よって、当該地区内におきましては、新たな

できればいいなと思っているわけですよ。だか

道路の建設など大規模な事業導入はできません

ら、その辺のこともこれから予算も伴うし、お

が、現道改修や排水整備などの事業については、

願いになるんだろうけど、その辺のこともこれ

引き続き取り組んでまいりたいと思います。

から検討してください。それだけお願いをして
おきます。

以上でございます。

それから、税の把握については、これはいい

○池山節夫議員 一括で２回目をちょっと順番

です。私はもう増税になると、増税というか、

に聞いていきます。
マイナンバーについては、大変なんだろう、

ちゃんとした公平公正の把握になると思って、

私が聞きたかったのは、以前からずっと聞いて

昔、トーゴーサンとかクロヨンとかあって、サ

いるんだけど、垂水の方式もわかっているんで

ラリーマンは全部把握される、我々は商売人を

すよね。ここに大もとがあって、端末があって、

していて、もう明確に申告しているんだけど、

ここで遮断するから垂水は大丈夫だちゅうこと

それでもトーゴーサンとかそのゴーだとか言わ

なんです。もうそれもわかっています。

れるわけですよ。

ただ、やっぱりシステムを改修するには相当

だから、願ったりかなったりなんだけど、ク

のお金もかかるちゅうのもわかるし、国からの

ロヨンとか言われるわけなんですけど、この辺

補助の費用も明確でないというのもわかってい

のことが当面になるだろうと。そういうことで

るんだけれども、質問というか、宇治市がここ

は、国民が公平に税負担をするようになるだろ

に入ってくるのを防御するところがあって、端

うということでは、歓迎はできるということで、

末があるんだけど、この端末のところで、宇治

将来、増税になって、増税というか、税収がふ

市はインターネットに、今接続するか接続しな

えていくだろうと思います。頑張ってください。

いかを切りかえるようにしていると。それだと

それについてはそれでいいです。

余りお金もかかってなくて、ランニングコスト

固定資産税なんですけど、私は、もうやかま

もそんなにかからないみたいなことを書いてあ

しく言われたんですよ。ある人に。池山さん、

ったんですよ。

市会議員は14人おいやっらしいと。だけそ、そ

だから、この前ですかね、持留議員もその辺

の市会議員の中でこの固定資産税については高
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過ぎじゃないかという質問をした人は、私はこ

を今売ると、それなら早馬があの値段なら俺ん

の方ずっと見ているけど、一人もいないと。そ

とこ売ると今このぐらいかなという感じで思っ

う言われたですよ。何で私なんですかちゅうと、

ているんだけど、固定資産税の評価は結構高い

おまえが一番そばにおったでやということなん

と。それに対して税が来ると。
だから、私に言われたことは、何％かずつ下

だけど。
言われることもわかるんですよ。さっき課長

がっているのはわかっていると。そんなちまち

が言われたように適正な価格で下がってきてい

まで追いつかないんだと。がくっと下げるとい

る。それ認めますよ。だけど、今の土地は動か

う話だ。

ないんですよ。本当に動かない。それで、空き

だから、そんなもんじゃないから一応聞いて

家もある、空き地もある。それでこれ例に出し

質問もしてみるし、答弁ももらうけど、行政は

ていいかわからんけど、場所は言いませんけど、

そんなに簡単なもんじゃないですよとは言った

早馬の通りで、広いところを造成をされたんで

けど、もう一回だ、税務課長。今の下げ方の幅

すよ。あそこ早馬通りですよ、中央地区だし。

で実態に合わないというのは、私も思うんだけ

あそこいくらだったんだろうかなと、話で聞い

ど、もう一回、同じ答弁が来るかしれんけど、

たら、広いからぶっこみ１万円だったらしい、

その辺についてはどう思いますかね。そこをも

坪で。それを業者が何ちゅうの、区画整理して

う一回聞きたい。実勢価格に追いつくまでには

売るときが５万円だったと。その５万円にして

まだしばらくは今の下げ幅では何年かかかるん

も早馬が５万円かという話なんですよ。バブル

ではないかなと思いますけどね。一遍これ市長

のころを想定するともうとてもじゃないけど、

に聞くのかな税務課長からもう思い切っていき

そんな今安いのかと。

ましょうかと言ってみて。そしたら、市民もそ

私の自宅のすぐ下のほうに道路があって、最

うだと、やるじゃないかという話になるから、

近アパートができた。あそこも坪何万円かだっ

その辺のことを一遍、ちょっと答弁をください。

て、２万円かな、聞いたら。そんな安いのかっ

それから、観光についてのこのイメキャラの
たるたるなんですけど、先ほど課長も言われた

て話ですよ。
我々が一番高いころ、私は路線価価格で評価

ように、本当機動、いいんですよ、あれ。私の

を受けたとき15万円しましたから、上町。それ

娘がストラップをお父さん買って送ってちゅう

で固定資産税、一番高いときに払ってって、今

ぐらい、人気はあると思います。なんせ機動力

は売るにしてもそんなもんかと。買うほうも安

が悪いよな、見てて。あそこにも行けばいいの

いなという話ですよ。これは言っていいのかど

にな、ここにも行けばいいのになと思ってもな

うかわからんけど、スワンさんがあそこを買わ

かなか行けないところあると思うんですよ。だ

れたときいくらだったですか。相当高いですよ。

から、その辺のことも考えているちゅうような

で、そのアパートができるときに、本人さんが

話だから、私は今回、この質問でぜひ、例えば、

あそこいくらだったですかって聞いたら、もう

浮き袋はありますよね。浮き袋は１段なんだけ

めちゃくちゃ安いと、私は一番高いときに買っ

ど、それを何枚かを重ねてぴぴぴぴってふくら

ているんだけど、池山さん、すごいな、この地

ますとこのぐらいの高さになって、全体的に空

価の値下がりはって話です。それが市民の感覚

気でふくらますようにすれば持ち運びもできる

なんですよ、固定資産に対する。

し、何かそんなものでもつくったら持ち運んで、

それで、こんなに下がって、例えば、俺んち

持っていった本人が中に入ればいいんだから、
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あったものを提供できるようなところを早目に

１人ですむわという話ですよ。
だから、そのぐらいのことをしないと、やっ

すると、またどこか鹿児島で泊まっていた人が

ぱりアイディア自体はいいし、イメージキャラ

垂水まで来るとか、そういう可能性もあると思

クターのキャラとしても本当にいいと思うんだ

うんですよ。その辺についても研究してくださ

けど、なんせ今見ていると、横から見ていると

い。これは市長、ちょっと思いがあれば、市長

動きが悪いわな。その辺のことを、検討してぜ

に答弁をお願いします。

ひ２号をつくってください。その辺についてど

防災についてはよろしいですね。

んなふうに思うか答弁ください。

あと、この中央地区の中洲団地の区画整理事

次に、このラドン温泉なんですけど、放射能

業ってなっていたらしいですけど、私、この区

泉なんですよ。道の駅の泉源を掘り当てたちゅ

画整理が反対運動はあったのをもう鮮明に覚え

うときに、やっぱり効能があるということで、

ているんですよね。で、仕事をしていて、商売

我々は喜んだ覚えがあるんです。だから、今度

をしていて、区画整理をしてもらえたらいいな

調査をして再度使われる、使えるようになれば

という思いもあって、あの当時、反対運動が強

いいなと思っているんですけれども、あそこの

烈だなというのも、それは住民の皆様は自分の

道の駅、それから森の駅、この辺がやっぱりラ

土地が減歩されるわけだから、反対はあるでし

ドン温泉というか、ラジウム泉の一種、これは

ょう。

非常にいい泉源だと思うんですよ。ですから、

私の個人的な思いは、その当時、区画整理さ

さっき言いました、鹿児島大学のその研究チー

れたらいいなという思いがあって、この質問を

ムが、やっぱりアルファー波がよく出ていてリ

今回、なぜしたかちゅうと、やはりこれが反対

ラックスできると。そういう意味で、地域振興

で頓挫したせいで、早馬の道路の幅が狭い。以

に役立つんだと、これをうまく使えばというこ

前は側溝にふたもかぶっていなかったから離合

とだったんですから、これも何とかこの表にう

もできなかった。それを側溝にふたがかぶって

まくＰＲして、森の駅、道の駅、そして垂水の

今離合はできるんだけど、まず早馬の通り、そ

活性化に、地域振興に使えないかということで、

れから早馬から横へいく通り、それで中洲団地

一応、水産商工観光課長、この辺のことについ

の手前の秀建設さんの横をずっと通って原田へ

て一言答弁ください。

抜ける通りとか、あの辺はぐにぐに曲がっても

あと、ハラールの認証についてですけれども、

う車１台、向こうから来たらバックせんないか

これはもう避けて通れないと思うんですよ。も

んとですね。もう細い道をバックするのに難儀

う世界の４分の１がイスラム教徒の人口だとい

する。
あのときの計画はもうそれはそれでしょうが

うことで、今どんどんそういう人たちも国内に、
日本に旅行に来ている。それで、もう町村会の

ないと思うんですけど、やはりこれからやっぱ

首長さんがその研究に、鹿児島県内のですよ、

り今中央地区のまちづくりもやっていますけど、

そういう研究をして勉強をいます。

道路をもうちょっと考えていただきたいという

やっぱり人に先がけてこの辺の認証もとって、

ことをお願いしたいということです。

私はそのハラールにあった食べ物を提供する、

それと、あの辺の道路をちょっと広くしてい

それのもう一つ先に、垂水は宿泊施設は余り多

ただきたいちゅうのを、まず土木課長。それか

くないですけど、何かうまい具合に、数十人規

ら市長もこれについて答弁ください。

模でもいい、その宿泊出来て、そのハラールに
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あと、先日、ちょっと葬式に行って、いつき

会館からちょうと、いつき会館で葬式をしてい

平米当たりの区画、昭和60年が３万7,400円、

る間に土砂降りをしたんですよ。上ですごい降

１平米当たりですね。それから20年後といった

っているなと思って。帰ったら、文化会館の前

ら平成17年度になるんですね。平米あたり３万

の水のたまり方すごいでしょう。これは以前か

3,000円で、今回報告にあった平成27年が平米

ら言われているんだけど、以前の消防長をされ

当たり１万8,400円というようなことで、昭和

た大迫さんが本当に汗をかいてあそこの流れる

60年当時からすると、約半分、３万7,400円が

ところのごみをとっていました。本当かわいそ

１万8,400円になっているというようなことで

うちゅうか、ひどいちゅうか、だから、この区

ございます。

画整理でその道路をちょっと広げてほしいちゅ

あと、これはその国土交通省の地価公示の

うのを何とかうまく何か補助をもらって、計画

データを申し上げました。今回また、平成28年

に乗せてほしいということと、やはり文化会館

度のその評価、また課税に向かって、不動産鑑

の前は、これから結構あんな降り方をして、ち

定士の協会のほうに委託をしまして報告を、今

ょうど、例えば、その秋の産業祭がある、何だ

途中経過でございますが、報告をしていただい

かんだちゅうときに、あそこを、私は左側の、

ております。これについて、ちょっとまた価格

何だっけ、歩道に片足乗り上げながら走りまし

は御報告申し上げられませんけれども、下げど

たもん。そうでないと、軽ではもう本当大変。

まりはないと、下げ続けていく方向にあるとい

だから、あそこはやっぱりこれからのために

うことで、箇所にもよりますけれども、４％か

も、やっぱりちょっと道路を上げて、排水、満

ら８％下がっていきますよと。
それと、先生とお話をする中で、近況のお話

潮時の排水でその道路を上げても排水はしませ
んよちゅうのは、昔も質問してあったんだけど、

としまして、一応その鹿児島市のほうの中央駅

何とかならんかなと思いますね。

付近が新幹線効果が一応終わって、価格がちょ

道路を上げる、排水は置いておいて道路だけ

っと下落する方向かなと。天文館のほうは、価

でも上げて何とかしないと、文化会館で催しご

格が少し上がったからいいのかなというような

とあるときにあんなことになったら、もう本当、

評価で、全県的に下がる傾向にあるというよう

それこそ、堀内議員が言われていましたけど、

なことでございました。

よさこいの人たちがいっぱい来たけど、土砂降

そういうことは、新聞等をお読みになると市

りしてもうそんなことになったら二度と来ませ

民の方々も本当まさに池山議員のおっしゃると

んよ。本当。だから、その辺のことも一遍考え

おり、体に感じる、これはいいすなおったんな

てほしいということで、２回目の質問を終わり

みたいなのはあるんだと思います。それで、そ

ます。

こらあたりのところも、鑑定士の先生等もお話

○税務課長（池松 烈） 池山議員の２回目の

をしまして、実は先月ですかね、財政課長、そ

固定資産税の評価に関しまして答弁をさせてい

れから副市長を交えまして、来年度の課税につ

ただきたいと思います。

いても、これに対応をするという方向で確認は

まずここに、ちょっと手元に国土交通省の地

したところでございます。

価公示のデータがありますので、ちょっと年が

あと、近隣の市町村についても、霧島市、鹿

飛んだりとかしますけれども、中央地区のライ

屋市等もそういううちの固定資産税の係長が問

オンズ公園、垂水でいう閑静な住宅街というよ

い合わせをしたところ、そういう方向性を持っ

うな捉え方をしているところですけれども、１

てやっていくというようなことでございます。
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そうすると、やはり近隣市町村と、そういう、

ループと産学連携のもと、ラドン泉の入浴効果

ここはやって、あそこはやってみたいなのは、

等の共同研究を積極的に進められておられるこ

やはり不都合があると思いますので、先ほど報

とから、広報紙におきましてモニターを募集す

告を申し上げましたとおり、バブル崩壊後、地

るなどの支援を行ったところでございます。

価の下落が実体とは合わないということで、評

ラドン泉の効能につきましては、研究が今後

価がえのときだけでなくて、毎年見直しができ

１年間継続されると新聞に掲載されておりまし

るようになったということですので、そこのと

たので、その成果に期待し、観光振興の施策の

ころはしっかり踏襲してやっていくということ

一つとして、株式会社財宝様の猿ヶ城ラドン療

で、ただし、これはやはり、市全体の税収にも

養泉と連携しながら、また、森の駅たるみずや

影響になることでございますので、毎年、財政

道の駅たるみずの温泉につきましても、施設整

課、副市長を交えて協議、報告はさせてくださ

備や情報発信を行い、その誘客効果によって地

いということで了解をとっているところでござ

域の活性化を図っていきたいと考えております。
また、ラドン泉だけではなく、市内にはたく

います。

さんの素晴らしい温泉がございますので、市内

以上でございます。
○企画政策課長（角野 毅） 池山議員の２回

の温泉事業者の皆様とも連携を図ってまいりた

目の御質問にお答えいたします。

いと考えております。
以上でございます。

今回の質問につきましては、「たるたる」の
効果的な活用へのエールと受けとめました。大

○市長（尾脇雅弥） ハラールの市場を意識し

変ありがたく、心からお礼を申し上げます。

た観光振興をということだと思います。大変重

御指摘いただきました課題解決でございます

要な視点だと思います。私も同じような考えを

が、何もしないことは日々進化いたしますイメ

持っております。今、市の経済政策の中で６次

キャラ業界におきましては後退することだとい

産業化と観光振興というのを一つの柱にしてい

う危機感もございます。このようなことから、

るわけですけれども、やはり、人口減の国内の

さらに本市の魅力向上と市民の皆様の郷土愛を

マーケットというのはやっぱり限界があります。

醸成していくためにも、バージョンアップを図

人口減少社会であります。
ただ、世界はアジアを中心に今、70億円、将

り、常に何かをしかけていく気持ち、姿勢を持
ち続けたいと考えております。

来90億円ということで、そういった意味でのい

○水産商工観光課長（髙田 総） 池山議員の

ろんな市場というのが広がっていくと。
ハラールに関連するマーケットとしても全人

２回目の質問にお答えいたします。
まず、本市のラドン泉にかかる取り組みでご

口の４分の１というようなことでありますから、

ざいますが、包括連携協定を結んでおります株

当然、目指すべき市場だというふうに思ってお

式会社財宝様が、猿ヶ城にラドン療養泉を建設

ります。

されており、その源泉の状況は、ラドン含有量

現在の取り組みといたしましては、２年前か

が１キログラム当たり621ベクレルと、大変多

らそのことも意識しながらインドネシアの小学

くのラドンを含んだ源泉であるようでございま

生、あるいは高校生の受け入れをどこよりも早

す。

くスタートしております。大変いい関係を築い

議員がおっしゃいましたように、今回、鹿児

て、評判もよくて、ことしは12校、約400名の

島大学大学院リハビリテーション医学の研究グ

方々がまた来ていただけるということになって

－93－

おりますので、こういう活動も続けながら、ま

でございます。

たその環境ですね、祈りの場でありますとか、

その上、西側からの田んぼの排水や住宅地か

いろいろそういう宗教上の問題がいろいろあり

らの雨水なども流れてくるため、大雨と大潮の

ますので、そういったところの環境整備等もや

満潮時と重なった場合には、路面が冠水するこ

っていかなければいけないなというふうに思い

ともございますので、冠水注意の看板を３カ所

ます。

設置しまして注意を促しているところでござい

将来的には、我々の持っている１次産業の宝、

ます。

農林水産業ですね。これの市場としても魅力の

それでも、地区住民や通行車両には大変御迷

ある場所だというふうに思いますので、観光を

惑をかけていると認識しているところでござい

通じながら６次産業からのマーケットとしても

ます。
なお、この中洲線の終点に架かる中洲橋につ

視野に入れて取り組んでいきたいというふうに
思っております。

きましては、平成26年度より橋梁長寿命化計画

○土木課長（宮迫章二） 中央地区の区画整理

により、橋梁補修工事に着手し、平成29年度に

について、２回目の御質問にお答えいたします。

は完成する予定でございます。

議員の言われますように、早馬地区周辺の市

道路改良工事につきましては、総合計画や過

道は、１車線で幅員が狭く、対向車があった場

疎計画にも位置づけておりますので、今後、社

合には離合も困難な箇所もあり、通行に支障を

会資本整備交付金事業など、有利な事業導入を

来しているようでございます。このような地区

図り、排水対策も含めて改良計画していかなけ

であるため、根本的な解決を図るためにも土地

ればならないと考えております。
以上でございます。

区画整理事業の計画をしていたところでござい

○池山節夫議員 大体いいですから終わります

ます。
先ほども申し上げましたように、大規模な道

けれども、そろそろ。イメキャラ、エールです

路改良工事はできませんが、早馬通りを改修し

よ、本当に。金は使ってつくって、財政課長に

たように、現道内の側溝にふたをして、幅員が

言ったりしてね。それは本当によろしく。もう

確保できる程度の改修や、部分的な改修で地域

本当ですよ。ぴゅぴゅぴゅっとふくらませて、

の理解や協力があれば、今後検討していきたい

ぱぱぱっといけるようにお願いします。
それから、ラドン泉についても、垂水、放射

と考えております。
また、文化会館前の市道でございますが、こ

能泉、そういう泉源結構あるんですよ。だから、

の市道は、この中洲線は中洲橋を含めまして、

垂水の特異な泉源、泉質でもあると思いますか

延長約634メートル、片側３メートルの２車線

ら、地域振興のためにもよく研究して、これか

で、幅員1.1メートルから1.5メートルの歩道が

らも交流人口がふえるように頑張ってください。
１つだけさっき忘れたんですけど、教育長、

両側に設置されている１級市道であります。
沿線には、図書館、中央運動公園、文化会館

申しわけないけど、この学校教育の充実とか、

等公共施設や中洲団地等住宅も点在しているた

私は先生の仕事量が相当ふえてきていると思う

め、比較的交通量の多い道路であります。

んですよ。以前とすると。本当にいじめがあっ

この道路は、湿田地帯の埋立地の上に建設さ

たり、不登校があったり、特別支援の子供さん

れた道路であり、道路側溝の流末は本城川に排

がふえたり、本当に先生の仕事の量がふえて、

水されているため縦断勾配は取れていないよう

課題もふえている。
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先生というのは、人数なのか。何か先生がつ

たら10名とか、20人学級でしたら、例えば25名

く割り振りが予算的にはあるみたいなんです。

とか、30名とか。それプラス加配定数というの

それに対して、文科省がそういうのも多いから、

があります。その加配定数というのが、今、議

予算をくれみたいなことを、今、財務省に言っ

員がおっしゃいましたように、いじめとか、特

ているみたいで、で、来年度予算でそういう要

別支援教育とか、不登校とか、そういったもの

求が通れば予算がつくわけです。

に対するプラスの加配定数であります。この加

それに対して、やっぱりよその各自治体がう
ちにもくださいちゅうことになるんでしょうけ

配定数を今、文科省は来年度の概算要求で要求
しているということであります。

ど、教育長、ぜひここは一人でも多くのそうい

その加配定数を、本市の場合は小規模校が多

う先生の増員をお願いすることによって、学校

いわけですけれども、例えば、垂水小学校が今

教育の充実なり、その課題の解決につながると。

２名でしょうか、プラスもらっております。そ

それはもう教育長のほうがよくわかっていらっ

れから、中央中が３名だったと思いますが、い

しゃると思いますから、ここの点について教育

じめとか、生徒指導に関するものとか、特別支

長の見解をちょっと伺いたいです。

援教育に要するものを県のほうから措置しても

あとは、中央地区のこの、これについては、

らっております。
そのほかに、国のほうから地方交付税で、今、

今、土木課長のほうから過疎計画にも乗っけて
ちゅうような話があって、社会資本整備の交付

学習障害でありますとか、いろんな発達障害で

金か。こういうのがあったら、ぜひそれを充て

ありますが、そういう子供たちに対して市のほ

て対応してください。

うで特別支援員を配置しております。これは垂

で、狭い道路も、側溝を乗せて対応とか言わ

水小学校に２学期から含めて５名配置しており

ずに、頑張ってちょっと広げて。そんでないと、

ます。それから、境小学校には２名、水之上小

本当狭いです。上のほうへ行って、こんどは敷

学校にも２名、協和小学校にも１名、計12名を

根町から農協の集荷場のほうへ出るかな。あの

配置しております。

辺の道路癩癩あの下か、狭いんです。だから、

そういうことで、本市におきまして課題への

曲がったり、狭かったりしますから、やっぱり

対応の措置というのは、そのようにしているわ

本当にまちづくり自体がまず道路からだと思う

けですけれども、今、議員から御指摘のありま

んです。

した来年度、文科省は3,000人を目指しており

ですから、この辺のことについては、宮迫議

ます。これを千六百九十数市町村で割りますと、

員がおられれば、宮迫議員の範疇だろうと思っ

１市に１人も回らないわけですけれども、本市

て今まで言わなかったんですけど、引退されま

の実態等を把握しながら、教育の充実のために

したので、私からお願いをしておきます。それ

はどうしても教職員が必要でございますので、

については要望でいいですから、教育長のそこ

そのことにつきましては、また我々も全力を尽

のとこだけちょっとお願いします。

くしてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。

○教育長（長濱重光） 御質問にお答えいたし

○池山節夫議員 終わります。

ます。
学校のこの定数といいますのは、国のほうで
措置されており、これには学級数に応じて基礎

○議長（池之上誠） 次に、２番、梅木勇議員
の質問を許可いたします。

定数というのがあります。例えば、６学級でし
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［梅木 勇議員登壇］

○梅木 勇議員 御苦労さまです。朝夕涼しさ

水市民が出身地や応援自治体へふるさと納税を

を感じるようになりました。田んぼでは水稲の

し、本市が控除した住民税の件数と額をお聞か

止水が始まり、あちこちにヒガンバナも咲き出

せください。
以上で１回目の質問を終わります。

し、秋の気配が漂い始めたきょうこのごろです。
ことしの夏は、牛根深港川で６月から７月に

○農林課長（川畑千歳） 梅木議員の鳥獣被害

３回もの土石流が発生し、被災された方々を初

対策についての１回目の質問、これまでの被害

め、深港地区の皆様にお見舞いを申し上げます。

についてにお答えをいたします。
全国各地で野生鳥獣による農作物被害が拡大、

それでは、議長に発言の許可をいただきまし
たので、さきの通告順に質問してまいりますの

増加していることを受けまして、国は鳥獣保護

で、御答弁よろしくお願いいたします。

法の一部を改正し、従来の保護から管理へと大

秋の気配が漂い始めた畑では、キヌサヤ、イ

きく方向転換し、イノシシなど種によっては積

ンゲンなど野菜類の作付が種まきから芽を出し、

極的に捕獲を進めて、数を減らすという考え方

成長段階となっています。水稲や、ミカン・柿

を打ち出しました。
そのような状況の中、本市におきましてもイ

など果樹の実も日々大きくなりやがて実りの秋

ノシシや猿などの野生鳥獣被害が毎年発生をし

を迎え、楽しみと喜びの時期でもあります。
このような農作物に毎年鳥獣被害が発生して

ております。平成25年度中の有害鳥獣による被

おります。農家を初め、また、高齢者の方々等

害を見てみますと、面積で36.5ヘクタール、金

が自家消費や直売所販売などの楽しみに、農地

額で272万7,000円となっております。うちイノ

を耕し、樹木の剪定作業、肥料を施し、種をま

シシによるものが89万1,000円、猿によるもの

き、病害虫防除をし、懸命な労力のもとに実っ

が81万6,000円であります。

た作物が収穫前に被害を受ける。生産者は、被

平成26年度の被害を見て見ますと、面積で

害もさることながら、次回への生産意欲が減退

35.3ヘクタールで微減しているものの、金額で

し、苦慮している現状であります。

は273万5,000円、うちイノシシによるものが96

そこで、１点目、鳥獣被害対策の被害状況に

万6,000円、猿によるものが93万3,000円と増加
しているところでございます。

ついてお伺いいたします。

特に被害の多い作物は、タマネギなどの野菜、

次に、ふるさと納税について質問いたします。
ふるさと納税制度は、開始からことしで８年

サツマイモなどのイモ類、ビワなどの果樹とな

目となりますが、制度改正が行われ、ことしか

っております。

ら住民税所得割額の限度額が１割から２割に拡

以上です。

大され、納税の申請もワンストップ特例制度を

○企画政策課長（角野 毅） 梅木議員のふる

導入するなど、さらに納税しやすい状況となり、

さと納税についての１回目の御質問にお答えを

昨今、各自治体納税アップに向け、取り組みの

いたします。
初めに、平成26年度におけるふるさと納税の

拡充やさまざまな工夫を凝らしているようであ

実績でございますが、寄附件数、金額とも前年

ります。
本市では、制度開始以来、いち早く取り組ま
れ、活用されていると認識しています。その成

度の実績を２倍以上上回る寄附件数877件、寄
附金額2,816万5,000円でございました。

果も見られ、地域活性化関係や、他の事業に活

次に、ふるさと応援基金の活用実績でござい

用されております。実績の状況、また、逆に垂

ますが、本市初の公式イメージキャラクター
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「たるたる」の制作を行う垂水イメージアップ

だき、猟銃やわなによる鳥獣の捕獲を行ってい

事業、地域振興計画を推進するために地区公民

ただいております。

館へ事業資金を交付するまちづくり交付金事業

平成26年度の鳥獣の種類別捕獲実績を見てみ

など６事業に、計451万8,000円を活用いたしま

ますと、イノシシ333頭、猿20頭、タヌキ49頭、

した。

アナグマ52頭、カラス39羽となっております。

次に、本市在住の方が平成26年度中に他の自

本年度につきましては、７月末時点で、イノ

治体へふるさと納税を行うことで発生いたしま

シシは246頭捕獲されており、昨年同時期に比

す平成27年度住民税税額控除実績でございます

較して捕獲の頭数が増加しております。野生鳥

が、税額控除対象者が８人、住民税控除額が11

獣捕獲が農作物への被害軽減に寄与していると

万3,361円でございました。

いうふうには考えております。
鳥獣の捕獲に従事していただいている猟友会

以上でございます。
○梅木 勇議員 それでは、一問一答方式でお

員は、全体的に高齢化が進んできておりますの

願いいたします。

で、後継者の育成を図ることが課題となってお

有害鳥獣の被害については、年々徐々にふえ
ているとのことであります。対策については、

り、本市では、わな狩猟免許取得手数料の補助
を実施しております。

これまで国、県の諸事業などを活用し、猟友会

また、鹿児島県においては鳥獣捕獲活動を行

の協力を得ながら対処してこられたと思います

う駆除員の狩猟税を、ことし４月から免税にす

が、これまでどんな対策に取り組まれたのか。

るなど、対策を講じているところでございます。

また、農林課、農業委員会、生活環境課の３課

また、捕獲した鳥獣の種類別に補助金を交付

による被害防止実施隊が設置されているようで

し、そのほかにも鳥獣捕獲出動に係る補助金も

すが、どんな活動がなされているのか、それら

制度化しているところでございます。
平成26年度には、農林課、農業委員会、生活

の効果、成果についてお伺いいたします。
被害防止対策の一つに電気柵があります。去

環境課の市職員で構成する鳥獣被害対策実施隊

る７月には、静岡県西伊豆町で、獣害対策電気

を設置し、鳥獣の追い払いや、被害防止につい

柵に感電し２人が死亡する痛ましい事故が発生

ての普及・指導等も行っております。
防護柵、電気柵等の設置の補助等につきまし

しました。電気柵を設置しても、安全に注意し、

ては、イノシシや猿などの農作物被害を防止す

安全が確保されなければなりません。
これを受けて、全国的に安全対策調査が行わ

るため、鳥獣被害対策実践事業を活用し、平成

れたようですが、本市の安全点検結果はどうだ

26年度には、ワイヤメッシュ柵や電気柵を大野

ったのか、お伺いいたします。

地区、新城地区、牛根地区において設置をいた

○農林課長（川畑千歳） 鳥獣被害対策につい

しました。
また、電気柵や防鳥網の設置など、鳥獣被害

ての２回目の質問、被害防止対策についてお答

対策を行われた認定農業者等７名の方々に、市

えいたします。
現在、被害防止対策としまして、猟友会によ

単独事業で補助金を交付しております。
事業実施の効果につきましては、電気柵等を

る鳥獣の捕獲や防護柵、電気柵等の設置の補助

設置した農地では、イノシシや猿などによる農

等を実施しております。
まず、猟友会による鳥獣の捕獲につきまして
は、現在40名の会員の方に駆除員となっていた

地や農作物の被害が昨年度に比べほとんどない
というふうに聞いております。
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電気柵による事故についての対応についての
御質問ですけれども、先般、他県において起き

わらず、最初の答弁にありましたように、被害
も徐々にふえている状況のようです。

ました電気柵による感電死亡事故への対応につ

私の地域では、四、五年前までは、はぐれ猿

きましては、鹿児島県より、電気柵の整備にお

が１頭出没しておりましたが、現在では10頭前

ける安全確保についての通知が送付されてきま

後の群れとなっております。花火で追っ払いな

した。

どは一時的で、皆さんお手上げの状態です。イ

本市で設置している電気柵の電源はバッテ

ノシシについては、作物の食害を初め、畑や田

リーを使用し、感電死亡事故の電気柵の電源は

んぼをほじくり返し、埋め戻しにひと苦労です。

家庭用電源を使用しておりまして、本市とタイ

このような被害には他の自治体も対策に苦慮さ

プが異なりますけれども、本市におきましても

れているようです。
ちなみに、猿対策について、大崎町では、猟

補助事業等で設置した農家や、日ごろの農家訪
問等で把握している設置者等への文書の配布や、

友会の１人を巡回員として委託しております。

設置状況の聞き取り、現地確認を行いました。

巡回員は、猿の群れの生息数や行動・移動など

その後、電気柵の安全対策などの再点検、改

の観察を繰り返し、特性や習性をつかみ、群れ

善指導の実施状況等について調査依頼が鹿児島

に影響力のあるボス猿や強い母猿を捕獲し、群

県よりございましたので、調査を実施いたしま

れを人里に近づけさせないことに成果を上げて

した。

いるようです。

調査に当たりましては、生産組合、法人、個

さつま町でも、猟友会の１人を調査員として

人の20件の調査を行い、うち周囲に危険を知ら

臨時雇用しています。調査員は、発信器をとり

せる表示板の設置がなかったものが２件ありま

つけてある猿の群れの位置や移動を常に監視し

したので、設置を指導し、改善されております。

て、対策に情報を報告したり、設置した箱わな

そのほかには、技連会だよりによる電気柵の

の見回りをしているとのことであります。

注意喚起の文書を、振興会を通じて回覧で周知

また、南大隅町では、委嘱された一般人２人

するとともに、広報たるみず９月号にも注意喚

がパトロールと猿の出没情報に努めており、町

起の記事を掲載し、市民の方々へ周知している

職員も15人ものわな免許を取得しており、西之

ところでございます。

表市でも、職員３人がわな免許を取得して、被
害防止実施隊やお助け隊として活動しているよ

以上です。
○梅木 勇議員 電気柵の点検につきましては、

うです。

本市では20件中２件がちょっと危険防止の表示

狩猟免許試験が、ことしは年２回から３回と

がなかったということで、その後、指導して改

なり、３回目が来年１月にあるようであります。

善されたというようなことで、電気についても

本市でもさまざまな対策がなされておりますが、

家庭用ではなくて、バッテリー式というような

捕獲はふえているが、被害もふえている。この

ことで、これからも安全の確保に努めてお願い

ような現状からすれば、耕作放棄地にもつなが

したいなと思っております。

り、もう一歩踏み込んだ対策の必要性が求めら

ただいまの答弁で、諸対策に取り組まれてい

れていると思いますが、今後についてお伺いい

ることが理解できました。柵の設置や捕獲頭数

たします。

もふえ成果も上がっているようですが、このよ

○農林課長（川畑千歳） 鳥獣被害対策につい

うに一生懸命対策に取り組まれているにもかか

ての３回目の質問でございます。今後の対策に
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たけれども、こういう８件ではございますけれ

ついてお答えいたします。
現在取り組んでおります猟友会による鳥獣の

ども、この地方の皆さんも自分の出身地とか、

捕獲や、防護柵、電気柵等の設置による被害の

そういうようなところへやっぱりふるさと納税

予防に取り組むことで、一定の鳥獣被害抑止効

をするという関心が高まっているなということ

果は出てきていると考えますけれども、被害の

を実感したところでございます。
これまでの実績は、県内ではトップレベルの

減少までには至っていないところでございます。
今後も、農家の皆さんが大事に育てた農作物

納税額であるようですが、市の努力や関係者の

を守り、営農活動を維持するためにも、これま

協力の賜物であると思います。ホームページで

での取り組みをしっかりと継続するとともに、

も掲載がなされＰＲに努めておられますが、こ

ただいま議員紹介の先進事例や、私たちが研修

れまでの成果に対してどのような対策、取り組

会等で学んだ取り組み等を参考に、鳥獣被害対

みがなされてきたのか、お伺いいたします。

策を調査・研究してまいりたいと考えます。

○企画政策課長（角野 毅） 梅木議員のふる

また、地域住民が集落ぐるみで鳥獣被害対策
に関する正しい知識を取得することも必要でご

さと納税制度についての２回目の御質問にお答
えをいたします。

ざいます。寄せつけない、進入を防止する。個

本市では、ふるさと納税制度が始まりました

体数を減らすという被害防止対策の３つの取り

平成20年、他の自治体に先立ちまして体制等を

組みを柱に、関係市町村との広域的な連携も視

整備し、取り組みを始めました。
当初、関東・関西垂水会など、本市出身の会

野に入れながら、ソフト、ハード両面にわたる

員への呼びかけや、市ホームページ、インター

総合的な取り組みに努めてまいります。

ネット紹介サイト、情報誌等を活用した情報発

以上です。
○梅木 勇議員 柵等を設置したら、イノシシ

信、また、実績報告書を毎年度寄附者全員へ送

の被害はちょっとこれまでよりも減少している

付して、継続的な寄附につなげる取り組みを行

というようなことでございますけれども、しか

ってまいりました。

し、それ以外の猿等については、ちょっとまた

その結果、寄附者の数は、本市にゆかりのあ

そういううまい対策がこの垂水ではできていな

る方々が多く、郷土愛に支えられ順調に実績を

いというようなことから、私が先ほど申しまし

伸ばし、県内トップクラスの実績を残してまい

た他市の状況やらありますけれども、今現在の

りました。

対策よりも、一生懸命頑張ってはもらっており

その後、平成24年ごろから、各種メディア等

ますけれど、もう一歩、先ほども申しました踏

でふるさと納税が頻繁に取り上げられるように

み込んだ対策ができないかというようなことで

なり、寄附者獲得のためのお礼の品を豪華にす

要望しておきます。

るなど、自治体間の競争が過熱してまいりまし

以上で、これについては終わりたいと思いま

た。
本市においては、寄附に対するお礼のため、

す。
ふるさと納税について質問させていただきま

豚肉、海産物、果物、焼酎、温泉水など合計29
種類のお礼の品を用意し、寄附者へお好みの品

す。
ふるさと納税は、都会から地方にへとイメー

をお届けいたしております。

ジでありますが、先ほどの答弁で、我が垂水か

また、平成26年度は100万円以上の高額寄附

らも件数は８件というようなことでございまし

者へ、美湯豚２頭を含む豪華特産品を贈呈する
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新コースの設定、また、年間５人の方に「森伊

るいは経済団体に協力を呼びかけるなどまた、

蔵」が当たるＷチャンス抽選会を開催するなど、

姶良市では支援業務を民間にしたとあります。
この制度は平成20年度から始まりましたが、

ＰＲ活動も行ってまいりました。
さらに、平成27年度は、国の税制改正の後押

ちょうどその年、私たちは還暦の同窓会を行い、

しを受け、インターネットのふるさと納税紹介

同窓会会場に当時ふるさと納税の係でありまし

サイト、ふるさとチョイスへの登録と、クレジ

た、現在農林課の川畑課長に来ていただき、制

ットカード決済を導入することで、寄附者への

度の案内とＰＲをしていただいたことがありま

利便性の向上を図っているところでございます。

す。
イベント等でのチラシ配布や市内の交流施設、

以上のように、本市を初め寄附者や特産品提
供会社など、かかわる皆様にとりましてバラン

ホテル等の宿泊施設に観光パンフレットとふる

スのよい制度となるよう取り組んでいるところ

さと納税がセットになった案内をするなど、都

でございます。

城市のように、雑誌やテレビを利用していると

○梅木 勇議員 ありがとうございます。市報

ころ、推進ＰＲにはさまざまな工夫もあるかと

を初め、関西・関東両垂水会等へのＰＲや返礼

思います。自主財源の乏しい地方にとって、取

に特産品を贈ったりされているというようなこ

り組み次第で財源確保が左右する大きなチャン

とで、また、今年度からさらに特産品の拡充や、

スと思っております。

先日、議会での市長の諸般の報告では、カード

ことしは新たにカード決済の導入や拡充が図

決済にも対処し、既に273件、1,080万円となっ

られ、期待されますが、増税につながれば返礼

ているとの報告もありました。

品の生産・製造者等に生産意欲の増進にもなり、

各自治体でも急激にこの制度の対策、取り組

さらなる展望をするためにも、また特産品の裾

みが推進、拡充され、財源が確保されているよ

野拡大や諸対応に向けても、スタッフの増員や

うで、ちょくちょく新聞等でも報道されており

体制づくりの必要性もあるのではないでしょう

ます。お隣の霧島市では、2015年の目標を

か。
このような取り組みをすることにより増税に

5,000件、１億円と掲げ、宮崎県の都城市では、
昨年10月の制度開始から255日で10億円を突破

つながり、ますます諸事業に活用され、これが

したと。そして、この９月議会には、ふるさと

地域活性化、いわゆる地方創生の一助や、交流

納税推進事業費13億5,195万円ほどの補正予算

人口にもつながるものと考えますが、さらなる

を上程したとあります。

方策展開についてお伺いいたします。

さらに、９月５日の南日本新聞では、志布志

○企画政策課長（角野 毅） 梅木議員のふる

市も３カ月間で１億円を突破し、目標額を３億

さと納税制度についての３回目の御質問にお答

円に上方修正したとありました。また、きょう

えをいたします。

の新聞では、１億194万4,000円のふるさと納税

まず、先ほど梅木議員が申されたとおり、寄

特産品事業費補正予算を上程しっとあります。

附者をふやしたいという思い、これにつきまし

こうした背景には、特産品の種類が豊富であ

ては、私たちも同じでございます。いただいた

ったり、ポイント制を導入したり、ホテルの宿

意見はしっかりと参考にさせていただきたいと

泊券、航空券、さらには山形県酒田市のように、

思います。

がん検診を特典にしているところもあるようで

さて、さらなる展開ということでございます

す。これらの業務を進めるには、企業や業者あ

が、近年、ふるさと納税は、他の自治体とお礼
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の品の豪華さを競い合う商工政策に変わりつつ

○議長（池之上誠） 次は、明日午前９時30分

あるという指摘もございますが、本来の趣旨は、

から本会議を開き、一般質問を続行いたします。
△散

大都市圏と地方の税制格差是正、地方自治体の

会

財源確保が目的でございます。よって、本市で

○議長（池之上誠） 本日は、これをもちまし

は引き続きこの本来の趣旨を尊重し、本市を応

て散会いたします。

援してくださる多様な寄附者からいただいた寄
附金の有効活用に努めることを基本としながら、
寄附者に喜んでいただけるお礼の新たな開発や、
生産基盤等への支援を行うなど、需要と供給の
バランスがとれた無理のない経済成長につなげ
ていくことが大変重要であると考えております。
今後も、垂水市らしいふるさと納税を展開し、
寄附者の獲得と幅広いＰＲを行い、本市のファ
ンを一人でも多くふやしていけるような取り組
みに努めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○梅木 勇議員 ありがとうございました。こ
れからも無理のない取り組みをしていきたいと
いうようなふうにお受けいたしましたけれども、
今、国民の皆さんは、このふるさと納税に非常
に関心が高まって、それは、私の考えでは、や
っぱり特産品を楽しみにして、自分の出身地の
団体以外や５団体にも、ふるさと納税がこの寄
附金ができるという制度になっておりますので、
これだけそれぞれの各地でふるさと納税が増税
しているということは、こういう皆さんの気持
ちを捉えての取り組みの結果ではないだろうか
というようなふうに思っておりますので、今の
現状よりもさらにいろいろな施策を展開してい
ただいて、さらに垂水市のこの特産品の生産者
たち等にも幅広く広がるように、そういう取り
組みをしていただきたいと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。
私の質問を終わります。ありがとうございま
した。
○議長（池之上誠） 本日は、以上で終了いた
します。
△日程報告
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書

記

橘

圭一郎

書

記

瀬 脇 恵 寿

そして、災害関連緊急砂防工事の予算獲得８

平成27年９月９日午前９時30分開議

億5,000万に御尽力をいただきました森山瓠先
△開

生、市長を初め、議長、国道整備促進特別委員

議

○議長（池之上誠） 定刻、定足数に達してお

会の議員の皆さん方にも重ねて御礼を申し上げ

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

ます。
それでは、早速、質問に入ります。

す。

まず、桜島の大噴火についてでございますけ

ここで、社会教育課長から発言の申し出があ
りますので、これを許可いたします。

れども、去る８月15日に桜島の噴火レベルがレ

○社会教育課長（森山博之） おはようござい

ベル４に引き上げられました。現在は、また３

ます。昨日、堀内議員の国民文化祭の１回目の

に引き下げられておりますが、レベル５に引き

答弁におきまして、和田栄作・和田香苗記念全

上げられた場合、垂水市民の避難はどのような

国絵画コンクール並びに大隅歴史街道のチラ

流れになるのか、教えていただきたいと思いま

シ・ポスターの送付につきまして、全国46都道

す。

府県1,698市町村と答弁をさせていただきまし

次に、深港地区の土石流災害についてでござ

たが、正しくは47都道府県で、本市を除きます

いますけれども、今後の復旧はどのように進め

1,740市町村でございました。お詫びして訂正

られるのか、わかってる範囲で説明をお願いい

をさせていただきます。

たします。
最初の質問を終わります。

○議長（池之上誠） 本日の議事日程は、お手

○総務課長（中谷大潤） おはようございます。

元に配付いたしたとおりであります。

それでは、早速、森議員の質問にお答えした

△一般質問
○議長（池之上誠） 日程第１、これより、き

いと思います。
まず、噴火警戒レベルが５の避難に引き上げ

のうに引き続き一般質問を行います。
それでは、通告に従って順次質問を許可いた

た場合の、垂水市民の避難計画についてお尋ね
ですが、レベル５は人的被害が発生する可能性

します。
最初に、11番、森正勝議員の質問を許可いた

が非常に高まった場合に発表される噴火警戒レ
ベルでございまして、気象庁によると、現在の

します。

マグマの蓄積量によるレベル５の場合、避難指

［森 正勝議員登壇］
○森 正勝議員 皆さん、おはようございます。
去る６月24日より７月29日までに発生した深

示の範囲は、桜島島内のみで、本市までは及ば
ないと予測されています。

港川の土石流災害に際し、垂水市当局・鹿児島

本市におきましては、過去の大噴火を踏まえ

県・国土交通省を含め、迅速に対応していただ

て、被害が及ぶ範囲を予測した地域防災計画に

き、復旧作業が進められていることに、関係者

おいて、まず牛根麓・海潟地区の一時集合場所、

の皆さんに心から御礼を申し上げたいと思いま

指定緊急避難所、指定避難所等が示されており

す。

ます。

また、牛根地区公民館に避難された深港の住

そのような状況・計画を踏まえた現状の避難

民の皆さんに飲料水・食料等を差し入れていた

計画でございますが、まず牛根麓地区住民につ

だいた各企業の皆さんにも、心から御礼を申し

きましては、自家用車等でみずから避難所まで

上げます。

待避できる方は、風向きに注意しながら牛根小
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学校体育館へ避難していただきます。移動手段

した上部に地下水を抜くための集水井工を、下

のない方は、まず近くの前崎待避壕か居世神待

側に土石流対策の堰提工を、また、深港川の中

避壕へ集合していただき、その後、市が配した

流付近には、既に河川内に床固め工と導流提が

バスや公用車で牛根地区公民館へ搬送いたしま

設置されているところでございます。
現在の事業進捗状況ですが、測量設定委託と

す。
海潟小浜・脇登地区の住民につきましても、

地質調査業務を発注され、用地調査や調査ボー

自家用車等でみずから避難所まで待避できる方

リングが行われております。その調査結果を解

は、風向きに注意しながら垂水市市民館へ避難

析され、詳細設計ができましたら用地交渉を行

していただきます。移動手段のない方は、まず

い、工事発注となるようでございます。

近くの小浜退避壕か脇登退避壕へ集合していた

河川内の対策としましては、土砂が堆積した

だき、その後、市が手配したバスや公用車で垂

場合には、床固め工から上流は県で必要に応じ

水市市民館等へ搬送いたします。

て除去するようになっておりまして、床固め工

牛根麓・海潟小浜・脇登地区以外の地域防災
計画に示されてない地域住民の退避計画につい

から下流の河口までは市で除去することになっ
ております。
以上でございます。

てお尋ねですが、人的被害が発生する可能性が
少ない地域になりますので、市としましては、

○森 正勝議員 一問一答方式でお願いをいた

境小学校体育館、水之上体育館、南地区憩いの

します。
まず、大噴火についてでございますけれども、

家など、マグマの蓄積量や風向きなど、状況に
応じて自主避難所を開設して、自主避難を呼び

牛根地区公民館、牛根小体育館、海潟地区の方

かけを行います。

は垂水市民館ということで、避難先がなってい

移動につきましては、牛根麓・海潟地区住民

るようでございます。

の避難を優先した対応に取り組むため、市のバ

そこで、先月の深港地区の避難のときに感じ

スや公用車等の手配ができないと思われますの

たことでございますけれども、避難が１日、２

で、自助の観点から、みずから避難所まで待避

日だったらよろしいんですけれども、３日以上

できる方は、風向きに注意しながら避難する、

とか１週間ぐらいになってきますと、避難の皆

他の人は共助の観点から、地域のつながりで助

さんが必要なものがございます。例えば、冷蔵

け合って避難させることが大切と考えます。情

庫とか洗濯機とか、シャワーが必要になるよう

報の収集を強化して、迅速かつ円滑な避難が実

でございます。この牛根小体育館、公民館、垂

施されるよう努めてまいります。

水市民館もそうだと思うんですけれども、シャ
ワーの施設がないようでございます。シャワー

以上でございます。
○土木課長（宮迫章二） 深港地区の土石流災

が必要じゃないかと思うんですけれども、その

害の今後の復旧計画について、お答えいたしま

点について御質問いたします。

す。

○総務課長（中谷大潤） まず、牛根地区公民

平成27年６月の梅雨前線による豪雨等に伴い、

館には仰せのとおりシャワーは完備されており

発生した土石流に対して、鹿児島県が緊急的に

ません。その前に今回の深港土砂災害におきま

深港川２地区として災害関連緊急砂防事業を実

す牛根地区へ避難された方への対応について、

施すると公表されているところでございます。

二、三説明させていただきますが、まず、牛根

主な対策工事としましては、土砂崩壊が発生

地区公民館には冷蔵庫は小さいのが１個ござい
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ましたけども、ちょっと夏場ということで足り

○総務課長（中谷大潤） 本市が市民へ配布し

ないだろうということで、体育館にありました、

ました桜島火山ハザードマップでは、確かに

ちょっと大きめの冷蔵庫を一時借りまして、そ

「牛根村、降下火砕物で小学校と村役場の建物

れを運んで、それを利用していただきました。

が倒壊」と記載しています。

また、断水があったもんで洗濯があるという

この件に関する状況をお聞きのことですが、

ことで、これにつきましては牛根分権所のほう

いろいろ文献を調べました。その中で、内閣府

に洗濯機が２台あるということでしたので、そ

の中央防災会議、災害教訓の継承に関する専門

の１台を地区公民館のほうへ運搬して、それを

調査会による桜島大正大噴火の報告書の中で、

利用していただきました。

牛根村の被災に関する記載事項を見つけました

それから、シャワーとちょっと関連しますが、

ので、原文のまま読み上げます。
噴火時の経過におきまして、大隅地域では降

風呂につきましては、道の駅の入浴券を配布し

灰が全域に及び、特に牛根方面で激しくて、村

て、そこで対応いたしました。
それでは、市民館のシャワーにつきましてで
すが、確かに桜島大噴火などを想定しますと、

役場と松ヶ崎校のほか民家22戸が倒壊し、農作
物にも壊滅的な被害を出した。
２月15日の大雨で堆積していた軽石と火山灰

多数の住民が避難され、長期化が予想されます。
避難期間が長くなると、衛生面の心配も出てき

が洪水（土石流）となって氾濫し、牛根村・麓

ます。特に、夏場はシャワー設備を備えること

集落では、桜島の避難民とともに南の垂水、あ

で、避難者の衛生面に対応でき、また、ストレ

るいは東の輝北、北の福山方面へ避難する者も

スを軽減させることもできます。

多かった。

長期化する場合の避難生活におけるシャワー

２月16日前後の豪雨によって、火山灰軽石が

設備設置につきましては、公民館のシャワー設

河川を硫化して、多くの田畑や家屋を流失させ

備だけで多数の待避者に対応できるのか、また、

るとともに、市木・海潟地区では女性１名の犠

簡易シャワーを複数設置する対応、近隣の温浴

牲者を出した。
さらに、３月６日夜の豪雨でも、女性１名と

施設を開放する対応など、方策について今後、

黒神からの避難児童３名が流されて、溺死した

関係機関と検討してまいりたいと考えます。

ことは無残であった、とも記載されています。

以上でございます。

また、ハザードマップにも記載されています

○森 正勝議員 シャワーについては、お考え

が、牛根麓の堆積降灰量は約１メートルだった

いただきたいと思います。
それから、牛根麓・海潟以外の避難につきま

と報告されています。

しては、自主避難ということで理解いたしたい

以上でございます。
○森 正勝議員 非常にすばらしい資料、発見

と思います。
桜島のハザードマップがございますけれども、
この中に牛根村大噴火についてでございますけ

していただいて、私もまた見せていただきたい
というふうに思っておりますが。

れども、この中に、牛根麓降下火砕物で小学校

その中で、麓集落では輝北や福山方面へ避難

と村役場の建物が倒壊という言葉が語られてお

する者も多かったということが書いてございま

ります。その状況がわかれば教えていただきた

す。
先日、大隅地区の議員協議会がございまして、

いのですが、どういう状況だったのか、教えて
いただきたいと思います。

大崎町の議員の方で神﨑さんという方がおられ
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ました。その方は、何か牛根辺田からお父さん

次に、深港川の土石流についてでございます

が大正３年の噴火のときに避難されたという方

けれども、上流提、堰提工、それから集水ます

だったようでございます。そういったことを聞

ですか、何か地下水を抜くということで行うそ

いたり、その文献の中にもございましたけれど

うですけれども、上流提の設置とか先日、全員

も、２次避難先ということを考えなくていいの

協議会でも池山議員も言われましたけれども、

かどうか。それからまた、台風と大噴火重なっ

既設の橋のかさ上げ等があった場合には、地元

た場合の複合災害と言いますか、こういった場

の意見も取り入れる必要があると思うんですけ

合にはどうすればいいのか、わかってる範囲で

れども、そういった意味でも地元説明会を開い

説明を願いたいと思います。

ていただきたいというふうに考えております。

○総務課長（中谷大潤） まず、２次避難につ

それから、仮設の橋が設置されました。この

きましては、大規模噴火に対する警戒は怠って

目的は何だったのか、教えていただきたいと思

はなりませんけども、有識者の見解によります

います。

と、桜島地下のマグマの蓄積量は、現在約200

○土木課長（宮迫章二） まず、災害関連緊急

万トンと推測されています。大正大噴火時のマ

砂防事業の現在、測量設計委託を出していると

グマの量は20億トンから30億トンと言われてお

ころですけど、これの詳細設計ができて、計画

り、このことから判断すると、大正大噴火と同

案が示されたときには、地元説明会を開催して

規模の噴火は発生しないと推測されます。

着工するというふうに聞いております。

また、噴石が到達する範囲は桜島島内との見

それと、国道の仮設橋の目的は何かというこ

解も示されておりますので、今のところ２次避

とでございますが、国道220号は、これまで土

難については想定しておりません。

石流が発生するたびに通行止めになっておりま

それから、次の質問ですが、桜島噴火によっ

して、地域住民の日常生活はもちろんのこと、

て噴出される噴石等は、直径２ミリ未満が火山

産業・経済活動などに多大な支障を与え、地域

灰、直径２ミリから64ミリ未満が火山礫、直径

経済振興に及ぼす影響は著しいものがありまし

64ミリ以上が噴石と分類されております。

た。

噴石は５キロ以上飛散することはめったにな

そのため、国土交通省としましては仮り橋を

いことはわかっておりますが、火山灰、火山礫

設置し、今後、土石流が発生してもできる限り

は風の影響を受けやすいため、風下側では対策

国道220号の利用者の安全・安心な通行を確保

が必要となります。

することで、このような影響をなくそうと計画

今回、噴火警戒レベル４の期間と台風15号の

されたものでございます。

接近が同時期だったことから、噴火の際の火山

この仮り橋は、現在の橋の下流約30メートル

礫と風力の影響について、気象庁へ問い合わせ

の位置につくられており、延長40メーター、桁

を行いましたところ、影響は約１割程度だとい

下高５メーター、車道幅員は片側３メーターの

うことです。

２車線で、上流側に幅員1.5メートルの歩道が

今回、気象庁が発表したエリアは３キロでし

設置されております。

たので300メートル程度伸びる可能性がある、

以上でございます。

との回答もありました。
以上でございます。
○森 正勝議員 ありがとうございました。

○議長（池之上誠） 説明会の開催。
○土木課長（宮迫章二） 先ほど申しましたけ
ど、説明会の開催は着工前にするというふうに
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したところであります。

お聞きしております。

以上です。

○森 正勝議員 それから、農地の災害復旧工
事なんですけれども、農地の災害復旧工事は実

○森 正勝議員 農地の復旧はしないというこ

施しないというふうに聞いておりますけれども、

とで、経緯はわかりましたので、御理解いたし

実施しないということになった経緯を教えてい

たいと思います。
農地の復旧はしないということですけれども、

ただきたいと思います。
○農林課長（川畑千歳） 深港地区の土石流災

やはり今の状態で復旧するというのは非常に感

害についての３回目の質問、農地災害復旧工事

じも悪いし、また、おかしいと思います。やは

を実施しないことになった経緯についての御質

り、ある程度、成長すべきだと思いますけれど

問にお答えいたします。

も、その点はよろしくお願いをしときたいと思

６月22日からの大雨に伴い、６月24日深港地

います。

区で土石流が発生し、地権者５名分、農地８筆

次に、集落水道についてでございますけれど

4,798平方メートル中2,565平方メートルに土砂

も、仮設の水道復旧に関しては２回ほど仮設の

と河川水が流入する被害が発生をしました。

工事をいたしました。その際、水道課の皆さん

この時点では、地元の建設会社が地元貢献で

や生活環境課の皆さんにも協力をいただきまし

災害復旧を実施するとの申し出があり、地権者

て、仮設が復旧いたしました。職員の皆さんに

も了解して、その方向で災害復旧を進めていく

はお礼を申し上げたいと思います。
水道の完全復旧ということに関しまして、仮

計画でおりました。
しかし、７月５日、深港川で２回目と３回目

設道路をつくって、それに沿いながら新しいパ
イプを引かなければならないために、完全復旧

の土石流が発生しました。
農地被害は地権者９名分、農地15筆8,677平

のためには非常に時間もかかるし、住民の負担

方メートル中8,307平方メートルであり、被害

も大きいと思います。仮の水道普及の場合も２

状況は土砂と河川水の流入に加えて、大小多数

分の１補助ということで、補助していただきま

の転石の流入でありました。

した。２分の１と言いましても、深港の場合は

農地被害面積が大幅に増加するとともに、大

ボーリングをしております。そのボーリングの、

小の転石が多数流入するなどしたことから、地

ボーリングしているボーリング取水口と言いま

元建設会社の地元貢献での災害復旧は無理と判

すかね、その場所も埋没しておりまして、20

断して、農地災害復旧の準備に着手しました。

メーターから30メーターの土砂に覆われてるん

農地災害復旧を農家が希望する場合、２分の

じゃないかと思うんですが、それを復旧する場

１の補助金を受け、残り２分の１を農家が負担

合も、やはり住民の方への負担が非常に大きい

して実行されることになりますが、農家負担額

んじゃないかというふうに考えております。で

を積算したところ、少ない人で30万円弱、多い

きるだけ２分の１補助ということではなくて、

人では1,000万円を超える額になりました。

もう少し補助率を上げていただけないだろうか

農林課で農家の意向を確認したところ、１つ

というふうに考えております。
最後は、市長にちょっと見解をお願いいたし

目に、全員が、個人負担してまで災害復旧しな
い、２つ目に、仮に災害復旧しても、再度の被

たいと思います。

災が心配である、ということでありましたので、

○市長（尾脇雅弥） 森議員の深港地区の土砂

農地災害復旧工事は実施しないという結論に達

災害についての４回目に、お答えをいたします。
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まずは森議員に、大変に感謝を申し上げたい

の今日ですが、国道も片側通行になり、道の駅

と思います。災害の発生時以降、現場あるいは

も従業員総出で土石や泥の除去に当たり、10日

避難所に足を運んでいただいて、行政と市民の

間で営業を再開しました。苦しい中にも連帯感

皆様方のつなぎ役として、本当に昼夜を問わず、

があり、皆さん、笑顔で立ち向かっておられま

いつ行ってもおられましたので、本当に頭の下

した。

がる思いでございました。お疲れもあろうかと

今回の通行止めや土石流被害に遭われた市民

思いますので、体調にも十分注意をしていただ

の皆様を初め、レベル４に引き上げられた桜島

きたいと思います。

の噴火活動など、日常生活で支障を来すことが

お尋ねの、農地あるいは水道関係のことに関

次々と起こり、特に牛根に住んでいる方にとっ

しては、従来の規定というものもございますけ

て、精神的・経済的なダメージだけでなく、桜

れども、さまざまな状況を勘案して、今のまま

島爆発がいつ起きるかなど、不安な夜を過ごし

ではよくないというのは、おっしゃるとおりで

た高齢者の方々も多数いらっしゃいました。

ございますので、関係課と協議をしながら、有

また、深港の飲料水の確保にはしばらく時間

効な都市活用あるいは対応ができないかという

を要しますが、爆発時の住民説明会の実施など、

ことを検討してまいりたいと考えております。

重ねて執行部の皆様には御礼申し上げます。
それでは、先に通告しておりました案件に基

○議長（池之上誠） 次に、１番、村山芳秀議

づき、質問をさせていただきます。

員の質問を許可いたします。

１番目に、新水道ビジョンの策定について、

［村山芳秀議員登壇］
○村山芳秀議員 おはようございます。暑い夏

お尋ねします。

がさっと過ぎ去ったような感じで、朝夕は秋の

国が、平成25年３月ですが、２年半ほど前に

気配を感じるようになりました。昨日から先輩

示した新水道ビジョンでは、平成22年度末の段

議員からもありましたように、梅雨からこの夏

階で、全国では水道普及率が97.5％に達し、概

にかけて、この市役所の皆さんにとって、災害

ね、国民皆水道と言えるまで達しております。

警戒に次ぐ警戒と、総務課を初め、大変御苦労

残念ながら垂水市におきましては、平成25年

さまでございました。まだまだ台風時期は続き

統計によりましても、上水道で90.8％、公営簡

ますし、桜島もどうなるかわかりませんが、９

易水道で71.9％、非公営簡易水道では41.8％と、

月１日の桜島の警戒レベル４から３に引き下げ

いずれも大きく下回っています。
水道事業は、水道法第６条第２項において、

られたことには、本当にホッとしているところ

各市町村による経営が原則とされ、安心で安全

でございます。
ちょうど10年前の９月６日、台風17号が本市

な飲める水を確保するという水道の市民サービ

を襲い、ちょうど私も新しくできた道の駅での

スは、原則、市町村の責任において、その持続

避難所開設で夜通しの警戒に当たっていました

性を確保しなければなりません。現在の垂水市

が、近くを流れる大迫川が氾濫し、多量の土砂

水道ビジョンは、平成20年度に策定され、２年

が道の駅に押し寄せ、早朝、目の前の国道220

後の平成29年を目標としたものになっておりま

号の姿に稷然としたことを記憶しております。

す。このビジョンでは、水道行政の統合化や未

新城では多数の方が亡くなり、大変な爪痕を残

普及地域の解消など、将来にわたる目指すべき

した台風被害でございました。

方向性は示しておりますが、年度ごとの目標設

道の駅では幸いに３日後の、ちょうど10年前

定はございません。
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上水道については、給水人口の減少に加え、

市の水道サービスではなく、集落や各水道組合

耐震化や老朽管の更新など、事業会計の厳しい

によって、簡易水道が供給・維持・管理されて

現実が待ち構えております。

おります。

また、国は来年度までに公営簡易水道の水道

現在、各集落とも１カ所の水源をもとに集落

事業への統合を指導しておりますが、簡易水道

に送っておられます。この水源にもしものこと

特別会計の毎年の一般会計からの繰り入れ状況

があったらと、水道組合の責任者の方々は、梅

を見ますと、境地区の公営簡易水道事業の事業

雨時とか台風時期が来ると、相当、悩んでおら

統合は容易に達成できないような状況でござい

れます。
先ほどありましたように、いまだに深港集落

ます。
先ほどの、先輩の森議員の質問でも明らかに

の安心・安全な水の供給までは至っておりませ

なりましたが、今回の深港の土石流被害の集落

ん。雨の日には濁るという状況が続いておりま

の簡易水道被害は、こうした危機管理への対応

す。安心で安全、おいしい水を安定的に供給す

や徹底した水質管理など、市の水道行政に対す

るという、当然、受けられる行政サービスが及

る一端を示していると思われます。

ばないこの地域、特に、上ノ原集落や大中野集

そこで、東日本大震災を契機に見直されまし
た新水道ビジョンについて、危機管理や人口減

落に至っては、衛生面から徹底できない前近代
的な飲用井戸の供給にもなっております。

少、長期的な視野に立った新たな垂水市水道ビ

今後、二川地区、松ヶ崎地区の水道のあり方

ジョンとして早目に見直す考えはないか、お尋

についてどのようにお考えか、お尋ねします。
次に、道の駅についてお尋ねします。

ねします。

１点目。道の駅の物販施設の備品については、

次に、今後の牛根地区の集落水道のあり方に

今回の指定管理者がプレゼンテーションで提供

ついてでございます。
垂水市の上水道区域は、御承知のとおり、新

の申し出があり、10周年を迎えることもあり、

城から海潟まででございます。牛根地区は対象

指定管理者が備品を調達したと聞いております。

になっておりません。そのほとんどの集落が国

もとより道の駅たるみずの土地・建物・備品と

道沿いにあるにもかかわらず、計画にすら上が

も市有財産であり、本来は市が購入して指定管

ってこなかったのが実情でございます。同じ垂

理者に貸与するのが、通常のやり方でございま

水市民として、牛根地区民だけが公共上水道

すが、これまでの備品や今回の購入分について

サービスを受けられないということは、やはり

どう取り扱っているか、お尋ねします。
２点目に、指定管理者の館長交代についてお

行政の結果責任ではないでしょうか。
このことについては、過去も、これまで地区

尋ねします。
道の駅は平成17年４月開設以来10年が経ちま

の先輩議員の皆さんも、要望を過去、再三され、
当局も上水道での施工を断念され、境地区にお

したが、前指定管理者であった市長を組合長と

いては、やっと漁集で８年ほど前、公共の簡易

する管理組合のときは、お２人の館長が６年半

水道施設が整備され、衛生的で安心して飲める

勤められました。
４年前の23年10月、現在の指定管理者である

市の水道サービスを受けられるようになりまし

芙蓉商事さんが代表企業となり、共同経営で管

た。
しかしながら、浮津集落から牛根麓まではそ

理・運営を任されスタートしましたが、わずか

の恩恵にあずかることなく、御承知のとおり、

９カ月で３人の館長が代わられるという異常事
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の努力をされてこられましたが、経費的には大

態となりました。
24年４月合同会社を設立後、開設当初からい
る職員が館長となって立て直しを図って来られ

幅な削減は見込めないというふうにも聞いてお
ります。
また、熱効率も灯油ボイラーに比べ大分落ち

ました。今回、芙蓉さんが単独で運営をされる
ことになったため、新たな館長が公募で選ばれ、

ると聞いております。現在のチップボイラーの

４月から着任され、華々しく10周年記念式典も

現況について、教えてください。
最後に、地方創生の総合戦略プランでござい

こなされ、地域にも顔を出されながら、さあ、
これからというときに、まさかの交代でござい

ます。
本日の南日本新聞の朝刊の４面にもございま

ました。
７月末現在でおやめになって４カ月で退任さ

したが、地方創生で全国のモデル事業となる事
業に取り組む自治体に配分する交付金について、

れました。
市長自身、これをどう思われるか。現在、指
定管理者の会社役員の方が再び館長代行として、

全国659市町村４割に当たる自治体が申請した
とありました。

責任者となって運営を行っていらっしゃいます

雇用創出や人の流れ、まちづくりなど、さま

が、市長は、要である館長の交代劇、この状況

ざまな観点から現在、国の各省庁の地方創生関

についてどう考えられるか、お尋ねします。

連事業の導入や独自事業を考えられると思いま

３点目に、木質バイオチップボイラーの現状

すが、市長が、残された３年半の任期中に、こ

と、ラジウム源泉調査について、お尋ねします。

れだけはやり遂げたいという事業、お考えを、

道の駅の温泉施設は、開設当初から幾分かの

垂水創生の目玉と言うべき具体策を、３点ほど

赤字も見込まれましたが、牛根地区の老人憩い

教えていただければ幸いでございます。
これで、第１回目の質問を終わります。

の家的な公共施設としての目的もあり、また、
昨日も池山議員のほうから質問の中でありまし

○水道課長（北迫一信） おはようございます。

たが、ラドンの含有量が通常の温泉より34倍あ

新水道ビジョンに基づく改定は計画されてい

るということで、目玉の日本一の足湯とともに、

るかについて、お答えいたします。
平成25年３月末に、厚生労働省は新水道ビジ

市内外から多くの温泉客が来られておりました。
しかしながら、開設当初から温泉部分は管に

ョンを策定し、公表いたしました。この新水道

スケールという細かい粒子が引っ付き、揚水管

ビジョンは、平成16年の水道ビジョン策定から

が詰まるという問題を抱えておりましたが、ゆ

約９年が経過し、水道を取り巻く環境が大きく

ったり館というラドン温泉施設を盛り上げるた

変化していることから、これまで国民の生活や

め、館長以下従業員の方々が対応して来られ、

経済活動を支えてきた水道の恩恵を、今後も全

牛根地区唯一の温泉として親しまれてきており

ての国民が継続的に享受し続けることができる

ました。

よう、50年、100年後の将来を見据え、水道の

その後、この揚水管工事のため、平成20年に

理想像を明示するとともに、その理想像を具現

は２カ月近い休館や、その後、営業時間の繰り

化するため、今後、当面の間に取り組むべき事

下げ、また昨年からは温泉ではなく沸かし湯と

項・方策を提示するものです。
本市によりましては、平成20年度に策定した

いう状況もあり、道の駅の温泉離れに拍車がか

水道ビジョンが平成29年度が最終年度となるこ

かったような状況でございます。
これまでメタンガス、バイオマスと経費節減

とから、国が示した新水道ビジョンに基づき、
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他市の状況も参考にしながら、平成29年度に策

備品台帳に掲載・分類して、整理しているとこ

定する計画でございます。

ろでございます。

議員御指摘のとおり、給水人口の減少・耐震

また、今回のリニューアルに伴い購入いたし

化・老朽管の更新・簡易水道との統合等、厳し

ました備品の取り扱いでございますが、議員が

い状況でございます。

言われました様に今回新たに指定管理者となり

また、非公営の水道事業等につきましては、

ました株式会社芙蓉商様が指定管理者決定の際

生活環境課と協議しながら対応策を検討してま

に開催いたしました候補者選定委員会のプレゼ

いります。

ンテーションにおきまして提案をされましたと

計画内容の詳細につきましては、これから関

おり、みずから整備されたものでございまして、
この備品につきましても現行通りの取り扱いと

係各課と協議してまいります。

させていただいているところでございます。

以上でございます。

なお、減価償却が終了しました備品等につき

○議長（池之上誠） 生活環境課長。
○生活環境課長（田之上康） 今後の牛根地区

ましては、台帳上は消去しておりますが、牛根

の集落水道のあり方について、お答えいたしま

中学校跡の倉庫で保管管理しているところでご

す。

ざいます。
以上でございます。

現在、牛根地区では、境地区が簡易水道事業
により給水事業を行っておりますが、御承知の

○市長（尾脇雅弥） 村山議員の、指定管理者

とおり、簡易水道事業会計は毎年、一般会計か

の館長交代についての質問にお答えいたします。

ら多額の繰り入れを行い、収支の均衡を図って

今回、退職をされた館長につきましては、４
月の就任以来、道の駅10周年のイベントや各種

いる状況です。
このようなことから、二川、松ヶ崎地区を含

催しなど積極的に取り組んでいただいておりま

む牛根地区で一元的に簡易水道事業を導入する

したので、交代につきましては、大変残念に思

ことは、困難な状況でございます。

っているところでございます。

しかしながら、給水人口の減少、高齢化等に

深港川土石流発生による国道220号の通行止

より、経済的な負担や管理にかかる負担等が重

めや、桜島の警戒レベルの引き上げ等が原因と

くなりつつあることは承知しておりますので、

なり、来館者数が減少するなど、大変な時期で

今後は、改定予定の新水道ビジョンとの整合性

あったと思っているところでございます。

を図り、将来的には今ある集落水道施設を保持

９月１日付で、警戒レベルの引き下げも実現

しながら、行政のかかわり方について検討して

いたしましたので、今後一層、連携を深めて、

いく必要があるものと考えております。

誘客に向けて努力を続けてまいりたいと考えて
おります。

以上でございます。
○水産商工観光課長（髙田 総）

村山議員

○水産商工観光課長（髙田 総） 続きまして、

のリニューアルに伴う備品の取り扱いについて

木質バイオチップボイラーの現状と、ラジウム

の質問にお答えいたします。

温泉源調査の予定についての質問にお答えいた

まず、道の駅の備品の整理状況についてでご

します。

ざいますが、平成16年度、平成21年度に農林水

道の駅では、開設以来、灯油ボイラーにより

産省所管の補助事業で購入いたしました備品等

館内給湯や温浴施設の運用を行っておりました

につきましては、垂水市の備品といたしまして、

が、年々、化石燃料が高騰してきたことから、
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支出に占める燃料費の割合がふえ、経営を圧迫

ンターの充実でございます。
このことは、公約において、未来への挑戦と

している状況でございました。
このような状況から、燃料費のコスト削減と

して掲げております。人口減少対策において、

ＣＯ２排出削減・森林資源の有効活用などを目

子育て支援は非常に重要な取り組みであります。

的といたしまして、平成25年度に農林水産省所

子育て世代が安心して本市に住み続けていた

管の補助事業を導入し、平成26年度より木質バ

だけるよう、拠点施設である子育て支援セン

イオチップボイラーの運用を開始、既存の灯油

ターの充実に取り組んでまいりたいと考えてお

ボイラーは補助機材として運用しているところ

ります。

でございます。

○村山芳秀議員 それでは、一問一答方式でよ

平成26年度の運用実績によりますコスト削減

ろしくお願いします。
まず、水道ビジョンの見直しについてですが、

額は、機材の焼却効率など微調整を繰り返しな
がらの手探りの運用でありましたことから、対

今回の深港の土石流被害を受けて、この見直し

前年度比で約63万円の削減にとどまっておりま

を早急にやっていただきたいというお願いから、

す。今後もより効果的な運用に努め、さらなる

今回、質問をさせていただいております。
上水道については企業会計の中から、海潟か

コスト削減に向けて関係先とも連携いたしまし

ら新城まで、現在10カ所水源地がございます。

て、努力してまいりたいと考えております。

新城に２カ所、海潟に２カ所、それから内ノ野

以上でございます。
○市長（尾脇雅弥） 村山議員の御質問にお答

浄水場に３カ所、それから境地区に２カ所、そ

えをいたします。

れと小谷・段に１カ所という具合でございます。

任期中にやり遂げたいと思う総合戦略の具体

当然、牛根地区の集落水道の部分につきまし

策ということですので、私の公約でもございま

ては、公の水源地というものはございません。

す、次の３点を述べさせていただきたいと思い

今回の専決処分の予算の中にもありましたけ
ど、旧国道220号の牛根養魚場の崖崩れのとこ

ます。
まず１点目ですが、昨日の川越議員にもお答

ろで、鹿児島市が設置をしております水源地、

えをしたとおり、南の拠点の整備でございます。

ここからの給水ができなくなったわけです。し

南の拠点整備は、公約において、経済への挑

かし、ほかの小浜水源地とか有村水源地から送

戦として掲げております。この拠点の整備によ

れるという、予備の水源地からの供給が可能で

り、雇用創出や産業の振興、交流人口の拡大を

あるという、鹿児島市はそういう回答でござい

図り、南の拠点を中心としたエリアの活性化に

ました。
そこで、御提案なんですが、ぜひ牛根・二川

つなげてまいりたいと考えております。
次に、２点目ですが、地域包括ケアセンター

地区と松ヶ崎地区に１カ所ずつ、この水源地の
創設・開設を強く望む次第でございます。

の開設でございます。
このことは、公約において、安心への挑戦と

今後、どう見ても、先ほど生活環境課長から

して掲げております。いつまでも地域で安心し

の御答弁にもありましたように、公共の簡易水

て暮らしていける社会づくりのための拠点施設

道の敷設は無理だと思われます。現在の境集落、

である、地域包括ケアセンターの開設を実現し

段・小谷の公共簡易水道に毎年二、三千万、一

たいと考えております。

般会計から繰り入れをしているというような状

最後に３点目でございますが、子育て支援セ

況を見ても、実現できるような状況ではござい
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水に関するあらゆることをやる部門でございま

ません。
水源地を表面水あるいはボーリングを確保し

す。ぜひ御検討いただきたいと思います。これ

て、例えば、現在あります旧大隅線の跡地、こ

につきましては、総務課長に機構改革等もござ

れを利用して、管を埋設して集落の本管とつな

いますので、お聞きしたいと思います。
それから、もう１つ、私も昨年まで現役でい

ぐ整備を行ったらどうかということでございま

て、実行できなかったわけで、自戒の念も込め

す。
例えば、今回、土砂崩れがあった、あの深港

て言うわけなんですけど、集落水道の市内の連

地区、かなりの水源の量が確保できると思いま

絡会、協議会を開催して、水道組合の管理者の

す。ぜひ、先輩議員、森議員にお聞きしますと、

意向、それから情報交換の行える場の設定をし

なかなか二川地区は難しいよと、水源確保が難

ていただきたい。集落水道の維持管理の状況も

しいよというお話は聞いておりますので、深港、

各水道組合によってかなりの温度差がございま

例えば深港あたりにつくっていただいて、浮津

す。ぜひ、研修交流、それからこういう危機管

から上ノ原、現在、井戸水で供給されてる、そ

理、安全対策を話し合える場をつくっていただ

こまでできるような、そういう公の水源地、そ

きたい。有益な場になると確信しております。

れをひとつつくっていただきたい。このような、

生活環境課長にそこのところをひとつ、お尋ね

今回のような、深港の水源が不測の事態に落ち

します。

ても、こうした水源地からの供給ができれば、

○総務課長（中谷大潤） それでは、先に、私

危機を回避できるわけです。

のほうは、上水道と簡易水道、下水道業務の統

先ほど申し上げましたように、上ノ原とか大

合についての質問ですが、本年４月１日におき

中野のような水道施設がまだない所、こういう

まして、職員数の目標値である235人を踏まえ

未普及地区の解消にもつながっていくと思いま

た組織の連携強化、効率的な業務運用、機動性

す。

を備えた組織機構を実現するために、課の統合、

松ヶ崎では昨日も報告がありましたが、松ヶ
崎小学校も井戸を使用しております。非常の際

係の統合等の再編を実施したところでございま
す。

の飲用井戸としての機能を求められております

ただし、組織再編は本年で完了したわけでは

が、本来は、児童に安心・安全な水を提供する

なく、今後も市民ニーズの変化に対応していく

ということが、子供たちの万が一を考えても、

ため、適宜、継続して組織の見直しを検討して

求められております。ぜひ、これについては実

まいります。
議員仰せの、上下水道課の統合につきまして

現を図っていただくよう、お願いをしたいと思

も、組織再編にかかわる各課ヒアリング時にお

います。
次に、これも御提案なんですが、水道ビジョ

いて提案がありましたが、水道事業と簡易水道

ンの中にある水道会計の統合、組織的には上下

事業との業務を組織として統合することが、市

水道を含めて統合を進める必要があると思って

民サービスの向上や業務の効率化につながるの

おります。こうした水対策を一括して行えるポ

かどうか、メリットは何か、逆に、デメリット

ジションを築く、これは、行政の効率化には不

はないのかなどを検証されてない中での提案で

可欠な部分だと思っております。

あったため、今後の組織機構の見直しの課題と

現在、上水道、公共簡易水道、それから潮彩

して見送った経緯があります。

町・境の下水道管理、あるいは温泉掘削の事務、
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ただ、積算システムのリース契約を一般会計、

公営企業会計の枠組みを超えて共同で契約する

深港の集落の水道が埋まった。これを契機に、

など、業務によっては改善も図っておりますの

市としての水源地の確保、これについてはぜひ

で、実情において今後、引き続き調査してまい

御検討いただきたいと。そして、新たな水道ビ

りたいと考えております。

ジョンの計画の中で示していただくよう、お願

○生活環境課長（田之上康） 集落水道組合の

いをします。

組織化をとの御質問かと思いますが、牛根地区

これは、今後、垂水の水という、温泉水も含

には、現在、９つの集落水道組合がございます

めてですが、水資源の政策課題というか、これ

が、それぞれ地域の給水事業を担っていただき、

は非常に重要な位置を占めると思います。基礎

本当に感謝しているところでございます。

的な部分で、それから本市の産業を発展する上

現在のところ、組合ごとに集落水道のあり方

でのいろいろな政策について、まとめる部署が

に対する温度差もあるようですし、行政主導で

ほしいということでございます。そういう、実

の情報交換の場を設けることについての必要性

現に向けて、ぜひ努力していただきたいと思い

は、現状では認識していないところでございま

ます。
水道ビジョンについては、以上で終わります。

す。
ただ、組合独自で情報交換等を行うなど、組

続きまして、道の駅についてですが、道の駅

合での独自での交換の場を設けるということに

は10年を過ぎまして、これから修理、それから

つきましては、十分、地域のコンセンサスを得

買いかえ、発生してきます。私も現役時代おり

た上で行っていただければいいのかなと思って

まして、温泉施設を除くレストラン・物販・加

おります。

工施設の備品調達、これ、本当、優秀な部下の
方々がいらっしゃったもんですから、何とか揃

以上でございます。
○村山芳秀議員 今、組織の統合、それから協

えた記憶がございます。

議会と言いますか、連絡会、集めていただく、

これにつきましても、やはり市の備品、今、

なかなか消極的な部分もあったわけですが、こ

ございましたが、業者の方からプレゼンで提供

の牛根地区の水資源問題と言いますか、これま

の申し出があったということなんですが、年次

で同じ垂水市民として安心・安全な安定した水

的な計画をつくる、この辺をどう取り扱ってい

の供給ちゅうのが享受できない、環境になかっ

くか、ぜひ、その担当課のほうでも常にお示し

たということですよね。

をしながらやっていっていただきたいと思いま

今後、将来的に地域内の高齢化とか人口減少、

す。
館長の交代ですが、指定管理者を民間に前回、

考えるとき、この水資源という確保、これはも
う本当に避けて通れない問題でもございます。

委託されたわけなんですけど、その館長の交代

先ほど私が協議会の場とか、そういうのも言

が定期的な異動ではなく、こういう感じで行わ

いましたけど、その集落の水道の合併について

れた。前回は共同経営、今回もわずか４カ月。

は、やっぱり集落水道は集落水道で合併してい

大変気の毒なことだったと思います。通行止め、

くような機運を盛り上げるような、やはり、な

長雨、何で館長交代に至るのか。やはり、こう

かなか個々の集落水道だけではそういう水道行

いうところから、やっぱり市民や出荷者協議会

政というのがうまく機能するか、甚だ疑問でご

の皆さん、そういうところから、やっぱり不信

ざいます。

感と言いますか、そういうのが少し聞こえてく

先ほど言いましたように、ぜひ水源地、今回、

るようなところもございます。
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前回、管理組合のとき、交代時がわかってお
りましたので１年間かけまして副館長を置いた。

は以前の道の駅のにぎわいを取り戻すキーポイ
ントを握っておると思っております。
温泉部分を営業しながらでも、調査は可能だ

当時は副支配人でしたけど。２人目の方は４年

と聞いておりますけど、今後の調査予定、方向

間、勤められております。
館長と言えば、船で言うと船長さんでござい

性について、再度お尋ねします。

ます。大変重要な役目を担っているわけです。

○水産商工観光課長（髙田 総） まず、リニ

今後、こういうことが起こらないことを願いま

ューアルに伴う備品の取り扱いについて、２回

して、新たな館長の就任予定はどうなっている

目の質問についてお答えいたします。
平成23年10月から平成27年３月の指定管理期

かをお尋ねします。
この温泉業務のほうの調査でございますが、

間におきましては、垂水市道の駅交流施設の管

63万のコスト削減、ほぼ変わらないというよう

理運営に関する協定書に基づき、指定管理者に

な状況でございました。今後もこれを、木質の

当該年度の決算における純経常利益の70％につ

これを、今後ともずっと続けていかれるのか。

いて、納付金として市に納付していただいてお

それから、ラドンの温泉源に海水が流入して

り、毎年度、基金に積み立てております。

塩分が混ざるという現象で、この調査の期間で

今後、買いかえ並びに修理が必要な備品が生

すね、しばらく休館をするような話も伝え聞い

じた場合には、この基金を有効に活用してまい

ております。

りたいと考えております。

前回でしたか、平成20年に57、８日間、２カ

続きまして、指定管理者の館長交代について

月近く休館したことがございましたけど、やは

でございますが、現在におきましては、芙蓉商

りレストラン、いろいろな営業活動にかなりの

事本社に勤務しておられました、他の道の駅で

支障が出て、それから市内のお年寄りの方々の

館長経験のある役員が館長代行として道の駅に

入り、ありました。

常駐しておりまして、副館長と連携・協力して

やっぱり道の駅というのは物販とレストラン、

運用管理を行っているところでございます。将

温泉、営業活動になくてはならないトライアン

来的には、この副館長に経験を積ませたうえで、

グルで成り立っております。現在、沸かし湯で

館長に昇格させたいとの意向であるとの報告を

指定管理者にとって大変苦しい時期とはござい

受けているところでございます。

ますが、まずはこの立て直すのが、市の大きな

続きまして、木質バイオチップボイラーの現

努めでもあると思っております。設備につきま

状、源泉の調査方向性についてお答えいたしま

しては、備品もそうですが、軽微なところは別

す。
池山議員の質問にお答えいたしましたように、

として、やはり市が責任を持って対処し、維持
しなければなりません。特に温泉施設は福祉的

温泉として掘削いたしました源泉は、現在、使

な要素を持った重要な市の施設です。過去５年

用しておらず、温泉として再利用するために９

間を見ても、この道の駅の入浴者数が最も多い

月からの源泉への調査を行う予定としていると

結果が出ております。

ころでございます。

前回の指定管理のときには、境地区など巡回

その源泉につきましては、温泉分析表のデー

バスが回られて、非常に地区民の方々からは喜

タでございますが、泉温が48度でございました

ばれておりました。当初の泉源に海水が流入し

ので、加温のための燃料も削減されるのではな

ているとお聞きしますけど、ラジウム温泉復活

いかと考えております。
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再利用に向けての今回、調査を行い、対外的

泉の復活を期待しております。

に温泉と言える状況が回復できた際には、積極

道の駅に関しては、これで終わります。

的に情報発信を行い、道の駅たるみずの集客力

それから、地方創生に関して、市長のお考

の確保に向けた取り組みとして進めてまいりた

え・決意・意気込み・方向性がわかりました。

いと考えております。

南の拠点づくり、地域包括支援センター、子育

今後も、活発な桜島の噴火活動の影響も予想

て支援センター、いずれもハード的な部分が確

されておりますが、道の駅指定管理者でありま

かに必要でございます。特に、南の拠点整備に

す芙蓉商事様と連携して、県内外の旅行業・関

つきましては、先ほど言いました、その道の駅

係先に誘致活動を展開して、集客に努めてまい

の、垂水の重複するところがございます。そう

りたいと考えております。

いう地域の拠点となって、やはりそこから発生

あと、最後に、道の駅の休館につきましては、

する雇用、それから所得向上、特に、背後に上
野台地も控えております。さまざまな様相を持

情報は聞いておりません。

った部分ができると思います。ぜひ、こちらの

以上でございます。

ほうもやっていただきたいと思います。

○村山芳秀議員 ありがとうございました。

それで、この３つの視点とは別に、私の視点

道の駅につきましては、先ほども申し上げま
したように、この温泉は牛根地区に温泉施設、

でちょっとつけ加えさせていただければ。

老人憩いの家がないという、そういう原点もご

ここにある、平成20年度つくられました、垂

ざいます。また、牛根地区は地形が、農地が狭

水市総合計画、これの町の将来像です。水清く、

くて、基盤整備ができない。それから、零細農

優しさ湧き出る温泉の町、垂水。これが垂水の

家、それから漁家の方、こういう方々の所得向

将来像としてここ10年間、生きておりました。

上、雇用の場、それから情報発信、防災、さま

ここにあります水、それから温泉、水、これ

ざまな公的な機能を持ったところでございます。

をつなげると温泉水にもなります。この良質な

ぜひ、このことは忘れないで、市の方、対処し

水がブリ・カンパチを育てて、この垂水が大半、

ていただきたいと思います。

６割以上を占める森林の恩恵を受けております。
また、市長が常々言っていらっしゃいますけ

ここに、きのうちょっと引っ張り出しました
が、鹿児島県の道の駅の人気ランキング１位で

れども、焼酎、それから美湯豚、温泉を使った、

ございます。ここに書いてある文句、非常に珍

温泉水使った食、こういうのを発信していくと。

しい天然ラドン温泉を持った駅と書いてござい

この将来像が水と温泉という形で書いてあるわ

ます。

けですよ。これに突き進んでやり合っていただ

それから、撮るパのこの、こちらのほうにも、

きたいと思います。

道の駅垂水の一押しは、館内の温泉施設、ゆっ

それで、まず水ですね、水の町。水の町とい

たり館です。ゆったり館は、垂水温泉特有のラ

うことを大いに宣伝をしていただきたい。例え

ドン含有量が高い、弱放射能泉として注目を集

ば、ミネラルウオーターサミットでも、現在、

めています。湯船からの眺めも人気で、錦江湾

この産業につきましては市内12社、飛びぬけて

越しに見える桜島の眺めは、まさに絶景です。

財宝さんというのがありますけど、ここ10年間

そのほかに、気軽に利用できる足湯もおすすめ

で、例えば全てのミネラルウオーター業界とい

ですという部分がございます。

うのは、まだまだこれからだと聞いております。

ぜひ、この泉源調査、調査に基づくラドン温
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例えば、これを500億、全体の売り上げがど

れぐらいあるか、ちょっと把握はしておりませ

リードを取って、取り組んでいただきたいと思

んけれども、いろいろな目標があると思います。

います。

ぜひ、垂水は名のとおり、おいしい水の町とい

それから、この総合計画に出てくる温泉です

うイメージアップを図っていただきたいと思い

けど、これにつきましては、どうしても海潟の

ます。

なぎさ荘跡地という、もう10年以上ねまってい

また、荒崎には垂水という名の発祥の地の場

る土地がございます。こういう部分を地域の人

所もあります。これもやっぱり生かさない手は

たちは本当に切実に望んでおられます。あの部

ないと思います。

分から見える夕日、協和の地域づくりでもあり

また、きのうのあれでも言ってましたけど、

ますように、これを粘り強く交渉していただい

体育館の前の噴水とか、以前はもちい荘のとこ

て、どういう形でもいいです、あそこが海潟の

ろで大隅半島から各地からもらい水をしていら

皆さんに開放できるような策、そして温泉の町、

っしゃいました。まだまだ、この水に関しては、

水の町、そういうのをアピールしていただけれ

垂水は昨日のラジウム温泉、きょうのこの道の

ば、そういうのを解決して、ぜひ地元の漁協な

駅のラドン温泉もそうですけど、ぜひ、水のお

り、そういう御婦人の方を使って、活気を取り

いしい、住みやすいイメージ、そういうのをつ

戻していただければと思います。
先ほどから、昨日から企画課長のほうから出

くっていただきたいと思います。たるたるも生

ております、ＰＦＩとかＤＭＯ、こういう取り

かせると思います。
それから、先ほどの道の駅ですけれども、重

組みもありますが、ぜひ、地元らしさ、地元、

要な地域産業、観光窓口、福祉、健康増進、防

こういうのを演出していただきたい。地域の人

災、そういう拠点でございます。かつて加工施

が、本当に抱え合っていくような、そういう施

設では1,000万の加工グループも誕生しました。

設にしていただきたいと思っております。

年間500万円以上、弁当を売り上げる個人の方

垂水市というのは、鹿屋、鹿児島、霧島に囲

もいらっしゃいました。ビワ農家につきまして

まれて、きのうの固定資産税の評価の部分でも

は、わずか30日、40日で100万を超える売り上

ございましたけれど、なかなか市場性に乏しい

げを出す、五、六人、そういう年もございまし

所で、市場性がないと判断されるところでござ

た。

います。ぜひ、頑張っていただいて、垂水の創

多くの方が、そういう産業、パート、家内労

生を図っていただきたいと思います。

働に従事しておりました。ぜひ、まち・ひと・

さまざまな注文をお申しつけしましたけど、

しごとの創生、道の駅の再生でもございます。

ここ３年は勝負と思いますので、ぜひ先駆的な

全国の道の駅はどんどん進化しております。集

取り組みを御期待申し上げまして、私の質問は

落が点在するところはいろいろな生活支援サー

終わります。

ビス等というものも含めて、拠点として小さな

○議長（池之上誠） ここで、暫時休憩します。

拠点、そういう部分での役割を担っているとこ

次は11時10分から再開します。
午前10時58分休憩

ろもございます。平成19年度に達成しました、
交流人口90万、それから４億7,000万売り上げ、

午前11時10分開議

この壁を超えて、交流人口だけでも100万人、
売り上げ５億というようなこと、ぜひ協議会、

○議長（池之上誠） 休憩前に引き続き、会議

地域の方々を巻き込んで、指定管理者、市が

を開きます。
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８番、持留良一議員の発言を許可いたします。

争を語り継ぐというシンポジウムは、垂水丸遭
難や、空襲について、さまざまな報告や証言が

［持留良一議員登壇］
○持留良一議員 それでは、よろしくお願いし

あり、内容豊かなものになっていました。改め

たいと思います。

て語り継ぐことの大切さ、重要性を感じたのは、

まず最初に、日本国憲法は、前文で、戦争の

私一人だけではなかったというふうに思います。

惨禍を繰り返さないことを宣言した後、９条で

そこで、今回の取り組みの評価について、２、

戦争を放棄し、戦力を保持しないことを明記を

資料等の整理や調査は十分なのか、やるべき対

しています。

策はあると考えますが、どのように考えている

戦後、すぐ、文部省が作成し、全国の小中学

のか、お聞きをいたします。

校に配布された新しい憲法の話は、今度の戦争

３番目には、今後の取り組みについて自治体

を吹っ掛けた国には大きな責任があると述べ、

によっては毎年、このような事業を実施してい

今度、憲法では、日本の国は決して二度と戦争

る自治体もありますが、本市の考え方について

をしないように、２つのことを決めました、と

考えをお聞かせください。

解説をしています。戦争をするためのものは、

２点目、次に、新骨太方針201号と地方版総

一切持たないことと、よその国の争い事が起こ

合戦略について、２点について質問いたします。

ったとき、決して戦争によって云々として、自

新骨太方針では、３つのアプローチを打ち出

分の言い分を通そうとしない、このように記さ

しています。公的サービスの産業化、公的サー

れています。戦争をしない国への決意は明白で

ビス増大の抑制、公共サービスのイノベーショ

あります。

ンなどで、要は、社会保障や地方財政等の公的

この間の参議院を通じて、安倍首相が掲げて
きた戦争法案では、なぜ集団的自衛権の行使を

サービスを民間委託業者に代替させ、歳出を抑
えようとする中身であります。

可能にする必要があるのか、説明するための前

さらに、先進的な自治体を優遇し、公表する

例は総崩れしています。戦争法案は、日本が武

などして、加速化を図るというものです。これ

力攻撃を受けていないのに、海外での武力行使

らは地方行革を一段と進め、住民サービスの後

に道を開き、憲法９条を根底から破壊する憲法

退と負担増を招きかねず、公的サービスに対す

違反です。

る国と自治体の責任を一層投げ捨てると言わな

法案の口実さえ破綻している今、廃案しかな

ければなりません。

いことは、いよいよ明白ではないでしょうか。

このような地方交付税の算定見直しで効率化

最初に、このことを皆さんにも訴えたいと思い

を図るという方針について、見解を伺います。
２点目は、来年度の予算と地方版総合戦略と

ます。

の関係であります。

それでは、質問に入ります。

来年度の予算編成は、戦略の内容と整合性を

最初に、質問は、戦後70年と戦争を語り継ぐ

持って編纂されていくことになるはずです。戦

問題についてです。
戦後70年の大きな節目の年でもあります。市

略の内容によって、今後の垂水市の５年間を予

も、図書館で、それに関する企画が行われまし

想する問題になってきます。地方総合版戦略と

た。特に、昭和20年８月５日の空襲では、全体

現施策による住民サービスの内容をどのような

の約40％が被災、鹿児島市に次ぐものとなった

視点を持って考えているのか、伺います。

と市史にも記されています。企画の中でも、戦
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次に、不妊治療へ市独自の助成を求めること

いについてどのように対応していくのか、伺い

について、質問いたします。
６組に１組のカップルが悩んでいると言われ

ます。
次に、学童保育問題について２点、質問をい

ている不妊症、市の担当係にも相談があると聞
いています。この問題では、以前にも市独自の

たします。

助成をと質問をいたしました。その後、市とし

１点目は上級生、いわゆる４年生から６年生

て動きがなかったのですが、県下では19市中14

の入所の保障と課題について質問をいたします。

市が１年間10万から20万円の助成を行い、支援

子ども・子育て支援法で、学童保育は市町村

をしています。保険がきかず、１回で数十万円

が実施主体の事業に位置づけられました。市町

かかります。ＮＰＯの調査では、治療費総額が

村は、事業計画を立て、条例に基づいて、計画

100万円を超える人が５割を超えるという中、

的に実施していくことが必要となりました。３

経済的支援や少子化対策の観点からも支援が必

月議会条例案の質疑で、枠が上級生まで広がる

要ではないでしょうか。

ことでの問題と現行の設備の基準で、専用区が

そこで、伺います。経済的な負担への認識と

狭いという問題点を正しました。それは、子供

助成の必要性について、具体的に向けた検討が

たちの健全育成や衛生及び安全が確保されない、

必要ではないか、考えますが、見解を伺います。

こういうところで提起もいたしました。検証と

次に、学力テスト問題について、質問いたし

対策が必要と考え、以下の点について質問をい
たします。

ます。
全国学力テストの結果が公表されました。地

１つは、入所状況と上級生の希望数と結果は

元の新聞でも、中学校平均に届かぬの見出しで

どうなったのか。２点目、見えてきた課題と対

報道され、県教委は課題を分析し、授業の質を

策はどうなったか、伺います。
大きな２点目は、経済的支援の問題です。今、

上げる取り組みを続けると語っています。
文科省は、調査により、測定のできるのは学

地域版総合戦略を策定中ですが、少子化対策は

力の一部、学校における教育活動の一側面とし

その柱であり、子育て支援策は重要な取り組み

つつ、都道府県ごとの平均正答率を公表してき

になっています。本市の子ども・子育て支援計

ました。さらに、学校別平均点を公表する自治

画の中で、経済的支援の推進を掲げてます。こ

体の広がりや、大阪府での公立高校入試の内申

れは、厳しい経済状況にある子育て支援世帯を

書への反映など、点数競争を激化させる弊害が

考えての施策であることは一致している認識で

回を重ねるごとに明らかになってきています。

あり、経済的支援は喫緊の課題でもあります。

全国的にも独自の学力テストが広がり、独自の

県からの学童保育では、経営形態はさまざまで

採点・集計をするなど、平均点競争が強まって

すが、経済的支援として兄弟割り引きやひとり

るという報告もされています。

親世帯、また非課税世帯等の保育料を減免して

そこで、点数競争を激化させ、結果、弊害が
生まれているのではないかという点で、１点目

います。この点について、考え方をお聞かせく
ださい。
２点目に、子育て支援、経済的支援として学

はお聞きをいたします。
２点目は、昨年、家庭の経済的困窮が平均正
答率が大きな影響を与え、結果、学習時間だけ

童保育の負担料の軽減が求められると考えます
が、見解を伺います。
次に、青年の雇用対策について質問をいたし

をふやすだけで解決できないことも明らかにさ
れました。子供の中に広がる学力格差や勉強嫌

ます。
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地元での就職を希望する若者もふえてきてい
ます。地場産業の育成など、地域経済の活性化

い市の姿勢が求められていると考えますが、見
解を伺います。
以上で、質問を終わりますけれども、不十分

という視点、地方創生という観点からも、施策
の充実と打開する施策が必要であります。雇用

な点については再質問を行っていきます。

を創出するためには、産業振興が重要な柱にな

○社会教育課長（森山博之） それでは、持留

っていくものというのは、もう皆さんの共通の

議員の質問にお答えをいたします。
教育委員会では、これまで市立図書館の開館

認識でもあります。
そのためには、１つは既存の地域企業を伸ば

以来、戦争にかかわります図書や資料の展示を

す、２点目は、地域に存在しないが必要な業種、

行ってまいりましたが、去る８月５日に、戦後

企業を地域の力でつくる、３番目は、上記以外

70年夏の特別企画といたしまして、戦争のあっ

でもできない場合は、域外からの企業を誘致す

たころのことを知ろうと開催いたしました。当

ることが私は基本と考えます。地域資源の利活

日は約70名の市民の皆様方に来館いただき、戦

用のためには、外部者の新たな視点や、若者の

没者に追悼の意を込めまして、黙禱をささげま

斬新な発想を積極的に取り入れる工夫が必要で

した。

す。地域資源の活用のためにも、全国で導入さ

初めに、昭和19年におきました第６垂水丸の

れている産業クラスター制度の研究も必要と考

沈没事故のドキュメンタリーＤＶＤを鑑賞した

えます。

後、５人の語り部の方々によりまして、戦争と

そこで１点目、これまでの取り組みの総括、

平和についてディスカッションを行いました。
戦争体験者であります３人の語り部の方々は、

課題の方向について伺います。
２点目は、今後の支援策のあり方について、

戦時中の小中学校の教育や東京の戦災と戦後の

市独自の事業としての取り組みの考え、そして

生活、垂水市の市街地の戦災について、それぞ

検討はどうなっているか、伺いたいと思います。

れ体験談を話していただきました。
参加者からは、戦争の悲惨さを改めて知るこ

最後に定住対策、住宅建設、住宅購入助成金

とができました。もっと若い人に聞いてほしい

について、質問いたします。
この制度は、定住対策の一環として、昨年よ

ですといった感想が述べられました。

り実施されています。１つは、利用実態と評価

また、参加した戦後生まれの皆様方からも、

について。２点目は、助成の要件の見直しの必

平和への思いを述べていただき、また、歴史を

要性はないか、伺います。交付金要綱では、住

表面的なものでしか知らなかったことが、申し

宅取得価格は500万円以上のものと規定があり

わけなく思いました、などの感想も聞かれまし

ます。この要件は私は合理性がないんではない

た。

かと考えます。税等の収入で投資効果はあると

ある参加者は、新聞に感想を投稿し、掲載さ

説明はされてきましたが、500万以下でも効果

れた方もおられ、改めて平和への願いと命の尊

は期待できるものと考えます。制度の運用上、

さについて考える貴重な取り組みとなり、この

公平で公正な視点が必要ではないかと考えます

特別企画の初期の目的が十分、果たせたのでは

が、見解を伺います。

ないかと考えております。

３番目は、移住希望者に支援サービスの過剰

伝えるべき過去の出来事や体験談は、人から

なサービスが危惧されるのではないかと考えま

人へ伝える、いわゆる口伝えが最も多く用いら

す。一方的に、都市が有利の売り手市場にしな

れている手段でありますが、体験者の高齢化が
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進み、語り部が少なくなってきている現状もご

も進めることとされております。行財政改革に

ざいます。

先進的な自治体の取り組み内容を踏まえて、基

したがいまして、資料や録画、録音などによ

準財政需要額の算定の参考とするとともに、別

りまして、後世に伝えていくことが重要と考え

枠加算については、経済再生に合わせ、危機対

ております。

応モードから平時モードへの切りかえを進めて

現在、教育委員会では、垂水市史料集「戦争

いくと明記されております。これは、公共サー

体験記」を発刊し、発売しておりますが、これ

ビスの民営化など、外部委託等により行財政改

まで平成24年８月号の広報たるみずにおきまし

革を促進している先進的な自治体が達成した経

て、個人が所有しておられる歴史的資料の提供

費水準の内容を、地方交付税の単位費用の積算

につきまして、掲載を行い、いただいた資料も

に反映しようとするもので、地方の歳出効率化

あります。今後は新たな語り部の育成をはかる

を推進するというものであるようでございます。

とともに、継続して情報の収集に努めてまいり

交付税の別枠加算につきましては、平成20年
度のリーマンショック後の景気悪化により生じ

ます。
このほか、広報たるみず８月号におきまして、

た地方の財源不足に対処するため、平成21年度

太平洋戦争の特集を掲載いたしましたが、社会

の地方交付税から上乗せ措置がなされているも

教育課としまして今後も市報を活用いたしまし

ので、平成27年度は2,300億円が別枠加算され

て、戦争に関するできごとや軍事施設などの情

ておりましたが、それを削減しようとするもの

報について掲載をし、市民に周知を図ってまい

でございます。
また、地域の活性化、歳出改革・効率化及び

りたいと考えております。
なお、参考までに、他の自治体の取り組みを

歳入改革などの行財政改革、人口減少対策等の

調査いたしました結果、近隣の鹿屋市を初め、

取り組みの成果への算定を強化、推進するとさ

霧島市など、ほとんどの自治体が戦後70年に関

れているようでございます。
この骨太方針を受けての平成28年度の総務省

する取り組みを行っております。
教育委員会といたしましては、今後も引き続

の概算要求を見てみますと、平成27年度地方財

き図書館での取り組みを実施したいと考えてお

政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水

ります。議員御質問の、市の考え方はというこ

準を確保する要求内容となっております。

とでございますが、垂水市、並びに垂水市教育

地方交付税については、本来の役割が適切に

委員会主催の開催が可能かどうか、検討をして

発揮されるよう16.4兆円が要求されており、経

まいりたいと考えております。

済再生に合わせ、危機対応モードから平時モー
ドへの切りかえを進めていくことを基本として、

以上です。
○市長（尾脇雅弥） 新骨太方針2015と交付税

総務省としては別枠の加算等の予算要求も行わ

の算定方法の見直しへの考え方についての質問

れているようでございます。
今後、国においては、平成28年度予算編成作

にお答えいたします。
平成27年６月30日に、経済財政運営と改革の

業の中で、骨太方針を前提に財務省と折衝が行

基本方針2015、いわゆる骨太方針2015が、経済

われていくことになります。このような国での

財政諮問会議での答申を経て閣議決定をされ、

動向を受けて、議員御質問の交付税の算定方法

今後の経済財政運営の方針が示されました。

の見直しへの考え方でございますが、平成27年

その骨太方針の中で、地方交付税制度の改革

度地方財政計画にはまち・ひと・しごと創生事
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業費１兆円が計上され、これに基づき、平成27

での三本の矢からなる経済政策アベノミクスの

年度普通交付税も算定されております。

成果を踏まえ、引き続き、経済・財政一体改革

本市も地方創生関連である新設項目の人口減

を進めていくものであります。

少等特別対策事業費により増となっております

その中で、昨年示された、まち・ひと・しご

が、新設分の財源確保のため、他の項目で減算

と創生総合戦略は、人口減少に歯止めをかけ、

算定になったことや、交付税全体予算が減額と

地域の稼ぐ力を強化し、地域の活性化を目指し

なったこともあり、結果、本市の平成27年度普

ていく取り組みでございます。
現在、国が要請している地方版総合戦略の策

通交付税額といたしましては、対前年度4,600

定状況は、先日、地方創生等特別委員会で御報

万円余りの増ということでございます。
今後、見直しが行われた場合、別枠加算の削

告させていただいたとおり、10月末の決定に向

減に加え、外部委託等により行財政改革を促進

けて作業を行っております。本市総合戦略の大

している先進的な自治体が達成した経費水準の

きな目標を簡単に申しますしと、雇用対策、交

内容を、地方交付税の単位費用の積算に反映さ

流人口対策、子育て・未婚対策ほか、地域づく

れると、単位費用が減額となります。

り対策でございます。
御質問の、平成28年度予算編成でございます

結果、基準財政需要額も減額となることから、

が、総合戦略という新たな視点を加えまして、

年々減額傾向になると思われます。
地方交付税の目的は、国が徴収する税の一部

第４次総合計画における既存事業の進化と新た

を原資とする「地方交付税」を、国が地方自治

な取り組みの事業化を、新型交付金を初めとす

体に対して交付することで、国内における全て

る財源確保策、効果的な事業展開のタイミング

の自治体の住民が標準的な行政サービスを受け

などを考慮し、市民の幸せのための予算編成と

るための財源を保障するとともに、地方税収入

なるよう、関係各課に指示してまいりたいと考

の偏在を調整して、自治体間の財政格差の是正

えております。
以上でございます。

を行うものであります。
国においては、現在、地方交付税の算定に行

○保健福祉課長（篠原輝義） 持留議員の３番

政改革などの指標を加えての算定がされており、

目の、女性の健康支援の不妊治療の市独自の助

平成26年度から地域の元気創造事業費として、

成をとの御質問でございますが、不妊治療費の

行革努力と地域経済活性化の成果の２つの観点

助成事業につきましては、医療保険が適用され

から算定されております。

ず、高額の医療費がかかる体外受精と顕微授精

地方交付税は、本市収入の約４割を占め、本

で不妊治療を受けた夫婦に対して、平成16年か

市の主要財源であることから、今後も国の動き

ら県では助成金を給付しており、本市では、不

に注視が必要であると考えております。

妊に関する相談をお受けしながら、県の事業を

続きまして、予算編成の整合性ということで

紹介しております。
平成25年から平成27年９月までの相談件数は

ございます。
政府は、ことし６月30日に経済財政運営と改

29件、実人員は夫婦12組となっております。
その間の総医療費を見ると、平均で64万

革の基本方針2015、いわゆる新骨太方針を閣議

8,732円、そのうち自己負担額は34万8,732円と

決定いたしました。
主なポイントは、サブタイトル、経済再生な

なっています。

くして財政健全化なし、が示すとおり、これま
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その中でも一番高い方は124万6,870円、自己

負担額は79万6,870円となり、高額な医療とな

限に伸ばすということが重要だと考えておりま

っております。

す。議員が指摘されるような学力格差をなくす

この不妊治療費自己負担分に対して、県内43
市町村のうち21市町村では、独自の助成制度を

ためにも、教育委員会としましては、公平に学
べる教育環境の整備を図ってまいりました。
具体的に申し上げますと、各学校と家庭が連

行っています。助成を行っていない離島等では、
旅費助成を設けているところが16市町村、検討

携しながら、一人一人が見通しを持って家庭学

中が３市町と、県内の40市町村が何らかの助

習に取り組めるよう、家庭学習の勧めを作成・

成・検討を行っております。

配布したり、授業と家庭学習をつなぐ垂水タイ

19市の中では14市が実施し、１市が旅費助成、
２市が検討中、未実施が２市となっております。

ムを各校の校時表に位置づけたりするなど、さ
まざまな支援策を行っております。

本市としましては、不妊治療の助成について

また、小学校におきましては、放課後や夏季

は、子育て支援の一環としても、また経済的負

休業中に補充指導や個別指導を実施しており、

担を軽減するためにも必要であると認識してい

垂水中央中学校においては、学校応援団による

るところでございます。

補充指導を毎週月曜日の放課後に行うとともに、
今年の夏季休業中には15日間勉強会を実施して

以上でございます。
○教育長（長濱重光） 持留議員の、学力テス

おります。
本市といたしましても、児童一人一人が抱え

ト問題についての御質問にお答えいたします。
全国学力・学習状況調査は、御承知のとおり、

る勉強への不安を解消できるように小学校４年

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観

生から６年生を対象にいたしました、あつまれ

点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を

わんぱく！夏の勉強会を、本年度は２日間の４

把握・分析するとともに、教育施策の改善を図

教科に拡充して計８時間、実施したところであ

り、児童生徒への教科指導や学習状況の充実・

ります。
今後とも新たな取り組みを模索し、全ての子

改善等に役立てるために行われております。
本市におきましては、昨年度から市報たるみ
ずによりまして、学力検査の教科ごとの全国平

供たちに教育の機会を提供できるよう努めてま
いりたいと思っております。

均と県平均及び本市の平均点を掲載するととも

さらに、児童生徒を指導する教職員に対しま

に、課題や改善策等も合わせて公表してまいり

しては、県外等派遣研修や学力向上を主眼とし

ました。

た各種研修会等の推進、学校への指導主事等の

各学校におきましても、保護者に対し学校だ

派遣を推進することで、少人数学級や複式学級

より等で、個人が特定されない形で平均点や課

における指導がより充実するよう、今後とも教

題及び改善策等について公表しているところで

職員一人一人の資質向上にも努めてまいりたい

ございます。

と考えております。

その結果、持留議員が危惧されているような

以上、申し上げましたような取り組みを確実

学校の序列化や点数を競争させるなどの弊害点

に推進するとともに、全国学力・学習状況調査

はないものと考えております。

の結果を効果的に活用し、児童生徒一人一人の

次に、学力格差等への対応についてでござい
ますが、私は、本市の児童生徒一人一人が学習

持てる能力を最大限に伸ばす教育の推進に努め
てまいりたいと考えております。

に取り組む意欲を向上させ、持てる能力を最大
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以上てございます。

○保健福祉課長（篠原輝義） ５番目の学童保

可欠なことと認識しております。
学童保育料については見直す必要があると感

育について。上級生の、まず上級生の入所の保
障と課題についてでございますが、学童保育は、

じており、今後、検討してまいりたいと考えて

垂水児童クラブと水之上児童クラブの２カ所が

おります。

市内にありまして、８月末現在におきまして、

○水産商工観光課長（髙田 総） 持留議員の、

垂水児童クラブの利用登録者数が61名、１日当

青年の雇用対策について。
まず、これまでの取り組みの総括、課題と方

たりの平均利用児童数が45名であります。水之
上児童クラブの利用登録者数は19名で、１日当

向についての質問にお答えいたします。
まず、これまでの実績でございますが、平成

たりの平均利用児童数は９名であります。
平成27年度に、垂水児童クラブにおきまして、

25年度と平成26年度におきまして、厚生労働省

継続利用の申し込みがありました新４年生の３

所管の補助事業であります産業の６次化による

名を定員オーバーのため継続利用の辞退をお願

新商品開発等の取り組みにあわせて、失業者の

いしたところでございます。

雇用を行う事業を支援する、起業支援型地域雇

そのようなことから、垂水児童クラブにおき

用創造事業に市内13業者に取り組んでいただき、

ましても、利用児童数がふえてきておりまして、

合計33人が新規雇用されたところでございます。
そのうちの４事業者は、垂水市の基幹産業で

もう１カ所、児童クラブを増設する必要が出て

あります水産事業者でございまして、若い後継

きております。
現在、保育園等に児童クラブの運営委託をで

者が多く、今回の新規雇用の際には、青年層の

きないか、検討をしているところでございます。

雇用を積極的に行っていただいたところでござ

次に、学童保育料の負担の軽減についてでご

います。

ざいますが、まず、県内の状況でありますが、

また、事業終了後も、そのほとんどの方々を

学童保育科の月額は、運営する各学童保育所が

正規社員として雇用していただいているようで

設定しており、それぞれで他県と比較しますと、

ございます。

保育料が低く抑えられておりますことから、負

また、27年度は、事業者に対する雇用安定の

担軽減を実施しているところは２市で、まだ少

支援策の１つといたしまして、地方創生交付金

ないようでございます。学童保育所の中には運

を利用した販路拡大による収益増加を目的とし

営状況に応じて各自で実施しているところもご

た取り組みといたしまして、７月12日に東京都

ざいます。

内において、市内10事業者に参加していただき、

本市は、学童保育の運営を運営委員会、シル

鹿児島たるみず観光物産展を開催いたしました。

バー人材センターに委託しておりますが、運営

大手物流事業者やホテル・レストランのシェフ

委員会等に委託している学童保育所の１人当た

を初め、情報発信を行っていただくブロガーの

りの月額平均保育料は、全国平均で約9,800円

方々、約200名にお集まりいただき、商品ＰＲ

となっております。本市では、平成15年の開設

を行いながら、試食と商談の機会を設けまして、

来、１日当たりおやつ代込みの200円、月額

新たな販路拡大に取り組んでいただく支援を行

5,000円といたしまして、保護者が利用しやす

ったところでございます。
今後も同様な取り組みができるよう、関係先

いように料金設定をしております。
子育て支援策の充実は、本市の重点施策でも

と連携しまして検討してまいります。

ありますし、子育て世代への経済的な支援は不
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これまでの取り組みにおける課題でございま

すが、水産事業者の新規雇用の募集に対して、

平成27年度は８月31日現在で、現在２件の申

当初はなかなか応募者が集まらない状況がござ

請があり、総額231万1,200円助成しております。

いました。このような状況を認識し、改善に向

世帯構成でございますが、１件は60代の単身世

けて取り組むことにより、安定した雇用が確保

帯、もう１件は就学前の子供を含む４人世帯、

できますよう、事業者の方々、並びに関係先と

転入者は５名となっております。
次に、評価でございますが、先ほど御報告い

連携して取り組んでまいりたいと考えておりま

たしましたが、これまで５世帯11名が転入して

す。
続きまして、青年雇用対策の今後の支援策の

まいっております。うち１世帯は本制度を知り

あり方についての検討は、の質問についてお答

移住を決めたということでございました。また、

えいたします。

追跡調査で移住後の感想を伺いましたところ、

今後の支援策でございますが、現在、これま

近所の方から野菜・魚をいただくなどの近所づ

でに商品開発された特産品や６次化商品が、ふ

きあいが良好に行われていることや、温泉の効

るさと納税のお礼の品々として採用されており

果で体調がよくなってきた、など、本市の生活

ます。今後は、他の自治体にはない新たな商品

に満足していると回答をいただきました。
このように、本市としても一定の効果があっ

の掘り起しなどを行う取り組みを進めてまいり

たものではないかと考えております。

ます。
また、地域における新たな取り組みといたし

今後も定住施策の周知に努め、子育て支援や

まして、関東方面の中華料理店で使われている

雇用創出などの環境の充実を図りながら、継続

食材でございます、空芯菜の栽培を大野地区の

的に効果を高めてまいりたいと考えております。

事業者に対して提案したところでございます。

続きまして、助成要件の見直しの必要性につ

また、水産業におきましては、両漁協におい

いての御質問にお答えいたします。

て、漁業者の所得向上を図ることを目的とした

垂水市住宅取得費等助成金交付要綱の助成要

浜プランを作成、アサリや岩ガキの養殖など、

件は、住宅取得額が500万円以上の者と規定を

新たな事業展開により、雇用の拡大を目指して

いたしております。この助成制度は、移住され

いるようでございます。

る方が一時的な居住ではなく、長期的な居住し

このようなさまざまな取り組みを提案・支援

ていただくことを目的としておりますので、安

することで、今後の青年の雇用対策につなげて

心して暮らしていただける住宅環境であること

まいりたいと考えております。

を１つの基準といたしました。
なお、安心して暮らしていただける住宅環境

以上でございます。
○企画政策課長（角野 毅） 持留議員の、定

の基準でございますが、空き家バンク登録物件

住対策、住宅建設、住宅購入助成でございます、

を参考に検討を行い、物件の取り引き額が概ね

垂水市住宅取得費助成事業の利用実態数と評価

500万円以上であれば、ある程度、一定の水準

についての御質問にお答えをいたします。

が確保できているのではないかと判断をし、設
定をしたところでございます。

初めに、利用実態を報告いたします。
平成26年度は３件の申請がございました。総

次に、支援サービス等の過剰サービスが危惧

額348万円を助成しております。世帯構成でご

される、売り手市場にしない市の姿勢が求めら

ざいますが、３世帯全て60代の御夫婦であり、

れるが、どうかという御質問について、お答え

転入者は６名となっております。

をいたします。
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議員御指摘のとおり、全国的に人口減少が進

力というか、発掘する、そういう並々ならぬ努

んでいる中で、各自治体さまざまな助成金制度

力はいろんな形で、こういう形で表れているの

等を設け、自治体間の人の取り合いの時代に入

かなと思います。
そういう意味で、考えると、まだまだ私たち

っていると言っても過言ではございません。
過去、本市では、定住促進条例により、奨励

はこの戦争に関する資料、戦績の問題も含めて

金を支給する定住施策に取り組んでまいりまし

数多く保存だとか、発掘、また伝えていくこと

たが、費用対効果等の観点から、思ったような

が重要になってきてるのかなと思います。
先ほど課長が言われたとおり、戦争のころを

効果もなく、その後、条例は廃止された歴史も

知ろうというのが、やはり今後の語り継ぐ大き

ございます。
しかしながら、定住政策は、人口減少対策の
重要な取り組みでございます。現在、実施中の

なテーマになってくると思います。というのは、
圧倒的に戦後生まれの方々が多いです。

助成事業は、過去の反省を踏まえ、事業目的を

私たちも独自に戦争展をやったんですけども、

明確にし、あわせて利用者の満足度などを確認

そのときは子供たちがいっぱい来てくれました。

するなど、事業効果を検証しております。

非常に特徴のある感想を述べ、若干紹介してみ

今後、地方創生により、自治体間競争もより

たいと思うんですけども、垂水も空襲があった

厳しくなるものと思われます。引き続き、既存

ことを知っていたけど、場所とか知らなかった

事業の検証と同時に、新たなニーズに適切に対

から、勉強になったという声も、これは中学３

応してまいりたいと考えております。

年生の声ですけども。それからあと１年生の子
供の声ですけども、伝えなければ次世代で戦争

以上でございます。
○持留良一議員 再質問を行っていきたいと思

があったことを知らない人が出てくるかもしれ

います。

ません。そのことを本当に忘れずに、どう次世

最初の質問、なかなか本当に、今年の企画は

代に伝えていくか、戦争について知識をもっと

私もすごいなと、社会教育課は頑張ったんだな

知っておこうと思った。こんな感想もあります。

と、私は非常に評価もありました、市民の皆さ

次の企画として、戦争の体験をされた人たちの

んもそんなふうにされてます。

話を聞きたいと、こんなこともあります。

また、市のほうの、広報担当のほうも、こん

ほかにも、これは６年生ですね、感想を述べ

な形で新たな資料の発掘、それから戦争証言、

ていますけど、まだこれは教育委員会に資料と

これは昨年ですけども戦争証言という形で、い

してお渡しもしていきたいと思います。

ろんなことも取り組まれてます。それで、また

これは、ぜひ市長、教育委員会だけではなく

新たな資料の、そういう部分も含めてですけど

て、市全体としてやっぱりこの節目も含めてで

も、あそこの新城麓の施設の問題とか含めて、

すけども、そういう取り組みしていく必要があ

いろいろ努力をされてますので、やっぱりそう

ると思うんですが、市長の、この、市長も参加

いう点では、非常に今後もこういう取り組みは

されたというふうに思うんですが、そのあたり

大変重要な取り組みになっていくのではないか

のことの考え方を、決意があれば教えてくださ

と思います。

い。

一昨年は柊原空襲の写真が入手されて、それ

○市長（尾脇雅弥） 戦後70年ということで、

を広報のほう、皆さんにお知らせされたんじゃ

区切りのイベントが各地で行われました。本市

ないかと、非常に私たちもこの市の広報係の努

においても、ただいま担当課長から説明があっ
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たとおりのようなイベントを中心に、それぞれ

ンナー方式、いわゆる先ほど市長が言われたと

あったというふうに認識をしております。

おり、先進的なところの、それを標準的なとこ

私も小さいころに父や祖父から、特に祖父か

ろの補正として、それを当てはめていくと、そ

ら、戦争のときの悲惨な話も聞いておりました

うすると、それも自治体もそれぞれに、それに

ので、そういった意味では第６垂水丸の事故の、

従って行かなきゃならない。これがあるんです

終戦の前の年だったと思いますけれども、ある

けど、この間、交付税の増額については、さま

意味、関連のある戦争に関連のある事故だった

ざまな形が、行革とか、そういう経過によって

と認識をしております。

されてきたと思うんですが、改めて確認したい

戦争は、二度と起こしてはならないというの

んですけども、この地方交付税制度の制度その

は、これは私もそう思いますし、多くの国民、

ものについて市長は、例えば市長会と含めてき

世界中の人が望んでおられることだと思います。

っちりとその制度を守れということを、今日の

ただ、その平和のあり方についての方法論と

こういう状況がある中、訴えていく覚悟がある

いうのは意見が分かれることでありますけれど

のかどうか、その点についてお聞きをしたいと

も、しっかりと過去を検証をして、その上でど

思います。

うあるべきかということを導いていくというの

○市長（尾脇雅弥） 交付税の趣旨に関しては、

が大事なことだと思いますので、どういう協力

先ほど申し上げたとおりでありますから、趣旨

の方法があるのか、また今後、検討していきた

に沿った形でしっかりと担保していただくよう

いというふうに思います。

に全国市長会等を通じて要請はしていきたいと

○持留良一議員 市全体となって取り組んでい

思います。

ただきたいなと思います。この点については終

○持留良一議員 私たち議会も、毎年12月議会

わっていきたいというふうに思います。わかり

のところで検証を上げていきます、これは議会

ました。

と一体となって取り組みを進めていくことが大

次、新骨太方針との関係ですけども、このこ

事だと思いますので、ぜひそういう取り組みを、

と、先ほど市長はいろんなこともこの特徴も言

市長も独自にも含めて頑張っていただきたいと

われましたし、今回、どんなふうにしていくの

いうふうに思います。
これ、あと、２番目の、地方創生と予算との

かということでは、南日本新聞でもその点が明

関係なんですけども、この手引きによると、議

らかにされてます。
全国知事会の会長さんが、こんなことを言わ

会との関係については、策定段階や効果検証の

れてるんですね。地方は、人口や面積、地理的

段階において、議会で十分な審議が行われるよ

条件など、置かれてる状況が違う。そのため、

うにすることが重要だと、こんなふうに明記も

地方交付税制度では、標準的という形で算定さ

されてます。

れてると。いわゆる、これが地方交付税制度の

一方では、この中身において、運営や運用上

目的なんですけども、今回、一番よいところに

の詳細な仕組みを地方自治体に押しつけてると

あわせているというだけで、我々からすると、

一方での国の、すごい、ある意味での地方創生

交付税を削減するための理屈になってしまうん

に関する力関係があるんですけども、しかし、

じゃないかと、こんな形が見えてきたんじゃな

一方でこんな形できちっと議会で十分な審議が

いかなというふうに思います。

行われるようにすることが重要だというふうな。

これに、２つの抑制の柱があって、トップラ

ここのところが、私たちがこの策定、地方創生
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版の戦略と予算等議論する最大の場なんですよ。

向きに検討をして行きたいとうふうに思います。

そういう意味では、そういうふうな形に担保さ

○持留良一議員 私も全県下いろいろ調べまし

れていくのかどうなのか。この点について企画

た。本当に実情に合った、そういう状況をもっ

課長に。

と当然視点として必要だろうというふうに思い

○企画政策課長（角野 毅） 当然のこととし

ます。とにかく悩んでる方々に、早くその不安

て、議会にお諮りをいたしながら、事業、個別

を、経済的な面からでもいいですので、不安を

の構造計画については事業展開していくという

解消していくという点では、ぜひ、先ほど言わ

ことになります。

れたそのことを必ず実行していただきたいなと

○持留良一議員 今の点は質問を終わりますけ

いうふうに思います。
次に、学力テスト問題について行きたいと思

ども、ぜひ、策定期間が短いと、短期間という
ことで、そのあたりがなるべくそっちのほうに

います。

目が奪われて、議会との関係というのが保障さ

確かに、本市ではまた県下でもそういう弊害

れない、そういうことがないように、ぜひこれ

とかいうことはないというようなことが述べら

はお願いしたいというふうに思います。

れました。私なんかでも、今、聞く状況にはな
いんですけれども。

次に、不妊治療の問題に行きます。

しかし、これは全国的な取り組みだという問

先ほど明言を避けられたんですけども、認識
はしてると、必要という認識はしてるというこ

題があります。

とだったですけども、今回、枕崎市も方向性を

私がびっくりしたのは、皆さんも御存じのと

出そうということで、議会で出します。そうす

おり、大阪府の教育委員会のああいう実態です。

ると本当にもう残るのはもうわずかという中で、

これは、まさに子供たちの人権を傷つけ、学校

市長は、この男女共同参画の中でもこの経済支

教育そのものをゆがめていくような、いわゆる

援、少子化対策ということで、そういう女性の

点数主義っていうんですかね、一般的に使われ

今後の役割というか重要性というか、そういう

てる、そんなふうになってくるのかなというふ

ところをうたってらっしゃるわけですよね。そ

うに思います。これは、本当に全国的にも広が

う考えたときに、もうこの部分というのは避け

っていくのではないかな。
というのは、文科省は、これをストップさせ

て通れない問題になってきてると思うんですが、
先ほど課長の報告だと、必要と認識してると。

ることができなかったというのが最大の、私は

これだと全然、方向が見えないんですよ。市長

問題だろうなというふうに思います。
というのは、文科省もこのテストをするとき

の決意を求めます。
○市長（尾脇雅弥） 持留議員が御指摘のとお

に、序列化や過度な競争が生じない十分な配慮

り、安心して子供を生み育てることのできる環

が必要だと、こんなことも言ってるわけなんで

境づくりというのは、少子化対策の一環として

すよね。

も不妊に悩む御夫婦の精神的負担と経済的負担

そして、また全国的にもいろんな問題がいろ

の軽減を図るという意味においても、本市とし

んな教育集会の中でも報告がされてます。もう、

ても早期に取り組む必要性を感じております。

教育長もまた課長もいろいろ耳にされてるかと

不妊治療助成につきましては、補助の期間、

いうふうに思いますけども、もうあるところで

回数、対象年齢、補助額など費用の問題もあり

は、４月のまともな授業が始まらないとか、そ

ますので、本市の実情等を勘案をしながら、前

のテスト対策を繰り返してまともに授業もでき
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ないと、そういう実態も報告をされてるようで

私なんかは思うんですけども。
例えば、このテストでは、全国では約61億円

あります。
そんなことを考えると、改めてこの問題がど

のお金が使われてるという状況もあります。
改めてお聞きしますけども、このような問題

ういう実態を今、表しているのかという点では、
やはり弊害がさまざまな形で生まれて来てるん

を抱えながら学力テストをすることの意味が本

じゃないかなというふうに思います。

当にあるのか、再度、教育長にお聞きいたしま

一方では、先ほど教育長、言われたとおり、

す。

この本市は皆さんの教育委員会のさまざまな努

○教育長（長濱重光） 義務教育におきまして、

力によって、子供たちの能力、いわゆる学力を

環境の整備というのは非常に大切なことだと考

伸ばす、生きる力をしっかりとつくっていくと

えております。それもハード面、ソフト面、教

いう取り組みを、私なんかも非常に評価はして

職員の定数面含め、そして、また教職員の指導

ますけども、やはり問題というのはこんな形で、

力を含めて、いろいろな含めて、教育環境の整

いろんな形の問題が、今後、広がっていく可能

備は大事だと思ってます。
この学力検査のこと、私、先ほど一人一人の

性もあるんじゃないかなというふうに思ってる

能力を伸ばすために努めるということを申し上

ところです。
特に、問題点は、経済的な困窮が平均正答率

げました。

に大きな影響を与えたという結果も出されてま

少し具体的に申し上げますと、私どもは、市

すけども、子供の貧困率ですね、もう６人に１

の予算として全校ＮＲＴと言いまして、子供た

人が貧困と。食べるものに困ったりとか、健康

ちの知能検査というものをしております。これ

を冒されたりとか、また学習すら補償されない

は、全国の標準が50という点数があるわけです

状態が生まれてきてるという問題も報告がされ

けども、その50を標準にしましたときに、子供

てるようであります。

たちが能力はあるのに、例えば50の能力が簡単

そうなってきたときに、やはり、私はきのう

に言いますとあるのに、40までしか力がつけら

の池山議員と教育の、教育委員会の皆さんの中

れていない。この40をその測定するというもの

に、教育の充実というのは言われてました。学

は何かと言いますと、まさに１つが、この全国

習が遅れがちな子供への支援を手厚くするなど、

学力調査なんですね。

教育委員会もいろいろされてますし、一人一人

そうしましたときに、ここにこの一人一人の

の子供に目が届く条件整備が非常にされてるな

能力と、全国学力テストの成績を比較しました

と思いますけども、やはり、そうは言っても、

ときに、学校によって一人一人伸ばしきってい

４年生以上の例えば35から40人学級とかさまざ

ない現状がございます。ですから、これを最低

まな、本市も課題を抱えてると思うんですね。

限、子供たちが持ってる能力までは引き上げる、

そうなってきたときに、やっぱり教育環境の整

伸ばしてあげる、もちろん超えてる子供たちも

備というのは非常に重要だと思うんです。

たくさんおります。これがもう学校の使命だと、

一昨年も、文科省は教員をふやすということ

私は思っております。そういうことで、一人一

でしたけども、財務省との関係でしたかね、結

人の能力を伸ばすために全力を尽くすというこ

果的には非常に困難な状況があったと思うんで

とを申し上げているところでございます。
きのうも池山議員の質問にも答弁させていた

すが、そういうそれだけの本当にお金があるな
らば、もっと環境整備に使うべきじゃないかと、

だきましたけれども、今後とも教育の環境整備
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に全力を尽くして、質の高い垂水市の教育が展

のか、そういう意味で、やっぱりこの部分とい

開できますように、全力を尽くしてまいりたい

うのは、実施主体は市なわけですので、そのあ

というふうに考えております。

たりをぜひ状況をつかんでいただきながら、そ
の今の施設の解消というのをぜひこの場で解消

以上でございます。
○持留良一議員 そこのところ、また今後いろ

していただきたいというふうに思います。ぜひ、

いろ議論をしていきたいというふうに思います

その取り組みはやっていただきたいというふう

けれども。その点については、とにかく全国で

に思います。

弊害が生まれてきていると、この事実だけはや

そして、財源的な問題については、今言いま

っぱり、私は見逃すことのできない問題だろう

したとおり、そういう方向も示してますので、

なというふうに思います。

ぜひ、その取り組みの方向で頑張っていただき

次に、学童保育についてお聞きをしたいと思

たいというふうに思います。

いますけども、これ以上の子供たちがふえてき

保育料負担の軽減は、検討していくというこ

た中で、施設の拡充が必要だということで、い

とでありますので、ぜひこの問題については解

ろいろ取り組みをしなきゃならないということ

決を図っていただきたいというふうに思います。

でしたけども、文科省もこの施設の問題につい

子育て支援の計画の中でも、経済的支援の推

ては、学校施設の徹底的な活用により、学童保

進というのを明記されていますので、そして、

育の施設の確保をしなさいという形で、放課後

また市長が言われる格差、自治体間の格差です

子供総合プランの中で示してます。

ね、これを一刻も早く解消していただきたい。

そして、その理解を福祉関係と理解するため

というのは、先ほどの不妊治療の問題、学童

にも、教育総合会議の活用ということも明記が

保育料の問題含めてまだまだ格差がありますの

されてます。やはり、私は改めて市長、この総

で、ぜひこれは市長の最大のテーマでもあると

合会議が、教育総合会議があるわけですので、

いうふうに言われてましたので、ぜひこれは取

これを活用して、やはり今の現状の中で最大の

り組んでいただきたいというふうに思います。

方向というのは、学校の施設、余裕施設を、教

残り時間も少なくなってきましたけども、青

室を活用していく、これが一番だというふうに

年雇用の問題について、次に移ります。

思うんですが、そういう方向でこの問題を検討

なかなか実態として、経済の上向きの状況も

していくという考え方はないのか、市長にお聞

含めて、厳しい状況があるんですけども、市長

きをいたします。

にお聞きしたいんですけども、産業振興策とい

○市長（尾脇雅弥） 現在において、課題があ

うのは、市長の中でどんなイメージを描かれて

るということは、何とか解決をしなければなら

いるんでしょうか。

ないというふうに思いますので、財源等の問題

○市長（尾脇雅弥） ２回目の御質問にお答え

を含めてどういう問題があるか、検討してまい

をいたします。
新たな振興策という視点でございますけれど

りたいと思います。
○持留良一議員 この財源の問題については、

も、本市の特産品や６次化商品等をいかに売っ

国のほうも今年、予算をつけたんですよ。既存

ていくか。いわゆる販路拡大を取り巻く分野が

施設の改修や修繕等にかかる補助の見直しとい

雇用対策の方向性の１つと考えております。こ

う形で、これはきちっと情報をつかみつつ、な

れまでも申し上げてきたとおりでございますけ

おかつ、子供たちがどういう今後、状況にある

れども、現在、策定中の総合戦略においても、
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南の拠点を整備をし、６次化商品の高付加価値

はそれが及ばないのか、不平等じゃないか、不

化や魅力を伝える情報発信を行って、販路拡大

公平じゃないかということも言われました。
そうすると、やっぱりその結果として、投資

につなげる機能を設けようとしております。
本市のみならず、鹿児島の人間は商売が下手

効果というのは税収、固定資産税を含めてある

というふうに言われております。こういった弱

わけですので、非常にこの問題というのは今後

点を克服するためにも、南の拠点がマーケティ

の１つの課題になっていくんじゃないかなとい

ング力やプロモーション力を補い、また、こう

うふうに思うんですが、市長に改めてお願いし

いった分野を成長させていくことが、地元事業

たいんですけども、きのう、さまざまな、関係

者の成長力を強化していくという視点で、今後

する住宅購入と制度設計の見直しということも

も取り組んでまいりたいと考えております。

言われましたけど、この問題についてもすごい

○持留良一議員 この問題については、以前、

声があるんだと。せっかく同じように来て、隣

新潟県の聖籠町を御紹介して、市長にもぜひ、

は500万でもらった、こっちは400万円でもらわ

ここは調査研究してほしいということも言った

なかったと、こんな不平等がありますので、ぜ

と思います。それ、やっぱり、自治体が地域の

ひこれは制度設計も含めて見直しをしていただ

中小企業の役割を重視して、その振興行政の柱

きたいというふうに思いますが、市長の考え方

とすると。振興の柱とするという、ここがやっ

を最後に示していただきたいと思います。
私の質問はこれで終わります。

ぱり非常に重点な、重大な視点だと思いますの
で、ぜひさらにこの点については、取り組みを、

○市長（尾脇雅弥） きのうもお答えをしまし

研究も含めて進めていきたいと思いますし、ま

たけれども、人口をふやしていく対策というこ

た地域資源の活用というのが私、重要だと思っ

との視点において、このような政策ということ

てるんですよ。そういう意味では、産業クラス

で、ルールを決めて、具現化していったわけで

ター制度、ぜひこれは担当課でもいろいろ研究

すけども、一方で人口流出をどう抑制していく

していただきたいというふうに思います。その

かという視点も大事なことであります。ただ財

ことを要望しておきたいと思います。

源は限られておりますので、どのような方向が

いよいよ最後になります。定住対策ですけど

一番有効的なのか、いろいろ検討してまいりた

も、先ほど要件とかいろいろなことが言われて

いというふうに思います。

きましたけども、果たしてこの500万円が妥当

○議長（池之上誠） ここで、暫時休憩します。

性があるのかということだと思います。きのう

次は１時20分から再開します。
午後０時10分休憩

もいろいろ、この住宅の取得に対する助成のこ
とが言われました。やっぱり多くは、その不平

午後１時20分開議

等感。外からと地域との関係の不平等感も大き
なポイントにあるのかなというふうに思います。
そういう意味で、やっぱり500万円以下とい

○議長（池之上誠） 休憩前に引き続き、会議
を開きます。
６番、堀添國尚議員の質問を許可いたします。

うのは、その大だろうが小だろうが、基本的に

［堀添國尚議員登壇］

住む家というのはさまざまな形であると思うん
ですね、購入の規模も含めて。私が相談を受け

○堀添國尚議員 ちょっと前語りが長いですけ

た方は、課長にもお話しましたけど、480万で

ど、我慢して聞いてください、お願いします。

買ったということで、なぜ私たちのところまで

９月に入り、しのぎやすくなってまいりまし
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た。水田の稲穂も、秋の実りを感じる候となり、

ので、来年度はもっと工夫して、公平に行き渡

しばらくすると、秋の稲刈りも始まります。夏

るよう、改善していかれるよう、お願いいたし

休みも終わり、何の問題もなく登校ができ、学

たいと思います。

校関係者だけでなく、私たちも何よりだと思っ

ちなみにですが、商品券の有効期限はことし

ています。子供たちにとっては楽しい運動会も

の12月31日です。事業所の方が換金できる最終

あります。どの子供も思い出に残る楽しい行事

は、来年の１月27日です。どうぞお忘れなく。
７月30日、元収入役の福﨑兼吉様が他界され

になればと願っています。
一時、桜島は危険な状態となり、桜島に近い

ました。市役所に入られて、総務課長、財政課

地域として、やきもきしましたが、その影響で

長、福祉事務所長の要職にあり、元市長、枝元

観光客も少なくなり、道の駅も打撃を受けたの

さんの三大公約の１つである病院建設に大きな

ではと思います。深港の土石流による国道の方

力となられました。

向性もやや見えてきたように思います。改善に

財政に非常に明るく、出水の収入役さんとと

向いてきましたので、不便さも解消され、道の

もに、県からは一目も二目も置かれた方でもあ

駅のお客様ももとどおりにふえてくることを期

りました。今でも市役所職員の中に、あの方の

待しているところです。

考え方、仕事ぶりに影響を受けた方もおられる

深港川の氾濫により、地域の皆さん、防災関

のではと思います。私は、収入役室で２年近く

係各位の皆さん、大変だったのではと思ってい

仕事を一緒にさせていただきました。人生にお

ます。おかげさまで１人の犠牲者もなく、何よ

いて師匠となるありがたいお話を、その時々に

りだったと思います。防災に直接携わった地元

してくださいました。

の第８分団の皆様、そして、避難者に対して食

鹿屋方面に小さいながら買い出しに行かなけ

事のお手伝いをされた御婦人の皆様も、地域の

ればならない苦しい生活の中で、お母さんが、

リーダーとして先頭に立たれた森議員の御苦労

人様の物は稲わら１本も盗んじゃあいけないと

も、大変だったと思います。自分の家業もある

教えを受けたと話をしてくださいました。何事

し、何かと緊張した日々が今後も続くかと思い

も一生懸命で、自分には厳しく、人には優しい、

ますが、お体に気をつけて頑張ってください。

思いやりのある先輩でした。
また、いつか機会があったらいろいろなお話

昨年の９月議会からお願いしておりました、
垂水中央バス停に上屋がようやく完成しました。

を聞いておりますので、話をさせてもらいたい

完成が少し遅くなりましたが、雨の日、灰の降

と思っております。私ども、まねもできません

る日、日差しの強い日など、バスを待っておら

が、少しでも近づけるよう努力しますという約

れる方々には喜んでいただけるのではと思いま

束を心に念じながら、さきに通告しておきまし

す。本務以外の仕事ではありましたが、一生懸

た案件について、議長のお許しを得ております

命取り組んでいただきました企画課長に、心か

ので、通告順に従い、一括方式で質問しますの

らお礼を申し上げます。ありがとうございまし

で、わかりやすい言葉で答弁をお願いします。
まず１点目。海潟・牛根麓間の林道について。

た。
こもんそ商品券の発売が７月１日に始まり、

１つ、目的は何か。２、完成はいつか。３、側

７月10日に完売となりました。今年度はまとめ

溝の雨水の落とし口、麓川の下場への安全対策

買いを防ぐため、一定以上のまとめ買いには委

は大丈夫か。

任状が必要となりました。人気のある事業です
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２点目。市立中央病院の改善について。１つ、

病院と薬局間が非常に遠い。お年寄りや体の不

り）目的の前段で……。

自由な方々には大変不便であると思うが、何と

○堀添國尚議員 森林の整備とか、そういうこ

かならないのか。

とでいいから。もう長くなるからね。

２、老人憩いの家の施設は、冬場に向けて大

○農林課長（川畑千歳） 地域の民有林や鹿児
島大学演習林に係る人工林率70％に及ぶ地域区

丈夫か。
３点目。中央地区側溝の排水について。問題

域面積220ヘクタールの森林を対象に、効率的

なく排水されているか。問題があるとすれば、

な林業経営の展開や、森林の適正な維持管理を

その改善策は。

目的として、工事着手しております。
次に、完成はいつかについての御質問ですが、

４点目。記録集の取り組みについて。戦後70
年経った各地区の昔の出来事や言い伝え、生活

この林道は、森林基幹道として平成３年に事業

様式などなど、後世に伝えていくことは大事な

着手し、全体計画延長1万2,400メートル、全幅

ことと思う。社会教育はどう考えるか。

員５メートルの計画で建設されております。

５点目。教育行政について。市内小中学校の

工事は、海潟側と牛根麓側から進めており、

児童生徒の農業体験、漁業体験等の実態はどの

平成26年度末現在、つながるまでには残延長

ような状況か。大事なことと思うが、今後、ど

363メートルとなっております。ただ、牛根麓

のように進めるのか。

側の国道220号線からの取りつけや、現在、通

６点目。土木行政について。１つ、市内河川

行している農道部分の改良が必要なことから、

の川床の整備、暖竹の駆除の取り組みは。２つ、

全体の工事の進捗率は76.4％となっております。

どのように進めるのか。

計画での完成は平成32年度となっておりますが、

７点目。補助金の出し方について。

現在の予算のつけ方から完成時期は明確にお答

私たち牛根麓の水道組合が、水源地への道路

えできない状況です。

をつくるのに、市から補助金をいただく計画で

３つ目の、雨水の下場への安全対策は大丈夫

申請を出しております。その申請の中に、地権

かについての質問でございますが、雨水対策に

者の同意が得られているのか、そこをまずお伺

つきましては、施行者である鹿児島県に確認し、

いいたします。

平成25年第２回定例会で答弁したとおり、雨水

以上で、１回目の質問を終わります。わかり

対策のみの調査委託は実施していないとのこと
で、林道の測量設計委託業務の中で雨水、道路

やすい答弁をお願いいたします。

面排水が１カ所に集中しないよう、横断側溝を

終わります。
○農林課長（川畑千歳） 堀添議員の、海潟・

設けたり、沢に当たる箇所ごとに排水溝を設け、

牛根麓間の林道について、目的は何か、につい

山腹が洗掘しないよう、下流側河川へ落とし込

ての質問にお答えいたします。

んでいるとのことでございます。
議員のほうでは雨量等を心配されているかと

海潟・麓線は、垂水市海潟地内の市道小森３
号線及び牛根麓地内で国道220号を起終点とし、

思いますけれども、雨量に対しましては林

桜島を眼前に臨む高隅山地の西側山腹を海岸と

道……。（発言する者あり）
以上で終わります。

ほぼ並行する形で横断する森林基幹道でありま
す。豊富な森林資源を有しながら、基盤となる

○保健福祉課長（篠原輝義） それでは、２つ

林道網の整備が不十分なことから、これを生か

目の、市立中央病院の改善についての、病院と

し切れない地域の姿が……。（発言する者あ

薬局間についての御質問にお答えいたします。
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次に、老人憩いの家の施設の冬場に向けて大

もう大分前のことになりますが、病気やけが
で病院へ行くと、薬はその病院で貰っておりま

丈夫かという御質問でございます。
御指摘のとおり、冬場の特に１月から３月に

した。ところが、医師による薬の過剰投与、い
わゆる薬漬け医療が社会問題となったことから、

かけて、湯温が低いとの利用者の声があります

この薬漬けをなくし、医療費を削減させるため

ことは、承知いたしております。この湯温が低

に、国は医薬分業を徹底させるようになりまし

い原因の１つとして、現在、垂水憩いの家の浴

た。

場に使用する温泉は、華厳園の温泉を利用して

医薬分業とは、医師・歯科医師が患者の診
断・治療を行った後、医療機関から発行された

おり、パイプを華厳園から憩いの家まで引いて
おります。

処方箋に基づいて、独立した薬局の薬剤師が調

夏場は温かいお湯が出ますが、冬場はパイプ

剤や薬歴管理、服薬指導を行い、それぞれの専

の距離が長いことから、温泉のお湯が途中で冷

門性を発揮して医療の質の向上を図ろうとする

めてしまい、憩いの家に温泉が来たときには、

ものです。

既に冷めてしまってるということがあります。

この医薬分業方針のもと、調剤薬局の建設条

このために、温泉を営業時間中にどんどん流せ

件として、厚生労働省は、病院と薬局をフェン

ばいいということになりますが、供給元の華厳

スや道路で隔てるように規制しております。

園の温泉が不足するということにもつながりま

現在、垂水中央病院に一番近い調剤薬局は、

す。

道路向かいにある垂水市民薬局であり、病院の

おまけに、冬場は水を重油によるボイラーで

正面玄関から70メートルほどの距離がございま

沸かしての使用となりますが、浴槽のお湯の温

すが、厚生労働省の規制がありますので、これ

度が、水で沸かしたお湯のために、どうしても

以上、近い場所にはつくれない状況でございま

湯温の冷め方が早く、それを補おうとボイラー

す。

からの湯をどんどん使うと、かえって温まり切

離れているために不便を感じておられる方々
がいらっしゃるということでございますが、垂

らないまま、ボイラーのお湯が出てしまい、浴
槽の湯温が低下するということになります。

水中央病院では、動線上に手すりや車椅子用の

冬場、どうしてもシャワーも流しっ放しとな

スロープを設置して、利用者の負担軽減を図っ

り、湯の使用量も増加することから、ボイラー

ているところでございます。

に使用する重油の経費もかかり、費用面でも苦

なお、市道には横断歩道が設置してあり、運

慮しているところです。
また、これらの対策のために、現在、設置し

転者に対し、歩行者への注意喚起を促すように

てあるボイラーの増強、新設については、憩い

なっております。
また、医療機関の中には、厚生労働省が進め
る医薬分業の方針に従わず、病院独自の考え方

の家の周辺が人家であることから、躊躇せざる
を得ない状況です。

により、院内処方を続けているところもありま

このように、重油代やボイラーの増強等の経

すが、垂水中央病院は、今のところ院内処方に

費、周辺人家への影響など課題がありますが、

は対応できない状況でございます。

憩いの家は高齢者にとっては憩いの場となる必

今後、国の動き等によっては条件が変わる場

要な施設であり、今後、改善に向けて取り組ん

合もございますので、改善に向けて努力を続け

でまいりたいと考えております。

たいと考えております。

○土木課長（宮迫章二） ３番目の、中央地区
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側溝の排水について。（１）問題なく配水され

ところでございます。
以上でございます。

ているかという御質問にお答えいたします。
この中央地区は、地形的に地盤の高さはほぼ

○社会教育課長（森山博之） ４番目の、記録

平坦であり、特に、国道と並行している道路の

集の取り組みについて、お答えをいたします。

側溝は、降灰が取れないため、桜島降灰がたま

本市には、古くから伝わります歴史や貴重な

り、水の流れが悪くなっている箇所も見受けら

文化財が多数存在し、また、偉人を輩出してお

れます。

り、それにかかわります垂水市史資料の発刊な

振興会によりましては、地域の美化作業で側

どに努めておりますが、議員御指摘のとおり、

溝内の降灰除去等をされるところもありますが、

これらの財産を後世に残し、語り継ぐことは、

ふたのある個所や除去されないところが残りま

極めて大事なことであると考えております。

すと、どうしても水が滞留し、また、家庭雑排

ことしは、戦後70年の節目に当たりますこと

水も流れてきますことから、悪臭がするなど不

から、各自治体が実施された事業やマスコミに

衛生になっているところも見受けられます。

よる特集番組及び記事を、数多く目にいたしま

また、地形的に海抜も低いため、海岸への放

す。

水口の高さと海面との高低差も小さく、大潮の

先ほど持留議員の質問でも答弁をさせていた

満潮時と大雨が重なった場合には、側溝の水が

だきましたが、市立図書館におきまして企画い

流れにくくなり、道路が冠水することもあるよ

たしました、戦争のあったころのことを知ろう

うでございます。

では、垂水空襲や第６垂水丸沈没事故について、

２番目の、問題があるとすれば改善策はとい

５名の語り部にお話をしていただきました。後
世に伝えるべき過去の出来事や、体験談を伝え

う御質問にお答えいたします。
中央地区の側溝清掃について、先ほどもお答

る手段は、体験者による臨場感がありますこと

えいたしましたが、それぞれの振興会の皆様方

から、人から人へ伝える、いわゆる口伝えが最

には集落内の美化作業として、側溝の降灰除去

も多く用いられているところであります。
しかしながら、語り部の方々の高齢化が進み、

等をボランティアで実施していただいており、

次世代へと受け継いでいただける後継者の育成

大変感謝しているところでございます。
また、土木課では、平成25年度から中央地区
を３工区に分けて、桜島降灰除去事業で側溝清

に加え、議員御指摘の、記録を残す取り組みは
大切なことと考えております。
各校区で昔から伝わっております郷土芸能や

掃作業を発注しております。
なお、潮彩町につきましては、本年度から単

行事、生活にかかわります、さまざまな出来事

独事業で発注しているところでございまして、

など、各地区公民館へ依頼をし、可能な限り資

工期はいずれも６月30日から平成28年１月13日

料の収集にも努めていただき、記録を残す取り

までとしております。

組みを支援してまいりたいと考えております。
以上です。

この作業によりまして、ボランティア等で除
去できなかった箇所や、蓋のある箇所について

○学校教育課長（下江嘉誉） 教育行政につい

も除去しております。

ての御質問にお答えいたします。
各小中学校における体験活動の取り組み状況

この工期内に１回除去したとしましても、再
度、桜島降灰が基準の厚さ以上堆積した場合に

につきましては、総合的な学習の時間等を使い、

は、再度、請負業者に指示し、除去をしている

全小中学校で積極的に行っているところでござ

－136－

ます。

います。
まず、小学校における具体的な取り組みでご

市内には、県で管理する２級河川の本城川と

ざいますが、田植えから収穫までの米づくりを

ほかに５河川と、土木課で管理しております準

５校、いもづくりを７校、松ヶ崎小学校では、

用河川の境川ほか22河川、さらに普通河川の是

ビワの栽培などの農業体験を行っております。

井川ほか４河川がございます。
整備の取り組みについて、２級河川につきま

さらに、マダイの放流など、本市・各校区の

しては、県の寄り洲除去計画に基づいて、大隅

特色を生かした体験活動を行っております。
次に、垂水中央中学校におきましては、垂水
漁協の御協力を得て、１年生がカンパチの餌や

地域振興局河川港湾課で実施していただいてお
ります。
市で管理する河川につきましては、毎年、特

り体験、３年生は地元の商店や特別養護施設等、
市内36カ所で３日間の勤労体験学習を毎年、行

に人家や公共物が近くにある河川を優先して、

っております。

河川内の暖竹等の伐採や寄り洲除去を重機借り

このほか、境小学校では棒おどり、新城小学

上げ等で実施しているところでございます。
２番目の、今後、どのように進めるのかとの

校では鎌ん手おどりなど、昔から地域に伝わる
伝統芸能を継承する体験、さらには本城川の沢

御質問にお答えいたします。
先ほども答弁しましたが、河川によっては、

登りや、海岸でのシーカヤックなど、自然を生
かした体験活動を行っている学校もございます。

人家や公共物が近くにあり、河川や隣接する農

これらの体験活動の取り組みは、学校の職員

地などに被害を及ぼす危険がある河川を優先し

だけでは難しい面があり、学校応援団やふるさ

て実施しているところでございます。

と先生を初め、企業や地域の方々の応援をいた

現在、市内にあるいずれの河川も、河川内に

だくことで、より充実したものになると考えて

は暖竹やヨシが繁茂しており、その処分に苦慮

おります。

しておりますが、今のところ基本的には、伐採

今後、どのように進めるのかということにつ

した草木を残土処分場に仮置きをして、鹿屋の

きましては、「ふるさと垂水を愛し、誇りにす

一般廃棄物処理業者で処分をしているところで

る子ども」の育成のために、体験的な活動の果

ございます。
また、周辺に影響を及ぼさない箇所であれば、

たす役割は大きいと考えております。このよう
な体験活動を積み重ねることは、将来、社会に

関係課と協議の上、河川内で焼却できるところ

出てから生きる力になるとともに、豊かな心を

は焼却処分したいと考えております。

育み、未来を切り開いていく原動力となると考

今後は、地域からの要望もございますが、河

えておりますので、教育委員会としましても、

川の状態を調査し、緊急度を勘案の上、実施し

10月以降に開始します土曜授業も有効に活用し

ていきたいと考えております。

ながら、地域の方々の御協力のもと、ますます

○生活環境課長（田之上康） 集落水道施設整

取り組みが充実するよう、指導してまいりたい

備に係る補助金申請書に同意書が添付されてい

と考えております。

るか、との御質問でございますが、同意書は添
付されておりません。

以上でございます。
○土木課長（宮迫章二） ６番目の、土木行政

○堀添國尚議員 ２回目ですが、今、生活環境

について、（１）市内各河川の河床の整備、暖

課長が言うたように、あんな短く言えば記憶に

竹の駆除の取り組みは、についてお答えいたし

残るんだけど、最初から最後まで長くて、何か
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説教されてるみたいで、あまりわからんですが

歳まで生存された方がいらっしゃったんですよ。

よ。だから、簡潔に、あまりいい答弁をしよう

その方が、その桜島のときの話をよくして、私

と思って、肩に力を入れないで、素直な気持ち

も聞いたりしておりました。本当にそのとおり

で答弁していただきたいと思います。

です。

２回目ですが、この牛根麓間の林道について

最初は逃げなかったって。だけど、大雨が降

は、先ほどから桜島のこともあるし、ここは避

りだして、山津波が来て、それからぼちぼち逃

難道路として、また利用ができるんですよ。だ

げ出したと。そして、日にちが経って、財産が

から、早目の完成を望むわけ。

ある人は帰ってきたと。財産のない人は、そこ

それで、私が県の係に聞いたところ、ちょっ

に住み着いたというようなこと。そして、松ヶ

と長くかかりそう、２年ぐらいと言うたけど、

崎小学校は牛根麓の自治公民館のところにあっ

だけど２年ぐらい言うても100メーター、50

たんです。あれが何の理由か知らないけど、松

メーターずつ掘ったつ、その２年ぐらいじゃあ

ヶ崎におって、麦わらの小学校だったんです。

済まんでしょうがったら、まあ、そうですねっ

そして、それが潰れたんです、灰の重みで。そ

て言うようなことで、明確にされなかったんで

して、そのときに記念樹を植えたのが、今、松

すけど、それはそれでいいんですが、５メート

ヶ崎小学校に１本残ってるソメイヨシノですね。

ルの道路が長い距離ができるんですね。今まで

枯れかかって、小域さんという、鹿児島にい

雨水は自然沈下しよったやつは、今度はアスフ

らっしゃる樹木医を頼んで、診察してもらった

ァルトになって、その面積の分だけ側溝に流れ

ら、木に聴診器を当てて、非常に自生が強いと。

てくるわけですよね。そうすると、あそこの雨

まだ大丈夫ですよというようなことで、あそこ

水は、宮崎小路側に全部集まってくるわけです。

を掘り返してバーッと堆肥を入れて、あれを、

宮崎小路側は国道から150メートルぐらいのと

じゃが芋何かを入れるこのあれがあるじゃない

ころで二手に分かれているけど、どちらにも流

ですか、プラスチックの。あれを逆さまにして、

れ込んでくるわけです。

子供たちが運動場を踏みつけないようにして、

そうすると、例えば50ミリぐらいの雨が降っ

保護して、今も勢いよくありますけどね。

た場合でも、その量は相当なものですよ。それ

だから、あのとき、あの方がおっしゃったこ

を落とし口から沢にしても、沢ちゅうてもそこ

とと、非常にその資料は正確に符合していると

の川までは引いていないわけですから、途中で

いうふうに思いました。

いろいろな土木のための決まりがあって、その

だから、あまり何かいかにも爆弾が落ちそう

決まりのところまでしてると思うんですよね。

な、そういう恐怖感だけじゃなくて、本当は昔

だから、そこのところを下場にして、またこの

の人ちゅうのは逃げなかったんだ、だから、山

地区の人たちはそのことについて危険性はあま

津波が起こり出してから逃げ出したということ

り感じていないけど、私はこのことは大きな危

と、そして、うちのおやじは松ヶ崎小学校にい

険性があると思っているの。だから、これを何

たんだけど、ばあさんがバラをかぶって頭に乗

回も、これを出すわけ。

せて迎えに来た。そして、今第７分団の車庫の

そして、先ほど桜島の森さんのこの質問の中

前に、あそこに橋がある、小さい、国道に橋が

に、総務課長がおっしゃった、昔の大正爆発の

かかってるんだけど、あそこは木の橋で、その

ときの資料があったということで、それを答弁

木の下に、橋の下に隠れておって、おやじが帰

されましたけどね。あの答弁と、私の隣に107

って来たとき、そこから連れて帰ったとかね。
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そういうことがあるから、非常に今の小学校

が出て、改善につながっていくものと思う。だ

が潰れたことや、そしてこの前、新聞に出てい

から、このことも、きついようだけど申し上げ

たのは50センチっちゅってたですね、灰が積も

たい。

るのが、私たちの地域で。そうすると、今、そ

たった１つ不思議なのは、なぜ徳洲会はその

の林道も今、埋没鳥居は１メーター以上積もっ

病院内にあるのか。絶対的なものじゃあないん

ていますよ。そういうことが起こり得るという

じゃないか。そこらあたりも含めて、改善に向

ことなんですね。

けて、あそこのそのスロープのこともだけど、

そうしたら、あそこに大雨が降って、あの林

年寄りの体の不自由な人達がよちよちしながら、

道に大雨が降って、灰が流れて来たときを想像

道路を横切って、見るも哀れなものですよ。改

すると、これはもうすごい大きな事故になると

善に向けて、ぜひあなたの力で頑張ってみてく

いうふうに、私は考えるんですよ。そこらあた

ださい。

りも計算した上で、そういう予知ということを

それと、この老人憩いの家の施設は、最初、

考えながら、そういうことを対処していただけ

できたときは問題なかったと思う。だから、そ

たらいいんだがな、こういう私が言うようなこ

のときのできた時点で、ずっと維持していかな

とを起こらなければ、幸いに越したことはない

けりゃあならないでしょう。私はあそこに行っ

んですけどね。

て入ってみました。だけど、あれじゃあ冬場は

そこらあたりも含めてその担当の方は、やは

入れない。風邪をひく。だから、そういうこと

り県のほうにも話をするなりして、十分に地域

も、やはり利用者の立場に立って、本当に福祉

の安全が確保されるように頑張ってくださいね。

というのは細かなところから始まると思うの、

２回目はいいです。いいですか、それで。よ

大きなことだけじゃなくて。それには皆さんの

ろしくお願いします。この落とし口のことも含

力を借りなけりゃあならない。頑張ってくださ

めて、そこへ濁流が流れ込むということになり

いね。
中央地区側溝の排水については、土木課の方

ますからね。
市立病院のこの改善についてですが、今、所

でそれなりに一生懸命やられているということ

長がおっしゃったとおり、わかっていることは

がわかりましたけども、これは私のほうにも中

わかっているんです。だけど、人間が便利な生

央地区から手紙が来たりしております。だから、

活をするのに、わざわざ法律をつくって、年寄

あまりにボランティアを頼るんじゃないよ。も

りが大事だとか何とか言いながら、そういう不

う、そんな世の中じゃない。やっぱり市が責任

便なものをつくって、それで、こういう法律が

を持って管理せにゃいけんし、年寄りだらけよ、

できたからそれでいいというやり方は、私は懸

思い蓋を持ち上げて。
だから、ネックになっているちゅうことは大

命じゃないと思うんですよね。
だから、今、後でちょっとおっしゃったけど、

きなこともあるんだけど、それはあまり市民は

法律が改正されるような動き等があって、それ

わかっていない。だから、灰取りは的確にやっ

を推進していくのは、私たちがこの小さい町だ

ていかんにゃあいかん、灰の除去。そこは前向

けど、今後の本会議でやっぱり声を上げないと、

きに答弁されたと思う。

それは大きなうねりとしてなっていかないと。

今後、そういうのは的確に、側溝のたまり具

私が１人でいくらと言ってもだめなんだけど、

合を見ながら、１台ぐらいは市長、バキューム

こういう議会あたりで、あちこちでこういう話

車を買ってもいいんじゃないですか。そう思う。

－139－

そうしてお金がない、お金がない、予算がない

全ての公民館の方々が集まられて。そのときに

って断るのは簡単だけど、市役所が、予算がな

そういう旨の大事さを説明されて、そんなにお

いという、そういう市民に不安感を与えたらい

金、いることでもないから、校区民にそういう

けないよ。お金は使うだけあるというふうに、

ことをお願いしたら、字の書く人も好きな人も

こういう理由でできないんだということを言わ

いるから、協力されると思う。やっぱり前向き

ないと。それ、あなた、私たちみたいな１つの

に取り組んでみてください。あとで、そのこと

人員として言える立場でありゃあ、今のように

についてはあなたの決意のほどを。（発言する

言えるけど、市民はそんなこと、言えないがね。

者あり）やるやらやる、やらんならやらん。
それは、ぜひお願いしますね。後で、あなた

言葉を見つけるのが大変ながね、あなた方が、
予算がありませんと言えば、もう市役所は銭が

のほうの決意のほどを、ここで。
そして、教育長には申しわけないですけど、

ねって言ったど。そういうことで市民を納得さ

素人の私が教育行政についてこんな大きな問題

せるのは、これはプロじゃない。
だから、降灰のことが市民は気になっている

を上げてすいませんでした。後で体験学習につ

から、路上の降灰の除去もだけど、側溝のはこ

いてすればよかったのになというふうに思いま

まめに。それはもう財政課長も分かってるよ。

した。ごめんなさい。

みんなの金なんだから。そういう、市民生活に

私は、やっぱり、思うんだけど、あまり勉強

影響があるようなものは、やっぱり関係課の課

を覚えてない。中学校のときの体育の先生が、

が、責任を持って一生懸命説得すりゃあ、私は

境の子供にこんなん、おっしゃったんですよ。

予算はつけていただけると思う。だから、努力

お前はタコ網があいやつっ、はいっつったら、

して頑張ってくださいね。

ええ、わいは今日は体操せんばえで、境からタ

記録集のこの取り組みについては、もう私も

コ網を回せって。体操の時間に、今であればあ

高校卒業してから55年。この前、ある方の通夜

の先生、首なのかもしれないけど、タコ網を引

に行ったら、同級生の生花が出てるの。帰って

っかけて、まこと楽しいでした。

来ておるもんじゃと思って話をしたら、もう僕

だから、お勉強だけじゃなくて、何か行儀の

はわからないの。一番友達やったのに。それぐ

いい子供だけじゃなくて、そういう野生的な、

らい記憶は薄れていくわけ、いろんな出来事と

そんなけな中国にも負くっですよ。ちいた学校

か。

も今、冷暖房つきで、給食があって上げ膳、据

だから、そういうことを何で公民館の地区単

え膳ですがね。

位では、持留さんが大きな質問はされたけど。

だから、やっぱりそういう野性的な、そうい

あれだけじゃなくて、地域のいろいろな生活様

うこともさせないといけないんじゃないかと私

式とか、そういうらのも校区民らに募集するな

は思うの。だから、小学校で言えば午前中はお

りして集めて、それを記録にとっておいて、そ

勉強、午後からはそういう体験学習と、それぐ

れを毎年ちゅうわけにはに行かないだろうけど、

らいのことをなぜできないのかな、松ヶ崎に産

そこらあたりはお任せすることにするとして、

まれたらあんな小さな学校に行かんにゃあなら

そういうのを社会教育課のほうで記録を保管し

ん。
だから、そういう中で各小学校、学校が競争

ておくということも、この語り部だけじゃなく

すれば、私は垂水の校区に住んでるけど、松ヶ

て必要じゃないかな。
だから、公民館の館長主事会があるでしょう。

崎小に今度、出そうとか、そういうふうに選択

－140－

もできる。それは大きな国の流れとか、流れで

いや、先生も、だけどこの前、木場商店に学

教育長もはい、そうですかとは言えないだろう

習に来られたんだけど、女の先生だったらしい

けど、じゃっどん１回ぐらいはそういうこと、

けどね。麦を知らなかったって。そういう人た

思いっきりやってみたら垂水は有名になるんで

ちが子供を教えるんですよね。だから、そこら

すよ。大事ですからね、このことは。

あたりも考えもんだけど。頑張るというような

だから、少しは取り組まれているちゅうこと
は知ってるの。だけど、それが正規の時間帯に

ことが、表情に表れておりますので。よろしく
お願いします。

みんなで話し合ったことで進まないと。そのこ

そして６番目の、土木行政について、この河

とは、したくないときはせんとかいうことじゃ

床の整備。ある程度やっていらっしゃいますよ

いけないから、そのあたりも研究してみて。学

ね。この暖竹ちゅうのはまことに始末の悪いも

校との関係もあるんでしょうけどね。

ので、投げておったらもうすぐ根づくんですよ

だから、そういうことをするには、私は思う

ね。だから、今、どっか鹿屋の産廃のほうに持

んだけど、夏休みも長い。40日もなくても、親

って行かれるちゅうことで、お金も要るけど。

もへとへとなるですよ。だから、お盆過ぎぐら

やっぱりあれは災害の原因にもつながると思う。

いまででいいですよ。そして、その時間で、も

だから、見苦しいから、いかにも垂水は山の

っと工夫せんにゃあいかん。これはもう国会議

中にあるような、やっぱりきれいにする所はき

員が言うべきことなので、私はここらあたりで

れいにせんな、いかんで。それはそういう主管

やめますけど。

課の肩にかかっているわけだから、こういうと

まあそういうことで、この体験学習ちゅうの

ころであまり言わなくてもいいと思うんですよ。

は非常に思い出の残ることだと思います。だか

だから、それには予算も必要だから、市長も

ら、そういうことで、これ、もうちょっと充実

聞いてるし、財政課長も聞いてるし、あとは主

してほしい。それで、私たちのあれは、私たち

管課の熱意だと私は思います。

のころ、夏休みの友ちゅうのがあったですよ。

積極的に、今後も進めるように頑張ってくだ

冬休みの友とか。ありゃあ、何か。ちょっとこ

さい。土木課長、いいですか。よろしくお願い

う、左じゃないかというようなことがあって、

します。
この７番目の補助金の出し方について。これ

そのことはだんだん、だんだんなくなったです

は今、牛根麓の簡易水道組合の幹部の村山さん

よね。
頑張って、先生、本当、そういう、松ヶ崎小

も座っておられますよ。やはり、いいことはい

学校ならプールもあるけど、プールも大事だが、

いことなんです。だけど、やはり市のほうとし

旧暦の暦を買えば何月何日、大潮とか小潮とか

ては、その承諾書はいらないということだと思

満月とかわかっていますから、あれで事業を計

いますが、しかし、組合はきちんと地権者の権

画して、１年に一、二回ぐらいはあの浜で網を

利を尊重して、そして話し合いのもとに、事業

張って、潮は流れるような潮じゃないけど、安

がうまくいくように私はすべきだと思う。

全のためにはそうしなきゃいかんですよ。だか

やっぱり地域が平和で安全でないといかんの

ら、水中眼鏡をかけて、ゴモンチンの捕まえた

ですよ。ごちゃごちゃしよっと。だから、優秀

り、ゴロビを取ったりして、そういう思い出が、

な市会議員ですから、またこのことを持ち帰っ

それから自然学習につながるんじゃないですか。

て、そのことは幹部の連中らと協議をして、ま

（発言する者あり）

た私に相談があるものと思っています。
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本日の日程は、以上で全部終了いたしました。

このことは、今まで私より先に10人の方が質

△日程報告

問されて、本当に実りのあるいい執行部との質
疑応答でした。それを、私が11番目にこういう、

○議長（池之上誠） 明10日から17日までは議

あまり面白くない話を出すということは、10人

事の都合により休会といたします。
次の本会議は９月18日午前10時から開きます。

の今まで御質問されて、一生懸命された方に対

△散

して、なんか心苦しいですよ。
だから、何か市役所はそれに関与しなくても
いいような決まりになってるらしいけど、しか

会

○議長（池之上誠） 本日はこれをもちまして
散会いたします。

し、市長の３大公約の１つに安心・安全なまち
づくりということもおっしゃっているわけでし
ょう。そうすると、私はそういうことも安心・
安全につながると思うの。
だから、しかも全然、市役所は関係しないも
のじゃない。我々の血税を執行することにもな
るんだから。だから、市役所もそこをちょこっ
と乗り越えて、そういう方向に行くように、関
係者に相談したり、指導したりすべきものだと
私は思っています。だから、そこらあたりも、
課長も大変だけど、頑張ってみてください。
あまり、最後にふさわしくない質問だったで
すけど。まあ、３回目は、課長のその取り組み
に対する決意を聞いて、終わりにします。
○社会教育課長（森山博之） 唯一、改めて質
問をいただきました。答弁には、やはり表情も
大事だなというふうに教えをいただきましたの
で、表情を見ていただきながら御答弁を聞いて
いただければと思います。
議員御指摘のとおり、公民館連絡協議会がご
ざいます。今、議員の御指摘のありました趣旨、
目的を皆さん方、公民館館長並びに主事には十
分、説明をし、理解を求め、この取り組みがな
されますよう、社会教育課としましても支援を
して行きたいというふうに強く感じております。
以上でございます。
○堀添國尚議員 お願いします。
これで終わります。ありがとうございました。
○議長（池之上誠） 以上で、一般質問を終わ
ります。
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書

記

橘

圭一郎

書

記

瀬 脇 恵 寿

特別委員会において８月28日に第１回目となる

平成27年９月18日午前10時開議

委員会を開き、取り組み状況等を審査いたしま
したので、その結果を報告いたします。
△開

最初に、国による地方創生の方針に基づき、

議

○議長（池之上誠） 定刻、定足数に達してお

今年度中の策定に取り組んでおります垂水市人

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

口ビジョン及び垂水市まち・ひと・しごとと創

議を開きます。

生総合戦略について予定されているパブリック

去る９月10日から11日にかけて、台風18号か
ら変わった低気圧に雨雲が帯状に伸びた線上降

コメント前の素案に基づき、担当課の企画政策
課から説明と報告を受けました。

水帯の影響により、関東・東北地方を襲った豪

企画政策課からは２つの素案を作り上げるた

雨災害が発生しました。宮城・栃木・茨城の３

め、現在、企画政策を中心とした全庁体制で鋭

県において、尊い７名の方が犠牲となられた災

意取り組まれていること。あわせてこれまで４

害の要因は、全て局地的大雨によるものです。

回の外部審議会と５回の庁内本部会議が開かれ、

このたびの豪雨災害の報に接する時に、本市で

協議が重ねられていること等が報告されました。

も過去、多数の人命が失われておりますことか

また、今回のスケジュールとしてパブリック

ら、地球温暖化等と相まって変遷する気象状況

コメントを実施し、本素案に対し広く市民から

に日々葛藤し、状況の変化に順応した体制や対

の意見を伺い、庁内においてもさらに検討を進

策が必要であると改めて痛感したところであり

め、本年10月中旬には最終原案をまとめる予定

ます。

であることが説明されました。
質疑では、活発な議論が行われましたが、次

今回、お亡くなりになられた方々の御冥福を
心よりお祈り申し上げますとともに、被災され

のとおり報告いたします。

た方々に対してお見舞い申し上げ、１日も早い

最初に、市民の声をさらに集めるべき委員か

復旧・復興を御祈念申し上げたいと思います。

らの意見に対し、外部有識者による審査会にお

それでは、これより議事に入ります。

ける複数回の協議を行ったほか、パブリックコ

本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

メントの手続が予定されていること、さらに市
内各金融機関や、母親たちとの意見交換と時間

おりであります。

的な制約の中で、さまざまな意見徴収に取り組

△諸般の報告
○議長（池之上誠） 日程第１、諸般の報告を

んでいることでした。
次に、総合戦略の素案についてですが、本素

行います。
地方創生等特別委員長から特別委員会の審査

案では４つの基本目標を掲げられ、また基本目

報告の申し出がありましたので、これを許可い

標ごとに数値目標も設定されています。さらに、

たします。

基本目標を達成するために講ずべき施策に関す

［地方創生等特別委員長北方貞明議員登壇］

る基本的な方向も示された形となっております。
質疑の中で、基本目標の考え方については、

○地方創生等特別委員長（北方貞明） 皆さん、

今後、本市において有利な施策転換となること

おはようございます。
それでは、報告いたします。

を見据え、基本的には国の方向性に沿った考え

去る、５月22日の平成27年度第２回定例会初

方に本市の実情を組み入れて設定したものであ

日の本会議において設置されました地方創生等

ることが説明されました。
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～議案第67号一括上程

さらに、通知目標については、関係各課と丁
寧な協議を重ねたものであり、この戦略に基づ

○議長（池之上誠） 日程第２、議案第53号か

く各施策の効果を確認し、改善につなげていく

ら日程第６、議案第57号まで、及び日程第７、

ために設定しているとの旨の説明がありました。

議案第60号から日程第14、議案第67号までの議

本戦略の素案は、国が示している方向性に沿

案13件を一括議題といたします。

って策定された地方戦略の垂水市版であり、当

件名の朗読を省略いたします。

然、今後本市の実情、現状に合った形での具体

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

的な政策が形成され、本市の特徴と捉えた施策

議案第53号 垂水市職員退職手当支給条例の一
部を改正する条例 案

につなげようとするものであると説明がありま

議案第54号 垂水市個人情報保護条例の一部を

した。

改正する条例 案

一方、人口ビジョン素案の中では、本市人口
の現状を分析するとともに、本市人口の将来展

議案第55号 垂水市情報公開・個人情報保護審
査会条例の一部を改正する条例 案

望が具体的な数値として示されております。こ
れは、国全体の将来人口動体予測を踏まえ、さ

議案第56号 垂水市手数料条例の一部を改正す
る条例 案

まざまな観点から独自に分析、作成したものを
含め、全部で６種類の本市の人口推移の中から

議案第57号 大野原辺地に係る総合整備計画の
変更について

一つのパターンを選択して設定しようとするも
ので、本素案での本市推計人口の長期的目標と

議案第60号

（第６号） 案

して、平成72年、2060年の本市の人口を１万
2,000人程度と見込んで設定されております。

平成27年度垂水市一般会計補正

議案第61号 平成27年度垂水市国民健康保険特
別会計補正予算（第１号） 案

この考えについての質疑があり、設定した目
標に向かってさまざまな政策を打ち、本市とし

議案第62号 平成27年度垂水市後期高齢者医療

てよい形での存続が考えられる数値として、目

特別会計補正予算（第１号） 案

指すべき将来人口の目標設定を行ったこと、ま

議案第63号 平成27年度垂水市介護保険特別会
計補正予算（第１号） 案

た、このような目標を設定することで理想的な
ものだけでなく、行政として各課連携のもと、

議案第64号 平成27年度垂水市老人保健施設特
別会計補正予算（第１号） 案

積極的に取り組んで行くための現実性を加味し

議案第65号 平成27年度垂水市漁業集落排水処

た設定があるとの説明がありました。
先ほども申しましたが、今回の特別委員会で

理施設特別会計補正予算（第１号） 案

審査しました素案については、パブリックコメ

議案第66号 平成27年度垂水市簡易水道事業特
別会計補正予算（第１号） 案

ントを実施したのちに、市民の皆さんの意見を
反映した原案を策定する予定となっております。

議案第67号 平成27年度垂水市水道事業会計補
正予算（第１号） 案

その際には、改めて本委員会を開き、審査を進

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

めてまいりたいと考えております。

○議長（池之上誠） ここで、各常任委員長の

以上で報告を終わります。
○議長（池之上誠） 以上で諸般の報告を終わ

審査報告を求めます。
最初に、産業厚生委員長川越信男議員。

ります。
△議案第53号～議案第57号、議案第60号
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［産業厚生委員長川越信男議員登壇］

○産業厚生委員長（川越信男） おはようござ

条例の一部を改正する条例案につきましては、

います。

原案のとおり可決されました。

９月10日より台風18号から変わった低気圧に

次に、議案第54号垂水市個人情報保護条例の

よりもたらせた記録的豪雨が、関東・東北地方

一部を改正する条例案につきましては、いわゆ

を襲い、鬼怒川の堤防が決壊した茨城県常総市

るマイナンバー法に基づく、国のマイナンバー

を初めとして、何よりもかえがたい7人もの尊

制度導入に伴い、利用する市民が受けるメリッ

い命が犠牲になりました。ここに亡くなられた

トや今後の情報セキュリティー対策部分に対し

方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被

て異議があったため挙手による採決を行い、算

災された方々にお見舞い申し上げ、一日も早く

数多数で原案のとおり可決することに決しまし

復興を御祈念申し上げたいと存じます。

た。
次に、議案第55号垂水市情報公開・個人情報

さて、去る8月28日の本会議において、産業
厚生常任委員会付託となりました案件について、

保護審査会条例の一部を改正する条例案につき

９月11日に委員会を開き審査いたしましたので、

ましては、原案のとおり可決されました。
次に、議案第56号垂水市手数料条例の一部を

その結果を報告いたします。
最初に、議案第60号平成27年度垂水市一般会

改正する条例案につきましては、議案第54号の

計補正（第６号）案中の所管費目については、

ときと同様に、マイナンバー制度導入に関連す

原案のとおり可決されました。

る異議があったため挙手による採決を行い、賛

次に、議案第63号平成27年度垂水市介護保険
特別会計補正予算（第１号）案、議案第64号平

成多数で原案のとおり可決することに決しまし
た。

成27年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算

次に、議案第57号大野原辺地に係る総合整備

（第１号）案、議案第65号平成27年度垂水市漁

計画の変更につきましては、原案のとおり可決

業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１

されました。

号）案、議案第66号平成27年度垂水市簡易水道

次に、議案第60号平成27年垂水市一般会計補

事業特別会計補正予算（第１号）案及び議案第

正予算（第６号）案につきましては、先ほども

67号平成27年度垂水市水道事業会計補正予算

報告いたしましたマイナンバー制度導入に伴う

（第１号）案については、いずれも原案のとお

関連予算に関する異議があったため挙手による

り可決されました。

採決を行い、賛成多数で原案のとおり可決する
ことに決しました。

以上で報告を終わります。

次に、議案第61号平成27年度垂水市国民健康

○議長（池之上誠） 次に、総務文教委員長堀

保険特別会計補正予算（第１号）案及び議案第

内貴志議員。

62号平成27年度垂水市後期高齢者医療特別会計

［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］
○総務文教委員長（堀内貴志） おはようござ

補正予算（第１号）案につきましては、いずれ

います。

も原案のとおり可決されました。
以上で報告を終わります。

去る８月28日の本会議において総務文教常任
委員会付託となりました案件について、９月14

○議長（池之上誠） これから質疑を行います。
質疑はありませんか。

日に委員会を開き審査いたしましたので、その

［「なし」と呼ぶ者あり］

結果を報告いたします。
最初に、議案第53号垂水市職員退職手当支給

○議長（池之上誠） 質疑なしと認めます。
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これで質疑を終わります。

しています。これらを具体化するための今回の

これから討論を行います。

議案54号、56号、そして予算に係っての一般会

討論の通告がありますので、発言を許可いた

計予算、計上されてるシステム関係がありまし
た。

します。

番号の利用範囲を金融、医療に拡大する改定

［持留良一議員登壇］

法を国会で成立されたのに続き10月５日から番

○持留良一議員 おはようございます。
まず、冒頭に今度の災害、いわゆる関東・東
北豪雨災害について亡くなられた方々には、心

号を国民に知らせる通知カードの郵送も開始さ
れます。

から哀悼の意をあらわすとともに、また被害に

しかし、多くの国民は制度を詳しく知らず、

遭われた方々には、心からお見舞い申し上げま

むしろ情報漏れへの不安を広げています。地方

す。そして、一刻も早く復旧できるように私た

自治体や企業の対策も十分とは言えず遅れてい

ちも何らかの形で支援ができるように頑張って

ます。こんな状態で厳重な法案が必要な番号の

いきたいと思います。

通知を始めることは、個人情報を危険にさらし

また、昨日、国会では参議院で戦争法案に対

ていきます。実施に突き進むのは無謀ではない

する強行採決が行われました。改めて私も遺憾

でしょうか。マイナンバーは国が管理し、税や

の意をあらわしたいと思います。憲法違反が明

社会保障、手続等使用する仕組みです。現在は、

瞭で民主主義と主権者の声を無視する私は政治

年金や税金、住民票など個人情報は公的な機関

に未来はないというふうに考えます。

ごとにそれぞれ管理されていますが、マイナン

さて、討論に移って行きたいと思います。

バーが各情報一本に結びつけることが可能にな

私は、議案第54号個人情報保護条例の一部を

ります。

改正する条例案、56号垂水市手数料の一部を改

行政からすれば、国民の所得、社会保障給付

正する条例案、そして60号平成27年度垂水市一

の状況を効率よく把握できる反面、分散してい

般会計補正予算について、マイナンバーに関す

た個人情報の収集を容易にするマイナンバーが

る案件があることから、反対の討論を行いたい

一たび外部の漏れ出せば悪用され、個人のプラ

と思います。

イバシーが侵害され、危険は飛躍的に大きくな

一般会計については、本来であれば修正案等

ります。

を出してお諮りして、その分についての問題点

10月からの番号通知後、来年１月から税金事

を定義して皆さんにお諮りしたかったんですけ

務、雇用保険などの事務で使用する計画です。

ども、残念ながら今回もこういう形で一般会計

顔写真入りの個人番号カードを希望者に発行し、

に対しての反対討論をせざるを得ませんでした。

身分証明書として使える便利さを売り込みます

今後、引き続きまたこのことについては、議員

が、他人に見せてはならないマイナンバーを持

の皆さんともさまざま議論して、そういう形で

ち歩くことは、個人情報の保護にとってマイナ

提案できるように努力をして行きたいというふ

スだという指摘もあります。
改定法は健診情報や銀行口座などマイナン

うに思います。
さて、マイナンバーの問題ですけども、日本

バーを結びつけるなどの民間分野へ拡大するこ

に住む人に一人残らず番号を割り振り、国が情

とが盛り込まれました。範囲を広げるほど情報

報管理するマイナンバー、いわゆる社会保障税

漏えいリスクは高まります。年金機構からの情

番号制度の本格的な運用を向けて準備が加速を

報流出は政府が個人情報をきちんと保護・管理
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できるのかという国民の疑念を深めました。年

す。
よって、議案第54号、56号には反対をいたし

金機構以外の公的機関などの万全な対策はとら
れているという状況でないという指摘もされて

ます。
以上で私の討論を終わります。

います。また、自治体によっては、情報保全装
置が不十分であることも政府の調査で明らかに

○議長（池之上誠） 以上で通告による討論は

なっています。これではマイナンバー運用まで

終わりました。
ほかに討論はありませんか。

に間に合う保証はありません。マイナンバー情

［「なし」と呼ぶ者あり］

報が流出した場合、被害の大きさと深刻さはは

○議長（池之上誠） 討論なしと認めます。

かり知れません。

これで討論を終わります。

また、中小企業は業務の煩雑さや失費の重さ

お諮りいたします。

などが大きな課題にもなっています。
マイナンバー導入によって各種行政手続等の

御異議がありますので、議案第54号及び議案

手間が省けて便利になると説明がされています

第56号並びに議案第60号を除き、各議案を各常

が、市民はまず番号の管理という大きな手間を

任委員長の報告のとおり決することに御異議あ

強いられます。利便性は専ら行政サイドであり、

りませんか。
［「異議なし」と呼ぶ者あり］

納税者等に特段のメリットはないものと考えま

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。

す。
さらに、業務効率化が上ると強調されていま

よって、議案第54号及び議案第56号並びに議

すが、政府は今日まで費用対効果を明らかにす

案第60号を除き、各議案は各常任委員長の報告

ることはできていません。さらに、通知カード

のとおり決定いたしました。
次に、議案第54号は、起立により採決いたし

の利用拡大が進めば、不正利用や情報漏えいに
危険が高まることはさけられません。盗難、紛

ます。

失による被害、発行時点での成りすまし、企業

委員長の報告は、可決であります。

登載に伴い適正な情報管理がされないと、情報

委員長の報告のとおり決することに賛成の方

流出の危険を完全に否定することはできません。

は、起立願います。
［賛成者起立］

また、カード普及推進のため自治体の財政負
担も予想されます。住基カードでは、普及が伸

○議長（池之上誠） 起立多数です。
よって、議案第54号は、委員長の報告のとお

びなかったため自治体が多額の財政支出をして
発行率を引き上げた自治体もあったようです。

り決定いたしました。
次に、議案第56号は、起立により採決いたし

国民の支持や理解が広がらない制度を急ぐ必要
はなく、延期しても国民なんだ、不利益が生ま

ます。

れるものではありません。莫大な費用や手間を

委員長の報告は、可決であります。

かけて、わざわざマイナンバーを導入するより

委員長の報告のとおり決することに賛成の方

も、現在使っているシステムを活用しながら税

は、起立願います。
［賛成者起立］

と社会保障の分野での業務の効率化、適作を図
り住民の利便性を高めるために知恵と労力を使

○議長（池之上誠） 起立多数です。
よって、議案第56号は、委員長の報告のとお

うべきです。マイナンバーは実施中心の決断を
することこそが必要だというふうに私は考えま

り決定いたしました。
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次に、議案第60号は、起立により採決いたし

閉会中の継続審査とすることにしたいと思いま
す。

ます。

これに御異議ありませんか。

委員長の報告は、可決であります。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

委員長の報告のとおり決することに賛成の方

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。

は、起立願います。

よって、各決算については、６人の委員をも

［賛成者起立］

って構成する決算特別委員会を設置し、これに

○議長（池之上誠） 起立多数です。
よって、議案第60号は、委員長の報告のとお

付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定
いたしました。

り決定いたしました。

お諮りいたします。

△議案第69号～議案第77号一括上程
○議長（池之上誠） 日程第15、議案第69号か

ただいま設置されました決算特別委員会委員

ら日程第23、議案第77号までの議案９件を一括

の選任については、委員会条例第８条第１項の

議題といたします。

規定により、村山芳秀議員、梅木勇議員、堀内
貴志議員、北方貞明議員、川菷達志議員、篠原

件名の朗読を省略いたします。

炳則議員、以上６人を指名したいと思います。

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

これに御異議ありませんか。

議案第69号 平成26年度垂水市一般会計歳入歳

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

出決算認定について
議案第70号 平成26年度垂水市国民健康保険特

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました６人を決

別会計歳入歳出決算認定について
議案第71号 平成26年度垂水市交通災害共済特

算特別委員会委員に選任することに決定いたし
ました。

別会計歳入歳出決算認定について

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

議案第72号 平成26年度垂水市地方卸売市場特

これで、本定例会に付議されました案件は、

別会計歳入歳出決算認定について
議案第73号 平成26年度垂水市老人保健施設特

全部議了いたしました。

別会計歳入歳出決算認定について

お諮りいたします。
閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

議案第74号 平成26年度垂水市漁業集落排水処
理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。
［「異議なし」と呼ぶ者あり］

て
議案第75号 平成26年度垂水市介護保険特別会

○議長（池之上誠） 異議なしと認めます。
よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

計歳入歳出決算認定について
議案第76号 平成26年度垂水市簡易水道事業特

委員会の所管事項調査を行うことに決定いたし
ました。

別会計歳入歳出決算認定について

△閉

議案第77号 平成26年度垂水市後期高齢者医療

会

○議長（池之上誠） これをもちまして、平成

特別会計歳入歳出決算認定について

27年第３回垂水市議会定例会を閉会いたします。

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

午前10時28分閉会

○議長（池之上誠） お諮りいたします。
各決算については、６人の委員をもって構成
する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、
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