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予想されます。

平成20年３月６日（木曜日）
開

議

議長（庵

また10年後には全集落の約半数の

午前10時00分

40集落が限界集落になることが予想

重人議員）

ただいまから本日の会議を開きま
す。

されます。特に、今後老齢化が急速
に予想される地区は大川地区、西目

本日の日程につきましては、お手

地区、田代地区を含む鶴川内地区で

元に配布してあります日程表のとお

ありますが、市長としてこの地区等

り作成いたしましたので、御了承願

の集落再編成対策と合わせて、平成

います。

17年６月議会においてお願いしまし

◎一般質問

た循環バスの運行等について、その

議長（庵

後検討されたことがあるのか、お伺

重人議員）

日程第１、一般質問を行います。

次に、県道脇本赤瀬川線、牟田地

順次質問を許します。
初めに、３番鳥飼光明議員の質問

区の道路整備についてお伺いをいた
します。

を許します。
◎一般質問（３番

いをいたします。

鳥飼光明議員）

この路線の危険箇所、４箇所の改

登壇

良について平成15年12月議会におい

鳥飼光明議員
おはようございます。

てお願いしたところでありますけれ

先に通告しました３問についてお

ども、約４年を経過した今日、全く
手つかずの状態でありますが、市長

伺いをいたします。
まず第１問目、集落再編成と循環

として今日までに県に対しどのよう

バスの運行についてお伺いをいたし

な要望活動をされたのか。また県と

ます。

して今後局部改良計画があるのかお

阿久根市においては 少子高齢化
が特に進み、平成17年11月現在、65
歳以上の高齢化率が34.3％で県下第

伺いをいたします。
次に、国土調査及び地籍図等の発
行についてお伺いをいたします。

12位と発表されております。私の調

国土調査については境界の誤差が

査によりますと、国が発表している

多く生じて、市民の中には裁判闘争

50％以上の限界集落は本市において

まで起きて、大変不安を感じておら

は現在13集落で、５年後には私の単

れる方が多くおられるようでありま

純計算で試算しますと、高齢化率が

す。その境界測量の基本となる大事

35から36％で28集落に増えることが

な座標を記した石を埋めてあります
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が、これを探すのに大変苦労されて

ため、住民基本台帳人口の数値によ

おりますが、市としてどのように管

りお答えさせていただきます。

理されておるのか。また登記等に必

御 指 摘 の と お り、 現 在 当 市 の 高

要な地籍図等の発行について、現在

齢化率50％以上の集落は13集落であ

周囲等の土地所有者の氏名が掲載さ

り、５年後には20集落以上が50％を

れておらないために大変苦労されて

超えるものと推測されております。

おります。市長は全体的に地権者の

また高齢化率上位、10集落の地区

氏名を掲載されるお考えはないか、

は大川の４集落、鶴川内の３集落、

お伺いをいたします。

西目、山下、脇本の各１集落となっ

以上で第１回目の質問を終わりま
すが、私はいつも申し上げておりま

ており、山間部に位置してる集落の
高齢化率が上昇しております。

すように、市民本位の姿勢を目指し

ただし、これはあくまでも高齢化

ております。私にはともかく市民に

率での話でありまして、 高齢化率

わかりやすく明快な答弁をお願いい

50％以上イコール限界集落というこ

たします。

降壇

とにはならないものと考えておりま

登壇

す。限界集落とは資源管理機能、こ

おはようございます。きょうから

れは水田や山林などの地域資源の維

あすにかけて一般質問でございまし

持保全に係る集落機能、 生産補完

て、どうぞお手やわらかによろしく

機能、これは農林水産業等の生産に

お願いを申し上げたいと思います。

際しての草刈りとか道の普請などの

まず最初に、３番鳥飼議員にお答

相互扶助機能でございます。それか

えをさせていただきますが、まず初

ら、生活扶助機能、これは冠婚葬祭

めに先日、新聞報道で発表されまし

など日常生活における相互扶助機

た本市の高齢化率34.3％であります

能、これらの機能が限界に達してい

が、 これは県において国勢調査人

る集落を限界集落というふうに解釈

口、平成17年度調査を基本とした推

しているところでございます。

斉藤市長

計人口からの数値でありまして、住

今年１月、全集落を対象に集落機

民基本台帳人口を基本とした高齢化

能の維持が困難なものについて調査

率は33.3％とちょうど１％開きがご

したところ、結果は調査40項目中、

ざいます。

１項目でも該当があると回答した集

本市では、高齢化率の推計等には

落は79集落中26集落ありました。ま

住民基本台帳人口を基本としている

た、 平 成16年 度 の 各 区 長 へ の ア ン
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ケートではありますが、区の統合は

町が民間バス事業者に委託し、多額

必要であるが難しいと回答した集落

の補助金を出して運行をしておりま

が31集落でございます。区の統合分

す。

割は必要ないと回答した集落が33集

本市においてはこれにかわる過疎

落であり、行政指導による集落の再

バスを、平成９年度から三笠支所・

編は難しいものと考えております。

八郷間を週２回運行しいるところで

現在これらの調査やアンケートの

あり、年間約100万円の事業費で市

結果を踏まえ、集落の方々と十分に

から約80万円の補助金を受けて運行

話し合いながら定住・雇用の政策を

をしております。この過疎バス運行

含めた地域の活性化策を検討してい

の拡大や増便を考えますと、運行業

きたいと考えております。

者による新たな車両の購入費、人件

また、循環バスの運行について検

費等、また運行距離が長くなるとそ

討したかという御質問であります

れだけ費用負担が多くなります。こ

が、前回もお答えいたしましたとお

れからの高齢化社会における交通対

り、確かに言われるとおり、市内で

策は非常に重要な課題であります。

運行されているバスについても運行

今後現在の民間バス事業者や過疎バ

回数が少なく、また交通空白地もあ

ス運行事業はもっと効率的に運行で

ることから、今日の高齢化社会を考

きないか、また財政的負担をどこま

えるときに、現在の路線バスでは公

で抑えることができるのか、 関係

共機関や病院利用に際して、交通に

者の話をお聞きし、少しでも住民の

不便を来しているのは理解している

方々の利便性が確保できるよう努力

ところでございます。

してまいりますので、御理解くださ

御存じのとおり阿久根市の地形は

いますようお願い申し上げます。

大川から八郷まで縦に長く路線延長

次に県道脇本赤瀬川線、牟田地区

も相当あることから、全市民に公平

の道路整備についてでありますが、

に供給できるような循環バス等は多

この県道は脇本、槝之浦西公民館北

額の費用負担が必要となり、現在の

側の国道389号から国道３号の赤瀬

財政状況から考えますと非常に厳し

川までの延長8,336メートルで、現

いと言わえざるを得ません。県下の

在改良率は74.3％であります。これ

状況を見ますと11市10町がコミュニ

までの改良整備の主な箇所は、脇本

ティーバスを運行しており、また近

校区の槝之浦東の塘町付近の交差点

隣の状況としましては出水市と長島

改良工事が平成15年度完了し、また
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折口校区においては通称蛇渕から赤

いと存じます。

瀬川根比付近までの515メートル区

次に、国土調査及び地籍図等の発

間を平成16年度で完了しているとこ

行について、まず地籍図根点の管理

ろでございます。

ついてのお尋ねでありますが、地籍

しかし牟田地区については幅員が

図根点は境界復元等の測量に大変重

狭く、カーブで見通しが悪いにもか

要であることは認識しております。

かわらず、整備が遅れているのは承

現在工事等により紛失または土砂埋

知しているところでございます。こ

没により見つけにくい図根点があ

の地区は平成16年度に県の中長期整

ることは御指摘のとおりでございま

備事業の対象事業として確認されて

す。この図根点につきましては、昭

おり、平成16年度から19年度まで整

和45年度から平成12年度までの33年

備を早急に実施してもらうよう、県

間で約６万カ所に設置されておりま

北薩地域振興局建設部出水支所とも

す。そのため公共工事や民間工事等

協議をいたしているところでござい

で紛失したり破損したりすることが

ます。また平成18年度は出水地区土

ないよう、年度当初に各事業所等に

木協会で、19年度は出水地区社会資

図根点保護と工事に伴う事前協議の

本基盤整備に関する要望書でも県道

ための文書を発送しており、また市

脇本赤瀬川線の改良で牟田地区の未

民の方々に対しましては、市の広報

改良区間の整備趣旨を明記し、県の

紙等で注意をお願いしているところ

土木部長へ要望いたしているところ

であります。

でございます。しかし御存じのよう

次に、地籍図の交付に当たり、当

に県の財政事情も厳しく、現在市内

該地周辺の地権者の氏名を記載され

の下東郷阿久根線山下地区、脇本荘

る考えはないかというお尋ねであ

線の桐野地区、阿久根東郷線上野地

りましたが、現在交付しております

区の３路線の整備に相当の予算を投

地籍図では必要に応じ、周辺土地所

入して実施していただいているとこ

有者等の情報も表示することにして

ろであります。したがいまして、同

おります。ただし個人情報保護の観

地区の早期整備は難しいと考えてお

点から、交付を受けられた地籍図に

りますが、市としましては引き続き

あるすべての土地について、その所

県に積極的に要望活動を続けてまい

有者名を表示することについては差

りたいと思っておりますので、御理

し控えているところであります。今

解くださいますようお願いいたした

後においても現在の取り扱いを堅持
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していくこととしております。なお

そうしますと先ほど市長がいいまし

参考までに申し上げますと、法務局

たように、山林が荒廃し田畑も荒廃

が交付しております公図につきまし

いたします。そうしますといろいろ

ては、地番のみの表示となっている

影響は出てくるのは私の言うところ

ようでございます。以上でございま

ではありませんけれども、そういう

す。どうかひとつよろしくお願いを

状況が現実にあらわれております。

申し上げたいと存じます。

降壇

福祉の問題というのはただ医療と
か、そういう福祉の問題だけではな

鳥飼光明議員
今、市長からるる説明がありまし

くて、先ほど市長が言われましたよ

たけれども、まず第１問目の問題で

うに、こういう道路交通の問題、こ

すけれども、まず集落再編成、これ

ういうのは非常に大事なことだと私

については、今限界集落が国会でも

は思っております。そういうことか

取り上げられ全国的になっておるわ

らして、今こういう問題の限界集落

けですが、いろいろ調査をしますと

については、まず南さつま市におい

ですね、この集落再編成と合わせた

ては対策協議会をもう既に立ち上げ

循環バスは切っても切れない問題だ

て２、３回会議を開いて非常にやっ

と思っております。なぜならば、今

ておられます。阿久根市においては

私は地方をよく回るんですが、回り

そういう協議会はまだ設立されてい

ますと、買い物にも行けない、病院

ないのか、まず第１点ですが、どう

にも行けないと、こういう人たちが

いう方向で今後の限界集落について

隣近所の人に乗せてもらうとどうし

の議論をされていくのか。また対策

てもお礼をしなければならないと。

としては今後されると思いますけれ

一回、二回はいいけれども、しょっ

ども、どういう方向づけをされるの

ちゅうはこういうのはなかなか難し

かをお伺いをいたします。

いと。 そしてまたタクシーをお 願

それから循環バスの件であります

いしますと、往復ですから3,000円

けれども、 先ほど申しましたよう

から4,000円かかると、医療費は２、

に、私も17年６月議会にお願いをし

300円で終わると、今の年金ではと

てからいろいろ試算をして、また今

てもできないとこういうことからし

回もあらゆる路線を自分の車で回っ

て、どうしても生活ができないので

ております。そうしますと距離的に

仕方なく子供のところに行くと、こ

は出水より近いようであります。出

ういう状況が多いようであります。

水もですね、 ただ中学校のスクー
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ルバスはおいていかないで、 特に

るわけで、それと同時にですね、今

上場なんかはですね、６時48分にま

医療機関を見てみますと、一月に大

ず出発をしております。こうして学

体医療費がですね、一月に8,700件

校に間に合うようにですね、そうい

数で、日数にして２万709日ですね、

う運行体制もとっております。 出

一人当たり大体2.4日医療機関に行

水なんかは10路線つくって大体１日

かれております。ただし市街地を除

５回運行しておりますけれども、そ

きますと、大体一月に２回程度病院

れでも当初は出水市だけが1,500万

に行っていると、こういう数字が出

円ぐらい、それから１市２町が合併

ておるようでありますけれども、こ

してから、約3,100万現在しており

れは社会保険関係は引いております

ますけれども、 阿久根市において

ので、国保関係ですが、そうします

もですね、今現在、新年度の予算を

とですね、こういう問題についても

見ますと、中学校費の委託料で349

仮に月に２回であっても、4、5,000

万9,000円、 過疎バス運行業務で90

円かかるのが１万円近くかかると。

万円、合わせますと440万円をこう

年 金 を4、50万 も ら う 人 が で す ね、

いうのに計画されておるようであり

こういう医療費に使う大変な問題で

ます。そうしますと私が試算しまし

ありますので、全体的にそういうの

た、1,000万円程度の問題はあと600

を勘案しながら、こういう循環バス

万ぐらい加えればこういう事業がで

の運行についても私は運行すべきだ

きるんじゃないかと、私の試算です

とこういうふうに思っております。

けれども。そうしますと中学校専用

他の市町村がどうあれ、 それは問

バスを走らす、過疎バスもこれに一

題なくですね、自分の市は自分の特

貫して走らせますと安くつくんじゃ

色ある循環バスを走らせたらどうか

ないかなと。今年職員にしても27名

と、私も尻無からずっと回り、そし

退職ということでありますけれど

てまた弓木野をずっと回り、田代を

も、約600万円というのは一人の職

回り、脇本をずっと回ってみました

員を、活用によってはこの方向に向

けれども、４路線か５路線あれば十

け、簡単にはいきませんけれども、

分だと。そうしますと、しっかりし

こういう単純計算でですね、一人の

た運行はできるんじゃないかという

職員がみんなで補うことによって、

ことで、私もずっと回ってみました

この循環バスが走らせるんじゃない

ので、市長のもう一回、今質問しま

かと、こういうふうに私は思ってお

した問題について所見をお願いいた
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ればならないということがあります

します。

し、それから389号から国道３号線、

斉藤市長
３番鳥飼議員にお答えさせていた

それから今、山下、尾崎、弓木野に

だきますが、今うちの企画調整課の

バスが走っておりますし、それから

方でですね、限界集落対策について

鶴川内から田代に南国バスが走って

は、今基礎的なですね、現状をしっ

いるわけですが、そういう既存ので

かりと把握するためにそういう集落

すね、公共的バスとどのように整合

に入りまして調査を始めておりまし

性を持たせてですね、やっていくか

てですね、そういう調査結果を待ち

ということも十分考えていかなけれ

ながら、対策をどう打っていくかと

ばいけないというぐあいに思って

いうことでございます。

おりますので、それらをですね、総

特に今、他の市町村がやっている

合的に勘案してこれはある程度です

ああいうバスでの巡回というような

ね、導入をしていく方向で積極的に

形はですね、 阿久根はなかなかと

検討を加えなければいけないという

りにくい状況がございます。それは

ことで今基礎的な調査を行ってると

もう議会で何回も申し上げておりま

ころでございます。その調査につい

すように、上ったらおりてこなきゃ

てはですね、企画課長の方から答え

いけない、上ったらおりてこなきゃ

させますのでよろしくお願いしたい

いけないという地形でございますか

と思います。以上でございます。

ら、 バスを巡回させるということ

上野企画調整課長

はですね、 非常に難しいというこ
とがあります。そうすると阿久根に

鳥飼議員に補足してお答えをさせ
ていただきます。

とってはどういう運行の仕方があっ

まず南さつま市の事例につきまし

て、先ほど鳥飼議員がおっしゃるよ

て御指摘がございましたけれども、

うに、５カ所あるいは10カ所、そう

御承知のとおり昨年暮れに南さつま

いうですね、どういう形でその地域

市が集落再編整備基本方針というよ

をこう巡回させていけばですね、横

うな形で公表されまして、限界集落

と横とでは山で渡れなくても、その

に対するその対策等について指針を

地域はどうなふうに巡回をさせれば

示されたところでございまして、御

ですね、いいのか。そうすると何路

指摘のとおり、各集落の自治会の代

線ぐらいあれば全部をカバーできる

表者などで結成をされております協

のかですね、その辺を十分やらなけ

議会の設置もなされたところでござ
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います。私ども阿久根市におきまし

うにしてるるそれこそもう水際でそ

てはこの協議会の設置については、

ういう意見を聞きながらやっており

まだ設置はされておりません。

ます。阿久根の場合もですね、市長

それから今後どのような方向で対

が言われるように非常に大川地区

応されるのかというようなことでご

は山が多くてですね、 大変だと思

ざいましたけれども、先ほど市長の

います。しかし私はやりようでです

方からも答弁がございましたけれど

ね、自分もここのあたりに停留所を

も、現在県を含め、私どももそれぞ

つくってあるとか、小麦とかああい

れ79集落の区長さんを中心に調査を

うですね、全部最後まで行くという

進めておりまして、これらの調査結

のは大変ですけれども、いろいろ方

果を踏まえながら、今後南さつま市

向点がいろいろありますので、それ

などを含めた先進地の事例等も参考

から川畑についてもあそこにお店屋

にしながらですね、対応を進めてま

さんがありますけれども、ああいう

いりたいと考えているところでござ

中間とかですね、いろいろ私も自分

います。

なりに何回もいろいろ走ってみまし

また巡回バスの導入についてのお

た。そうしますと実際は簡単なんで

尋ねでございましたけれども、この

すね、 私の調査ではやろうと 思え

ことにつきましても、地元のそうし

ば。バスが何台いるかはわかりませ

た声を十分に吸い上げながら、どう

んが４、５台と。そうしますと、非

いう形で経費の部分等もひっくるめ

常に私はこの福祉対策でもこのバス

て対応ができるのか、今後検討を進

を走らせることによって大変いいこ

めてまいりたいというふうに考えて

とだなと思っておりますので、その

いるところでございます。以上でご

点をですね、今後調査してから検討

ざいます。

ということですので、そういう他の

鳥飼光明議員

市町村のいろいろなところも調査を

今、 市 長 と 課 長 か ら る る 説 明 が

しながらですね、阿久根市に合った

あって、今後調査してからいろいろ

運行体系をつくっていただければ大

検討するということでありますが、

変ありがたいなと思っております。

出水もですね、丸塚というところが

これを一日でも早くですね、こうい

あるそうですけれども、ここは非常

う中学校の委託料が350万円ぐらい、

にへんぴな所です。ここについては

過疎バスが90万、計既にもう440万

独自のバスを走らすと。こういうふ

円ぐらいは出すわけですから、それ
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に追加すればですね、そう難しい問

しておりますので、要るわけですか

題じゃないと思いますので、どうか

ら、一遍には難しいのでそういう一

ですね、まちの人たちはこういうバ

カ所でもですね、早くやっていただ

スにあんまり関係ないと思われます

ければ、ああなるほど工事にかかっ

けれども、 地方にとっては 大変な

たなと、集落民も大体、集落民とい

問題ですので、こういう十分踏まえ

うよりもここを通る人たちがです

て、今後前進的な検討をお願いいた

ね、安心するんであろうと思ってま

します。以上でこの件については終

すので、どうかこれについても県の

わります。

方に強く要望していただきたいとそ

次に、県道阿久根線の牟田地区で
すが、これも再三お願いしてるんで

ういうふうに思っておりますので、
よろしくお願いします。

すが、大変危険な場所であります。

次に国土調査及び地籍図等の発行

また年々交通量も増えております。

についてでありますけれども、今、

この前のときにも私は交通量を調査

石が６万カ所あるということで、大

しながらお願いしたわけであります

変な数字と思っております。しかし

け れ ど も、 既 に 私 も で す ね、 ２ 年

ですね、 実際に役所に来てこの図

前でしたか、地元の県議とそれから

根点の座標値をですね、 調べよう

県の関係課長と現地を見ていただい

と思ってもですね、実際は石がない

て、私と３人で調査もした経緯があ

ところが非常に多いと。それで私が

ります。大変危険だと県も認めてお

一番びっくりしたのはですね、その

ります。早くしなくてはならんとい

人の言われるには、 私の見とる前

うことですが、先ほど申しましたよ

でパソコンの中で石を消したと。簡

うに、４年も経過してもですね、全

単に石を消してもらえば困ると、私

く手つかずというのは私は何でかな

は思ってるんですね。私もこういう

と。県の財政もよくわかっておりま

のが自分の専門分野でしたので、こ

すけれども、一遍にやろうというの

んな大事な石をですね、その来られ

は大変ですので、市長にお願いした

た人の前でパソコンで簡単に石を消

いのはまず一カ所でも早く工事に着

してもらえばですね、これはもう信

手していただきたいと。そうしなが

用はなくなりますよね。これは大変

らですね、今の、これにも阿久根市

な問題だと私は思ってこういう質問

の負担は要るわけですから、県もで

するわけですけれども、私なんかに

すけれども、当然阿久根市も負担を

とってもですね、この石というのは
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非常に大事で、これで何度何分何秒

してまた申請に来ると、こういうむ

とずっと書いてあるわけですから、

だな点がいろいろあるわけです。

これが距離が遠けりゃ遠くなるほど

それから筆界の点の座標値につい

市民は負担が増えるわけですから、

ても800円とこういう申請があるわ

なるだけこういう大事な品は市が

けですから、こういうのをしっかり

管理する義務がありますので、やっ

した石をですね、管理してもらわな

ぱり管理をしっかりしていただきた

いと市民にとっては大変な問題があ

いと。今私は聞くところによります

るわけですので、最初で申しました

と、全く確認はしていないというこ

ように、 そういう係争まで起こる

とでありますけど、大変な問題だな

わけですから、今申しましたそれを

と思っております。それで課長にお

ちょっと教えてください。

尋ねしますが、この図根点のこの石

それから地籍図の発行ですけれど

はですね、まず平均して何メーター

も、地籍図等のこの発行についてで

に一個あるのか、それから１キロ平

すね、 いろいろ今市長の説明でわ

米にどのくらいの石を埋めてあるの

かるんですが、自分の土地を分割ま

かですね。なぜこういうことを言い

たいろいろ売買、転売する場合です

ますかというと、トラバを組んであ

ね、法務局に行きますと、分筆しま

る場合は非常に点があるのでいいん

すと周辺の地権者のそういう印鑑を

ですが、それは遠いんですね。石が

もらってきなさいと、こういう指導

一番近いところにあるので、市民の

があります。そうしますと、どこま

負担が非常に少なく済むということ

でというのは一回ではわからんわけ

が私の持論であります。それでここ

ですね。法務局に行って初めていや

に申請書がありますけれども、まず

ここは必要だ、ここは必要だと、ど

地籍図に関する図根点座標値を申請

んどんやられます。 そうしますと

しますと、一枚が800円取りますね。

何回も法務局に行ったり、市役所に

しかしわざわざこの申請に来てです

行ったりする必要があるわけですか

よ、その図根点がなければまた帰っ

ら、出水でもですね、当初はこうい

ていろいろ調査せないかんわけです

うやつだったんですが、市民から非

ね。そういう非常に市民にとっては

常に苦情が出まして、今こういう全

不都合な問題が出るわけであります

体的な地権者のを出しております。

ので、お金は800円払わんで帰って

阿久根でなぜできないかと私はいつ

もですね、また帰っていろいろ調査

も疑問に思うんですが、それは公開
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条例の中でありますけれども、まず

課の方では権限を与えられておりま

許容範囲というのがあると思います

せんので、これにつきましては税務

ので今後ですね、やっぱりこういう

課長の方でお答えをされると思いま

のを阿久根市でもですね、全体的な

す。以上です。

こういうのを出してもらえないか

川原税務課長
３番鳥飼議員の御質問に補足して

と。こうしますともう閲覧料も要ら
ない、閲覧しなくてもこれでわかる

お答えいたします。
地籍図を交付いたします際には、

し、そういう市民にとっては非常に
経費的にも時間的にも非常に安く上

税務課カウンターに備えつけのパソ

がるので、ぜひこういう全体的な地

コンで申請者に位置確認等をしてい

権者のこれを出してもらいたいと、

ただいておりますが、図面上に図根

これが私の要望であります。以上で

点が表示されていたときには、必要

す。

に応じて図根点を表示、非表示にし
て交付しているものであります。逆

梶尾農政課長
鳥飼議員にお答えいたします。ま

に図根点の表示が必ず必要な図面と

ず図根点の数のお尋ねであったかと

いたしましては、図根点網図等があ

思いますけれども、 ２級図根点と

ります。このように交付すべき図面

か３級図根点とか４級基準点という

の特性により、図根点を表示したり

ふうにされているようでありますけ

非表示にしたりしているものであ

れども、私が調べられたのは２級図

り、決して図根点そのものを削除し

根点と３級図根点はちょっと調べま

ているものでないことや、税務課カ

したけれども、２級図根点につきま

ウンターに備えつけのパソコンは閲

しては１平方キロメートル当たり３

覧専用機のため、データ修正ができ

ポイント、３級図根点につきまして

ない機器であることを御理解いただ

は１平方キロメートル当たり201ポ

きたいと思います。

イントになっているようでございま

鳥飼光明議員

す。あと４級基準点というのはどの

今、両課長から説明があってわか

ポイントぐらいが必要なのかという

るんですが、まずこの石の問題につ

ことをちょっと調査してみましたけ

いてはですね、こういう問題が非常

れども、ちょっと今のところはわか

にいろいろまだいっぱいあります。

りませんでした。それから石を消去

ここで言えない分もいっぱいありま

したという話につきましては、農政

すけれども、まず石の確保について
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は今度昨年から国土調査係をわざわ

を受け、顧問弁護士に指導を仰ぎ、

ざ設けたわけですから、係を設けて

得た結論としまして、個人情報保護

ありますので、こういう石の確保、

法の観点から不特定多数のものを無

それから先ほど申しました図根点

制限に表示するものは問題があり、

のそういう問題についてもですね、

必要に応じ最小限度の範囲内で表示

しっかりと市民に対しては説明すべ

することであればサービスの低下に

きだと。先ほど税務課長の方で消し

ならないということの見解の指導を

たりするのはないということであり

受け、地籍図の交付に当たっており

ますけれども、実際された経緯があ

ます。よろしくお願いします。

りますのでそれはそれとして、今後

鳥飼光明議員
私が先ほど申しました件ですが、

はしっかりした石の確保に努めてい

出水も全くこういう意見だったそう

ただきたいと。
それから先ほど私は言ってた地籍

で す。 私 が 調 査 し た ら で す ね、 出

図の発行について、全体のそれの答

水の方も。しかし余りにもこういう

弁がなかったようでありますけれど

のに苦情が多くてですね、大変だっ

も、それをどうするかというのをも

たと。そういうことからして、こう

う一回お願いします。

いう実際の資料はあるんですけれど
も、弁護士は弁護士ですよね、なぜ

川原税務課長
すみませんでした。

阿久根ができないのか、私は。出水

今までの経緯について補足して説

はできて阿久根はなぜできないの
か、私はそれをお聞きしたいんです

明したいと思います。

けれども。

平成14年３月までは、Ｂ２版に地
番だけを記載したものを交付いた

斉藤市長

し、台帳を閲覧し、所有者を転記さ

３番鳥飼議員にお答えさせていた

せておりましたが、平成14年４月、

だきますが、そういう質問が出ると

地籍維持管理システム導入後、Ａ３

いうことで、 私も出水に調査をさ

版に所有者すべてを表示しておりま

せていただきました。 その結果で

したが、 個人情報保護法 の制定に

すね、 出水も今は出しておりませ

基づき、開示範囲を平成18年３月か

ん。出していない上にですね、今出

ら現在の表示内容に改めております

水がやっておりますシステムではで

が、取り扱いを開始する直後、サー

すね、それは出てこないようになっ

ビスの後退であるということの要望

てます。ということでございますの
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で、今は出してないということでご

ということでやってきてですね、そ

ざいます。ですから、合併した以降

れで運用をしていく中でむやみやた

ですね、そういうものを全部整理整

らに個人情報を出さないという方向

とんして今まで出してたものをです

でですね、制限をしたということで

ね、出さなくしたということでござ

ございますので、その辺は御了承い

いまして、それはそうだろうなと。

ただきたいなというぐあいに思いま

じゃあ阿久根のシステムはどうなん

す。よろしくお願いいたします。

だということでございますが、皆さ

鳥飼光明議員

ん方の要望があればですね、問題に

今市長の説明でわかるんですが、

なる土地、それを登記するために周

それじゃあ要望があれば、広範囲に

りの承諾書が必要だというような場

ついても発行できるんですか。 と

合は、周りの方々のですね、表示は

いうのは先ほど最初申しましたよう

できるという形でやっていくことは

にですね、その人はこの範囲でいい

できます。そういう意味で、きちっ

だろうということでまず申請します

と市民の皆さん方が理由を申し出ら

ね。しかし法務局に行けば、いやそ

れてですね、使うための理由を申し

れはだめだと、これは分筆だから２

出られてちゃんとやればですね、そ

回、３回ずっと後ろまで必要なんだ

れは表示してすることはできますの

と、また行って帰ってくると、こう

で、そういうシステムになってます

いうことが多々あるわけですね、実

から、それはやることができます。

際は。 そして閲覧については 全筆

その辺も御了承いただきたいと思い

閲覧ができるわけですね、この周囲

ます。そういう意味でですね、やは

は。 私の自論は閲覧させるんであ

りこういうシステム関係というのは

ればですね、またこの一枚を出せば

どんどんどんどん改善に改善が進ん

一緒じゃないかという、いろいろ要

できておりまして、その中でやっぱ

望によっては違うかもしれません

り個人情報保護の問題も出てきます

が、実際に申請する人は一緒なんで

から、何というか、今までやってい

すね。ただし閲覧というのは非常に

たことがやらなくなったということ

暇がかかって全部書いて帰らないか

も出てくるわけでございまして、う

んわけですが、閲覧できるわけです

ちの方は顧問弁護士と相談をしてで

からこういうのは発行できないのか

すね、最初のシステムをつくり上げ

なと、こういう疑問点があります。

るときにどういうシステムにするか

先ほど申しましたように要望があれ
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ばということでありますので、それ

市役所、法務局をするそういうのを

じゃあ最初にそういう範囲の要望を

防ぐためにですね、私はこうして要

すれば発行ができるのかどうか確認

望しているわけで、市長が先ほど要

したいと思います。

望があればと言われましたので、そ

川原税務課長

れはその範囲はどこまでなのかはっ

事業等に、公共工事等とかいろい

きり確認しとかんとですね、市民も

ろの事業の伴う分であれば担当課、

ただ一言でがんがんがんがん言われ

事業課等を通じて要請してもらった

ても困るわけで、それでお尋ねする

りとかすれば図面のところは発行し

わけです。もう一回してください。

て連携をとっていきたいと思ってお

川原税務課長
先ほども申し上げましたとおり、

ります。個人の方の地権者の方で分
筆等がある分については窓口の方で

個人情報保護の観点から不特定多数

十分内容を聞いて精査して、ここま

のものを無制限に表示するのは問

ではできるということで出しておる

題があるというところであり、必要

ところであります。

最小限度の範囲内に表示するもので
は、サービスの低下にならないとい

鳥飼光明議員
いや私が先ほど申しましたように

う見解をいただいており、その関係

ですね、一回調べていって印鑑をも

も踏まえて、公図の発行については

らっていったと。それから法務局に

内容を十分聞き取った上で発行して

行ったら全く予期しないことを要望

いきたいと思っております。

される場合があります。これは私も

鳥飼光明議員

経験しておりますけれども。そうい

ここで幾ら議論しとってもですか

うことからして、ここの場合出水で

ら、市は市としての、行政は行政と

すので大変なんですね。それを往復

してのモチベーションあるわけで、

何回もするよりも、最初でこの範囲

なるだけですね、お願いしたいのは

は全体とせんでも、この範囲はずっ

そういう市民が要望にですね、最小

とですね、必要だという場合は要望

範囲でもこたえていただきたいと。

をすればできるのかという問題を私

今まではなかなか私も調査します

は尋ねているわけで、それで先ほど

と、役所はなかなか難しいと、これ

言いましたように石のこういう申請

これ言ってもそれはだめだ、これは

にしても一緒ですけれども、何回も

だめだと非常に言われると。そうい

ですね、市民があっちこっち阿久根

うことからして議会でこうして公に
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して、はっきりした行政としての最

は女性が働きながら子供を育てるこ

小限のですね、権限を皆さん方に市

とは大変なことですが、 この育児

民に知らしめるとこういうのが私の

のための時間、短時間勤務制度がで

目的でありますので、今後市民が来

きるという制度は大変子育てがしや

た場合はですね、そういうことをな

すくなり、女性にとっては喜ばしい

るだけ市民に負担をかけないと。市

議案だと思って喜んでいるところで

民が要望をすればそのできる範囲は

す。

ですね、しっかりしていただきたい

昭和62年、国際家族年、家庭のあ

と。非常に実際に税務課、それから

り方をもう一回見直そうということ

また農政課あたりに来ますとなかな

から始まり、男女共同参画社会、こ

かですね、対応が厳しいとこういう

れにはいろんな問題もありました

意見が出ておったので、私もあえて

が、しかし地道な女性たちの活動が

またこういうふうに取り上げてお願

長きに渡り続いた結果、是もあり否

いするわけで、とにかくしっかりし

もありましたが女性の権利は守ら

たですね、基本線があれば市民もそ

れ、やっとここまで認められるよう

のとおりするわけですから、今後と

になりました。おかげさまで男女が

もそういう市民に負担はかけないと

ともに理解しあって働きやすい環境

いうことを前提にやっていただきた

づくりができつつあります。私は女

いと、要望で終わります。

性議員としてこの議案に大変喜んで
いるところです。そこで通告にした

以上で３問についてを 終わりま

がい質問させていただきます。

す。
議長（庵

１番目、まちおこしについてです

重人議員）

が、阿久根市の花として指定された

次に、６番築地新公女議員の質問

つわぶきを栽培普及される考えはな

を許します。
◎一般質問（６番

築地新公女議員）

築地新公女議員

いか。２番目、残留農薬等で騒がれ
ている食材のことですが、学校給食

登壇

おはようございます。

での地産地消を積極的に進める考え

私も質問をする機会を得まして、

はないかお尋ねいたします。一回目

質問させていただきます。今議会で
議案13号、阿久根市職員の育児休業

の質問を終わります。
斉藤市長

等に関する条例等の一部を改正する
条例の制定についてが提案され、私
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降壇
登壇

６番、築地新議員にお答えをさせ
ていただきます。

初めにつわぶきの栽培普及をさせ

６番、築地新議員の学校給食にお

る考えはないかとの御質問でござい

ける地産地消のことについてのお尋

ますが、つわぶきの花は御案内のと

ねにお答えをいたしたいと思います

おり、平成19年に市の花として制定

が、このことにつきましては、現在

されております。このことを受けま

もできるだけ市内の物資納入業者の

して、農林業振興センターにおいて

方々に地元産の野菜の納入をしてい

は平成19年度中に約900本の栽培を

ただきたいというようなことで、そ

行いまして、庁内の職員により市役

の方向で現在も進めているところで

所の敷地内に植栽したのを初めとし

はあります。ただ先ほどもお触れに

て、昨年12月23日に実施した農林業

なりましたように、最近この連日報

振興センターふれあいフェスタにお

道されております中国産の農薬残留

いても来場者に無料で配布いたして

の問題にかかわるこうした一つの食

おります。 さらに市職員にも配布

材については、非常に憂慮している

し、普及拡大に努めているところで

ところでございますが、そういった

ございまして、阿久根市のあちらこ

ことも含めまして、地元産の野菜の

ちらにですね、つわぶきの花が見れ

納入をしていただくということにつ

る状況を早くつくり出したいという

いては、さらに私ども留意していか

ことで皆さんに植えていただくお願

なければならないことだといったふ

いをしてるところでございまして、

うに考えておるところでございます

本年につきましても栽培を継続し、

ので、今後やはりそういうスタンス

現在花苗等を供給している市の公共

でさらに充実させていきたいという

施設や老人クラブ及び各ボランティ

ふうに思っております。

ア団体等にも配布し、普及を図りた

築地新公女議員

いというぐあいに考えておりますの

実は昨年からそうした苗づくりを

で、よろしくお願いを申し上げたい

して配布していると。今年もまたそ

と思います。

のような計画であるということをお

学校給食の地産地消につきまして

聞きして、大変市としても頑張って

は教育委員会の方から、お答えをい

らっしゃるということがよくわかっ

たしたいと思います。よろしくお願

たのですが、東国原知事じゃないけ

いいたします。以上でございます。

ど、宮崎をいけんかせないかんとい

降壇

うことで、私たちも阿久根をいけん
かせないかんと言って、宮崎の農産

櫛山教育長
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物を勉強に行きました。ＪＡはまゆ

んでもらえたら市のためにもなるん

うという農協だけでですね、このつ

じゃないかなということを感じまし

わぶきの年間収入が9,700万という

たので、きょうこうしてお願いする

数字が出ております。ですから、そ

ところでございます。答弁は要りま

うしてつわぶきをみんなに植えて普

せんのでよろしく、要望だけで終わ

及してもらって、そして阿久根のあ

ります。

そこにいけば、日本一つわぶきがき

次、教育長のお話ですが、あると

れいですよとか、花も見れるし、そ

ころはその残留農薬ということを考

してつわぶきを取って食材にもで

えたときに、市として学校給食に販

きるということで、私は大変いいこ

売するように希望者を募って大根な

とだなと思っているところです。で

ら大根、ニンジンならニンジンを定

すからその楽しむためだけではな

期的につくらせて、それを学校給食

く、年寄りの方は遊休農地を利用さ

に使うということで、その農薬とか

れてですね、このつわぶきをたくさ

そういうのの指導をする方がいらっ

ん植えていただいて、そして自分の

しゃってですね、大変給食に食材を

農産物の収入にでもできたら阿久根

送って、そして収益も上がって喜ば

市はもっと活性するんじゃないかな

れているところもありますので、老

と思っているところです。そのはま

人クラブとか生涯学習とかにそれを

ゆうというところのつわぶきはです

もって皆さんにアピールしてです

ね、 とったときよくむけるそうで

ね、農業にも意欲持ってされたら、

す。ですからそのつわの品種にもよ

自分たちの生活にも楽しみが出てく

りますが、農政課としては農協と一

るし、また学校給食というのは子供

緒になって、その生産にも励まれた

たちの、大変その育ち盛りで、そう

らどうかなと。年寄りが一番できる

した安心・安全の食を提供するとこ

簡単な作業ですので喜びもあるし、

ろですから、それをこれから先は考

そうして町がこうしたたくさんの収

えていくべきじゃないかなと思って

入があるということは私は魅力的だ

いるところです。

なということを感じました。番所丘

私は農業委員会でですね、研修に

でもどこでもいいですからつわぶき

行ったとき芋みそというのができる

の、広い面積につわぶきを植えて、

ということを聞いてですね、芋なら

そこに一緒になってつわぶきを取っ

阿久根市も不自由なくとれる作物だ

たり、楽しんでそういう生産にも励

からと思って、芋でみそができると
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いうことならそれを勉強してきよう

議長（庵

重人議員）

休憩前に引き続き会議を開きま

と思って、 あそこの隼人にある県
の工業技術センターというところに

す。

行ってですね、その勉強をしてきま

議事を継続いたします。

した。ところがまだこの芋でこうじ

次に、11番西田己之助議員の質問

をつくるという開発ができていない

を許します。

んですよという話しでした。でもき

◎一般質問（11番

のうの新聞にですね、イモでこうじ

西田己之助議員

ができたと、これを開発できたと、

西田己之助議員）
登壇

一般質問を行います。一般質問の

これを焼酎に使うということです

前に少しばかり阿久根市の財政状況

が、これが開発できたということは

につきまして、私なりに考えること

大変私はうれしく思ってですね、こ

を触れまして入りたいと思います。

うであれば、もしかすると芋でもみ

自主財源に乏しい本市にとって

そができるんじゃないかという希望

は、これまで厳しい財政運営が強い

を持ったのですが、そうして食材の

られてきたことは周知の事実であり

健康、食材の安全、それを考えたと

ます。しかしながら斉藤市長を先頭

きにこういうのも大事じゃないかな

に、市執行部が積極的に行政改革等

と。農業委員会で勉強したときに芋

に取り組んでこられ、 その成果が

というのはいろんなのに体にいいと

ようやく実を結ぼうとしているので

いうことを学んできました。だから

はないかと、大いに期待をしている

やはり戦中戦後、芋とイワシで育っ

ところであります。ほとんどの財源

た私たちの先輩たち、そういう人た

を国・県の動向に依存しなければ

ちがこんなに健康で長生きできる秘

ならない状況の中、ここ数年の決算

訣じゃないのかなと思って、そうし

状況を見ても財政状況は厳しいなが

た芋を利用した食材の学校給食のメ

らも、堅実な財政運営がなされてい

ニューを考えることもいいのじゃな

ると私は考えております。実質収支

いかなと思っているところで、要望

額、財政力指数、公債費比率などの

にして終わりたいと思います。

改善のほか、市債残高もここ数年大

議長（庵

重人議員）

きく減少し続けており、市民一人当

暫時休憩をいたします。

たりの残高、あるいは市民一人当た

休

憩

午前11時05分

りの基金残高などは県内の市の中で

再

開

午前11時15分

も上位に位置しているとのことであ
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そこで今回改修される多目的グラ

ります。
先般発表された経常収支比率が高

ウンドを公認グラウンドゴルフ場施

いという不安材料もありますが、こ

設として整備される考えはないかお

の中では人件費の影響が大きいよう

尋ねをします。

でありますが、平成20年度当初予算

２問１点、学校給食において冷凍

の中では職員数の大幅減のほか、市

食品等の使用状況と今後の対応につ

長以下職員を含む給与カットなどで

いて、学校給食センターについては

人件費が大幅に減少されているよう

ようやく完全民営化されるわけです

であり、今後経常収支比率も改善さ

が、長年に渡り、議会等で民営化に

れるものと考えております。

向けて厳しい議論をしてまいりまし

このように阿久根市の財政状況を

たが、民営化実現に当たり、給食セ

総合的に判断するならば、本市の財

ンターの一層の充実・発展を望むも

政状況は決して先行き暗いものでは

のであり、関係各位の労に敬意を表

ないと考えております。逆にようや

します。今回の中国製冷凍ぎょうざ

く市民の期待にこたえられる状況に

中毒事件は大きな社会問題となって

なりつつあると私は確信しておりま

おります。有機リン性殺虫剤、メタ

す。一部の市民によるある特定のマ

ミドホスの混入はどこでいつ混入さ

イナス材料のみを取り上げて不安感

れたか、いまだ特定されておりませ

をあおるのではなく、今こそ市民と

ん。残留農薬なのかいずれにせよ、

行政・議会が一丸となって阿久根市

今回の事件は日本の食文化に警鐘を

発展に寄与すべき大事なときではな

発した事件だと思います。そこで児

いでしょうか。

童・生徒の父兄はもとより、地域の

以上の観点に立って市民の率直な

会合等で本市の学校給食においては
中国製ぎょうざの使用はなかったか

声を質問いたします。
番所丘公園整備について、公認グ

の問いや、また輸入冷凍食品の使用

ラウンドゴルフ場施設について、今

状況はどのようになっているのかお

日グラウンドゴルフは気軽なスポー

尋ねをいたします。

ツとして多くの愛好者が日々楽しん

また今後輸入品、国産品を含む冷

でおられます。聞くところによりま

凍食品の使用はどのように対応され

すと、市内の会員が600人近いと言

るかお尋ねをいたします。

われております。地域、職場等で多
くの方がプレーをされております。
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２点、地元産食材利用について、
我 が 市 は 安 心、 安 全、 新 鮮 な 海 の

幸、山の幸の地元産食材が豊富にあ

らも子供たちの遠足や最近では健康

りますが、その使用状況はどのよう

増進のためのウォーキングなど数多

になっているか。また今後どのよう

くの方々が利用されております。そ

に対処される考えかお尋ねします。

のような中で、この公園のメイン的

３ 問、 難 視 聴 地 域 の 解 消 に つ い

施設である多目的広場はこれまで傾

て、テレビ中継局設置について、こ

斜があり、また表面もかたく、小石

の件は市長あて、西目校区７区長名

が浮き出ていることから利用者が少

で区長会より陳情書が提出されてお

ない状況にありました。 これらを

りますので、内容等につきましては

解消し利用効果を高めるために、19

詳しく述べませんが、現在西目天狗

年度から20年度にかけて全面を芝生

山中継局にはNHK、MBC、KTSの

に整備しようとしているものでござ

３局が設置されております。本年12

います。この多目的広場の改修整備

月に予定されております地上デジタ

に当たり、グラウンドゴルフ場とし

ル放送が開始されますが、これを機

ての公認についてでありますが、申

にKKB、KYTの ２ 局 の 中 継 局 設 置

し上げるまでもなく、この広場は公

を難視聴解消のため早急な設置を区

園本来の目的である子供から高齢者

民が望んでおりますが、放送局とし

まで多くの方々が利用できるように

ても電波法、設備費用等の諸問題が

整備されたものでございます。した

あると思いますが、市当局が区民と

がって公認のグラウンドゴルフ場と

一丸となって強い陳情活動していた

なりますと、その認定条件の中でグ

だけないかお尋ねをします。これで

ラウンドゴルフ場の占用使用である

第１回目の質問を終わります。

ことということが規定されておりま
降壇

す。このことから広場はグラウンド

登壇

ゴルフ以外には使用できないものと

11番西田議員にお答えをさせてい

解釈され、公園本来の目的から外れ

斉藤市長

ることになります。ただ認定するこ

ただきます。
初めに一番目の番所丘公園整備に

とはできませんが、利用者がほとん

ついてでございますが、グラウンド

どいない平日などは市民の皆さん方

ゴルフ場の公認コースをつくれない

の御理解をいただきながら、現在こ

かとの御質問でございます。御存じ

の公園を管理運営している阿久根市

のように番所丘公園は、市民の皆さ

美しい海のまちづくり公社や阿久根

ん方はもちろんのこと、近隣市町か

市グラウンドゴルフ協会などが協議
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をしていただきまして、大会などは

てでございますが、難視聴地域の解

開催できるようにですね、していた

消について、 本市におけるテレビ

だければというぐあいに思っており

の視聴につきましては、紫尾山の阿

ますので、市民の皆さん方の憩いの

久根中継局、馬見塚の西目中継局及

場として、あるいは健康増進の場と

び長島町の川床中継局によりカバー

して多くの方々から利用され、喜ば

されておりますが、この中継局でカ

れる公園でなければならないと思っ

バーできない難視聴地域につきまし

ておりますので、どうか公認コース

ては共同受信施設が設置され、ほと

としてですね、専用グラウンドとし

んどが解消されているものと理解し

てはですね、認定することができな

ております。また平成23年７月に完

いということをぜひ御理解いただき

全移行する地上デジタル放送につき

たいなというぐあいに思います。

ましては、阿久根中継局が昨年の10

ただ今申し上げますようにです

月に開始され、川床中継局が本年の

ね、通常はですね、グラウンドゴル

７月に、また西目中継局が12月に開

フをやられる方々が御使用になられ

始される予定でございます。この三

ても一向に構わないというぐあいに

中継局により大半の世帯で視聴でき

思っておりますが、その場合でもで

るものと考えております。

すね、 グラウンドゴルフをやるた

御質問の西目中継局 におきまし

めのポールであるとか、そういうも

ては現在NHK及び民間２局、MBC

のはそのたんびに設置をし、そして

とKTSの中継局しか設置されておら

また終わったら片づけていただくと

ず、西目地区においては中継局が設

いう方向でないとですね、 ほかの

置されていない鹿児島放送及び鹿児

方々の利用に不便を来すと同時にで

島読売テレビの２局のテレビ画質等

すね、子供たちに危険性が生じます

が悪く、視聴者からの苦情も多いと

ので、その辺のですね、管理運営は

聞いております。このようなことか

しっかりやっていただくということ

ら本年１月中旬に、西目校区内の区

で御利用いただくことは一向に構わ

長の方々から難視聴の解消について

ないというぐあいに思っております

陳情が提出されたところでございま

ので、その辺はぜひ御理解いただき

す。これを受けて１月末に民放２局

たいなというぐあいに思っておりま

に対し、市長名で陳情書を提出して

す。

おります。西目地区での民放２局を

それから次にテレビ中継局につい
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視聴可能とするには、西目中継局か

ら電波を出してもらうか、西目地区

たしたいと思います。よろしくお願

にある共同受信施設組合に加入する

いいたします。以上でございます。

かの二つの解決方法が考えられます

降壇

が、共同受信施設組合に加入する場

櫛山教育長

合はケーブルの延長等に係る視聴者

11番西田議員から冷凍食品等の使

の負担が発生することから、２月に

用状況と今後の対応について１点、

担当課の職員が放送局の担当者に会

それから地元産の食材の利用につい

いまして、開局のお願いをしたとこ

て２点目に御質問をいただきました

ろでございます。

ので、お答えを申し上げたいという

その中で、開局するには民放各社

ふうに思います。

それぞれ2,000万円程度の費用が伴

学校給食におけます食品の安全確

うことから、現時点では開局するか

保ということでございますが、従来

どうかは判断できないということで

からこの学校給食衛生管理基準とい

あり、今後西目中継局を利用してる

うのがございまして、その中に食品

世帯数や電波の混信等の確認などを

の選定という基準がございます。加

調査し、検討したいとの回答であり

工するに際して加熱してあるかと

ました。本市としましては今後なお

か、あるいは鮮度の良否、あるいは

一層民放２局に対し、開局に向けた

有害な食品添加物の点、あるいは内

お願いをしてまいりたいと考えてお

容表示、消費期限、品質保持制限、

りますので、どうか御理解ください

製造業者名、それから材料の内容が

ますようよろしくお願いを申し上げ

明らかでないものといったこと。な

ます。

お、関係保健所長からのいろんな通

私の方でも積極的に局に出かけて

達に基づく食品、そういったものに

ですね、 この辺は幹部と十分話し

適合しているかといったことで、現

合って難視聴をですね、解消できる

在までもずっと選定に当たってきて

道を探っていきたいというぐあいに

おりますが、今回これらを超えるひ

思いますので、もうしばらく時間を

とつの食材そのものの中に健康被害

いただきたいというぐあいに思って

を及ぼすような、そのような成分が

おります。

入っているということについて、非

冷凍食品の使用状況と今後の対応

常に不安な要素が入ってきていると

について、地元産食材の利用につい

ころであります。今回発生いたしま

ては教育委員会の方からお答えをい

した中国産の冷凍ぎょうざ等による
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健康被害の状況発生につきまして、

ましたが、阿久根の魚を献立に利用

国・県の所管局、あるいは他の方か

してほしいといったようなことでご

ら本件の原因と疑われます製造者の

ざいますけれども、現在も地元業者

すべての食品のリストを示して、安

の魚を活用しておりますが、さらに

全が確認されるまでの間、これらの

地元の魚をどのように献立に利用で

食品を摂取しないように注意を喚起

きるか、地元業者からの提案をいた

するとともに、使用状況につきまし

だきながら献立に生かしていくなど

ても報告するようにという指示がな

の努力もしてまいりたいというふう

されておるところであります。

に思っているところでございますの
で、よろしくお願いいたします。

早速私どもの給食センターの方で
も確認いたしましたが、そのリスト

西田己之助議員

にあるような食品は現在、ここでは

答弁をもらいましたが、まず１問

指摘されている食品の使用はなかっ

の公認のグラウンドゴルフ場につい

たということでございます。ただし

てですが、公認ということは市長、

現在、中国産の野菜につきまして、

できないということですね。 そう

冷凍物でむき枝豆やカットインゲン

いったいろんな、都市公園法やらい

等を若干使用しておりますが、これ

ろんな、特定した競技はできないと

は県の給食会等で検査がなされて安

いうことですか。それだったらそれ

全が確保されているものでございま

はもうしょうがないですよ。ただこ

した。

ういったですね、御存じのとおり、

今後の対応といたしましては、医

市長、パターゴルフとかゴーカート

薬食品局等、あるいは関係課の指導

とかありますよね。この利用状況も

や県の給食会等もしっかりとした検

ですね、ほぼ600万ぐらいあったの

査をされ、安全が確認された食材を

がですね、料金がですよ、今どっか

使用することにし、しかもできるだ

400万ぐらいと市長が、聞いた話で

け地元食材を中心とした国内産食材

すけれど、そういったことで時代の

を利用するなど、学校給食における

流れでですね、そしてまた、市長、

食品の安全確保にさらに留意してま

遠足に来られた方も、先生方が学校

いりたいと思っているところでござ

によってはもうゴーカートも乗らせ

います。

ないらしいですよ。ゴーカートも老

次に地元産食材の利用について、
海の幸の面からの御指摘をいただき
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朽化をしとるし、いろいろこの議会
でも議論されましたが、そういうこ

とでですね、私はせっかくその、グ

てグラウンドゴルフしかやれないと

ラウンドゴルフが費用がかかったら

いうようなことになってくるという

言いませんよ。しかし、ああいった

ことがございますので、我々として

そ の、 せ っ か く あ の 広 場 を、 そ れ

は公認コースとしてのですね、認定

がですね、あの競技をやっているグ

を受けてそこをですね、グラウンド

ラウンドゴルフの幹部の方も見ても

ゴルフの占用使用という形にするこ

らったんですけど、もう最適らしい

とはですね、避けたいということで

ですよ。ちょうど２面できて、その

ございますので、グラウンドゴルフ

公認にぴったりらしいですよ、条件

をやるために利用されることは一向

がですね。そういうことで、その設

に構わないというぐあいに思ってい

置したからそれをもうずっとそこに

るわけですが、そういうぐあいに占

固定していなけりゃならないとか、

用のですね、グラウンドゴルフ場と

そういう問題はないわけですけれど

しての公認の認定は受けないという

も、もう一遍市長、何とかその、ほ

ことでございますので、その辺はひ

かの競技に使うときは当然片づけて

とつよろしくお願いしたいと思いま

しますけどね、そういったあれは無

す。

理ですかね、ちょっと答弁をお願い

西田己之助議員
何でこういうことを申しますとい

します。

うか、市長も御存じのとおり北薩に

斉藤市長
11番西田議員にお答えをさせてい

はないわけですよね、 公認のそう

ただきますが、先ほども申し上げま

いった施設はないもんだから。ちな

したように、公認グラウンドゴルフ

みに御存じと思いますけど、市比野

場ということでですね、グラウンド

のですね、 市比野にあるわけです

ゴルフ場の公認コースとして認定を

よ、この近くにはですね、公認のグ

受ければですね、占用コースという

ラウンドゴルフ 場がですよ。 あそ

ことでなければ公認コースとしては

こも、 この市比野のホテルはです

認定をしないという規定になってる

ね、このグラウンドゴルフの公認場

んだそうでございまして、そういう

ということで生き返ったらしいです

意味でですね、その規定をはめ込ま

よ。そういったもう頻繁に、もちろ

れると、もうあの広場はですね、他

ん料金取ってやるわけですけど、そ

の市民は使えないということになる

ういったことでですね、もうやっぱ

わけですね。全部が公認コースとし

り会員に言わせたらですね、会員の
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方は特にですけれど、そういう公認

の整備についてはどのように考えて

のコースというのはですね、それぐ

おられるのか一点、それからもう一

らい価値があるらしいですよ。そう

点はですね、今回芝の整備をされる

いうことで阿久根はもとより、よそ

わけですけれども、そのいろんな聞

からそういう集客もあるそうです

くところによると、いろんな種類の

ね。それで私はちょっと考えるには

芝生があるらしいです。そういった

グランビューあくねと、阿久根もあ

グラウンドゴルフの最適な芝がある

るし、そういった温泉に入ってグラ

そうですが、そういったことも一つ

ウンドゴルフをして、そういったツ

お願いしたいんですが、この件につ

アーなりそういうのも相乗効果があ

いてお尋ねします。

るかと思いますが、公認にせんでも

議長（庵

今ののは通告外の部分がちょっと

そういうあれもできるかと思います

入っていたかと思うんですが。

が、できないと言われたら市長にこ
れ以上は申しませんが、ただ市長で

〔西田議員「いや通告外じゃないで
すよ」と呼ぶ〕

すね、もう一点だけお尋ねしますけ
ど、今後ですね、この多目的グラウ

議長（庵
話。

先々ですね、お祭り広場ですよね、

〔西田議員「いや番所丘の整備につ
いてですよ。」と呼ぶ〕

場についてですね、またこういった
芝をして整備する考えはないか一つ

議長（庵

〔西田議員「番所丘の整備でしょう。
整備について」と呼ぶ〕

質問もしたことがあったんですけ
どあそこは、この答弁は要りません

議長（庵

五十の広場、華の五十の広場として

すかね。
〔西田議員「いや、だったら答弁要

あったんですよ。あそこも遊んでる
わけですから、そういった芝生をあ

重人議員）

グラウンドゴルフじゃなかったで

が、整備するに当たってはですね、
くださいと私もお願いしたときが

重人議員）

ああそうですか。

お尋ねします、今後ですけどね。そ
れとお祭り広場については私も一般

重人議員）

グラウンドゴルフと別なところの

ンドは別として今回されるわけで、
あそこありますよね、このお祭り広

重人議員）

りませんよ」と呼ぶ〕
斉藤市長

あしたらものすごい利用価値が出る

グラウンドゴルフ場の占用使用に

んですけど、そのお祭り広場の今後

ついてということで番所丘公園に今
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回やりますあの広場はですね、今き

整備していると。その整備が終わる

ちっと整備が終わりまして、これか

とですね、次はお祭り広場の方に手

ら芝生を完全に敷き詰めるわけでご

をつけていかなきゃいけないという

ざいますが、そうなってきたときに

ぐあいに思っておりますので、その

グラウンドゴルフをやるのには最適

辺はですね、十分勘案しながらやっ

な場所になるだろうと思っておりま

ていかなきゃいけないというぐあい

すので、ぜひ御利用いただいてです

に思っております。以上でございま

ね、公認コースとしての認定を受け

す。よろしくお願いします。

ることはしないということでござい

西田己之助議員

ます。というのは、番所丘公園は多

あ れ で す よ、 番 所 丘 整 備 に つ い

目的公園でございまして、これはで

て、番所丘の敷地内にそのお祭り広

すね、そういう意味での公園でござ

場があるわけですから、 あれが終

いますから、何か一つの競技をです

わったら先々お祭り広場にも一つそ

ね、専用に使っていくという形では

ういったことも考えてくださいとい

ない状況でございますので、その辺

う質問ですから、そういうことです

はよろしくお願いしたいと思います

よ。もうわかりました。

が、それからお祭り広場の方でござ

２問目の学校、冷凍食品等の使用

いますが、今荒れた状態になってお

状況と今後の対応についてですが

ります。 番所丘公園 の土壌がです

ね、今回こういった中国製ぎょうざ

ね、非常に石を含んでおりまして、

等含めてそういった使用はなかった

これも相当に今の広場を整備してる

ということですね。そういうことで

ようにですね、相当にほかから土を

安心するわけですけれども、 その

持ち込んで、あるいは堆肥も相当入

中でですね、学校教育課長でいいで

れてですね、 まず土壌整備をやっ

すけど、そういった父兄を含めてで

て、そして全面芝生を張っていかな

すね、多少不安感があるわけですよ

きゃいけない。そうしないとお祭り

ね。そういうことで学校便りなり、

広場としてのですね、利用が非常に

連絡網等を通じてですね、そういっ

困難だということがございますの

た父兄の方に今回のこういった中国

で、これはですね、積極的に今後取

製のぎょうざ等の本市においてはな

り組んでいかなきゃいけない問題で

かったですよというような、 そう

ございまして、我々はそこまでも視

いった連絡というか、そういう父兄

野に入れながらですね、今の広場を

等に知らせたという、その辺はどう
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のを通じまして、それぞれ家庭の方

なんですか、お尋ねします。

へ、あるいは保護者の方へこの今回

亀澤学校教育課長
西田議員の御質問にお答えいたし

の事件についての安全性について、
それから今後学校が対応していくこ

ます。
今回の中国製のぎょうざ等を初め

と等についての周知をなされている
ところであります。以上です。

とする問題食品等についての問い合
わせが、各学校から給食センターの

西田己之助議員

方へも幾らかございました。それを

わかりました。そういうことでこ

受けまして２月に給食センターの方

ういった使用がなかったのかという

から所長名で各学校長あてに、本市

ようなことでですね、 いろいろそ

のこの中国製のぎょうざ等に関する

ういうふうに連絡をされるというこ

使用の状況がなかったということ、

とで了解しますが、本市における教

それから先ほど教育長答弁にもござ

育長ですね、これを教訓としてです

いました、エダマメ等の使用につい

ね、検査体制というか、特に冷凍食

ては安全であるということ等の通知

品等のですね、検査体制は先ほど答

文を出しました。それを受けまして

弁でありましたが、県の給食会等い

各学校では全職員に職員会議等を通

ろいろあると思うんですが、本市独

じまして、 その旨を周知しており

自の検査体制はどのようになってい

ます。それを受けました各職員の方

るかお尋ねをします。

は、まず小学校ではそれぞれの学級

櫛山教育長

の学級会活動で子供たちに対して今
回の安全性についての話と、それか
ら今後の安全面についての指導をし

11番 西 田 議 員 に お 答 え い た し ま
す。
大変難しい問題でございまして、

ております。中学校では全校朝会、

私どもといたしましては、先ほど申

あるいは保健体育、家庭科の授業等

しました国の医薬食品課等のそうし

を通じて個々の生徒への周知をいた

たところでの検査・指導、そうした

しました。

ものをもとにし、あるいは地域では

そ し て 保 護 者 向 け に は、 こ の ３

この地域の保健所、そういったあた

学 期 は 学 年 末 のPTA等 も ご ざ い ま

りを情報源の一つの対象としながら

す。そういった各学校でのPTAの機

情報を得て対処してまいりたいとい

会の折に、あるいは学校便りや学級

うふうに思っているところでござい

によっては学級通信、こういったも

ますが、本市としては今のところ、
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このことについては特に関係課の方

ですね、そういうふうに思うんです

とも連携をとっていかなきゃならな

が、そういった指摘というか、献立

いというふうに思っているところで

の内容についてはですね、やっぱり

ございますが、 実はきょうの 読売

地元のあれを、一点目と関連します

新聞に、政府の方で中国製冷凍ぎょ

けど、なるべく冷凍食品じゃなくし

うざによる中毒事件を受けて、食の

て、地元でとれる分は地元の食材を

安全に関する連携強化のための食品

使ってもらいたいというのがものす

危害情報総括官会議といったような

ごくあるわけですね、野菜も一緒で

ものが持たれて、そして緊急対応マ

すよ。そういう中でこの献立等につ

ニュアルを月内にも作成し、月１回

いても、例えばですね、教育委員会

の割合でこれをこうして実施しなが

の定例会議ですね、定例会議等でそ

ら対応してまいりたいといったよう

ういった地元食材についてとか、そ

なこと等もございますので、こうし

ういう議論はなかったのかちょっと

た情報等がその都度その都度こうし

お尋ねします。

て取れるのではないかというふうな

櫛山教育長

ことを思っておりますので、特にそ

西田議員にお答えをいたします

ういった点を重視しながら一番大事

が、 教育委員会 での議題としては

な食品の安全ということについて

特にはこの冷凍食品関係について

対処をしてまいりたいというふうに

の、先ほど給食センターの方から連

思っているところでございます。

絡を、達しをしたという旨の、本市
では使われていなかったという、そ

西田己之助議員
わかりました。一点目と二点目は

のことについては議題とされたとこ

関連しますから、地元食材利用につ

ろでございますけれども、この利用

いてもお尋ねしますが、 私はです

状況について、かねがねの利用状況

ね、今ちょうど、教育長、３月分の

についての内容としては議題として

ですね、献立表をもらったんですけ

はないところであります、今のとこ

ど、こういう中で我々がいつも思っ

ろ。ただその前に、議員の方から出

ているんですけど、その地元の食材

されました本市の食品についての利

というかですね、そういうのが、例

用ということでございますが、海の

えばヒジキとかワカメのスープとか

幸を利用した19年度の４月以降３月

いろいろありますけど、少ないじゃ

の今日までの状況では、106回、魚

ないかと。海産物だけじゃなくして

等の魚介類を使用したメニューを用
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意したところであります。 その中

ね、そういった鹿児島の業者と聞い

で、特にその物を子供たちに与えた

ておりますけど、そういうふうにこ

といったようなものでは、丸干しイ

のチャンスを生かしてですね、そう

ワシですとか、薄塩サバですとか、

いう食材を阿久根のやっぱり、先ほ

煮 干 し な ど、 キ ビ ナ ゴ と か、 そ う

ど民間委託するあれをですね、ひと

いった物については市内業者の方か

つやってもらいたい。教育長が言わ

ら納入いただいた物を提供しており

れるとおり、やっぱり阿久根の四季

ますし、後地元産としてむきエビで

を通じてですね、やっぱり旬の物を

すとか、イカの輪切りとか、イカ等

やっぱりあれせんといかんですよ。

の短冊とかいったようなそういった

まあ例外ですけど教育長、 うに丼

物も利用してきているところでござ

にしてもですね、8,000数百食です

います。

よ、道の駅でも1,600幾ららしいで

できるだけ議員の方からもござい

すよ。そういう、うに丼を子供たち

ますように、私どもの海の幸、アク

に食べさせとは言わんですけど、そ

ネ・うまいネ・自然だネということ

ういった一つのきっかけによってで

を公にこの情報を発信している地域

すね、こういうことはできるんです

としては、やはり子供のころからこ

よ。例えば、ある人に言わせたら、

ういった物のおいしさ、あるいは豊

うにのかき揚げでもですね、薄く少

富さといったようなものについて子

し入れたらいいんだからというよ

供たちにも理解させながら、ふるさ

うな、そういったのもやっぱり調査

とを誇りと思うような、そのような

研究してですね、この２名の栄養士

ところまでもつながっていけばいい

さんにもですね、そういった、先ほ

なというようなことを考えていると

どちょっと控室で話に出たようにで

ころでございます。

すね、ホテルなんかでもその担当者

西田己之助議員

が、料理する人が食材を仕入れに行

わかりました。何でこういうこと

きますよ。それをそういったことと

を申しますかというのはですね、特

発想は私は一緒だと思うんですよ。

に今回、 民間委託になるわけです

所長なり二人おられるわけでしょ

ね。特に今までいろいろ議論があり

う。一人でもですね、そういった大

ましたが、下ごしらえのどうのこう

根でもカボチャでも、 先ほど控室

のとか、いろいろありましたけどで

で出ましたけど、何十本くれと、こ

すね、そういうのをこの機会にです

ういういついつは大根は使う、カボ
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チャを使う、魚を使う献立があるか

ね、今一番タイミング的にはいいと

らこれを使ってくれというようなこ

聞いてますので、ひとつお願いしま

とを、業者が来るのを待っている、

す。たまには行政も西目の方に光を

また業者の努力も足りないと思うん

当ててください、電波が届かなくて

ですけど、そういった大いに入れて

も。以上です。
以上で私の質問は終わります。

ですね、やっぱり食材を、一点目と
関連しますけど、そういった冷凍食

議長（庵

重人議員）

午前中の審議を中止し休憩いたし

品じゃなくして、なるべく地元の、

ます。

例えば倉津でとれるエビなんかもそ

午後はおおむね１時再開いたしま

うらしいですよ。話を聞くところに
よるといろんな料理方法があるそう

す。

ですよ。旬のあれでそういった四季

休

憩

午後０時02分

を通じて、手づくりのそういったあ

再

開

午後１時00分

れを、この民間に委託される機会に

議長（庵

重人議員）

休憩前に引き続き会議を開きま

ひとつお願いしますということです

す。

よ。そういうことで要望でこの件は

議事を継続いたします。

終わります。

次に、15番児玉賢一郎議員の質問

それから、３問の難視聴地域につ
いて、市長がみずから放送局に出か

を許します。

けて陳情するということでもうこの

◎一般質問（15番

件は、それを地元の方は望んでいる

児玉賢一郎議員

児玉賢一郎議員）
登壇

わけですよ。市長みずからがそうい

市長が厳しい状況下の中で、日夜

うふうにはまって行ってもらいたい

市政運営に努力されていることに心

ということを本当おっしゃっておる

から敬意をあらわします。本日は３

わけですから、そういうことで市長

問質問いたしますので、よろしくお

がみずからいろいろ１月からいろん

願いいたします。

な作業をされるということで了解し
ますが、市長みずからがですね、そ

まず市営住宅の建設について御質
問いたします。

ういったあれを、難視聴に向けてや

過疎対策は地方自治体が抱える課

るということですから、 今市長タ

題として重要なことです。対応策と

イミングがいいらしいですよ。 そ

し て は 働 く 場 所 の 確 保、 医 療・ 教

ういったデジタルが始まる前でです

育機関の充実、農漁村の活性化等々
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あります。それぞれ行政が努力され

境センターの現地での使用期限もあ

ていますが、当市としましても人口

り、今後何かと議論がされるでしょ

減、過疎化はとまるところを知らな

うが、住民の皆様が納得される対応

い感じがいたします。生活の基盤の

がなされることをお願いします。

一つに住居の確保があります。現在

環境行政につきましては阿久根市

市営住宅の入居希望者はどれぐらい

環境基本条例に基づき、環境への負

かお尋ねいたします。

荷軽減、環境への保全を図る阿久根
市衛生自治会と連携し、ごみの排出

２番目はPFI事業の利用について

抑制、分別を徹底し、ごみの減量化

お尋ねいたします。
PFI推進法が1999年９月24日に施

とリサイクルの推進に努めるとなっ

行されてから全国の自治体で活用さ

ていますが、環境センターでの可燃

れています。 これは御承知のとお

ごみの減量化が一層必要と思われま

り、民間に施設等の設計、建設、運

す。現状の対応についてお尋ねいた

営、資金調達を一体的にゆだねるも

します。
以上３点よろしくお願いいたしま

のです。当市のように市営住宅入居
希望者が多く、財政的に早急な設置

す。

降壇

が困難な状況下では導入のメリット

斉藤市長

登壇

があると思われますが、検討されて
はいかがですか、お尋ねをいたしま

15番児玉議員にお答えをさせてい
ただきます。
市営住宅の建設についての御質問

す。
３番目はごみの排出抑制、分別の

でございますが、平成20年１月１日

徹底とごみの減量化についてお尋ね

現在の市営住宅は30団地543戸、一

いたします。

般住宅５団地10戸の合計553戸でご

先般、野田に建設中でありますリ

ざいます。比較的小規模団地が多く

サイクルセンター、多田の環境セン

存在していますが、市街地を含む中

ターを所管事務調査で行きました。

央地区に全体の７割が建設されて

リサイクルセンターは阿久根方式で

いる現状でございます。このうち昭

民間に委託するなら、こんな大きな

和40年代以前建設の住宅が200戸で、

設備は必要ではなかったのではない

全体の36％を占めております。その

かと感じ、 今さらながら 両設備を

うち約６割が木造であり、老朽化が

見、ごみ処理とは金のかかるものだ

進むとともに修繕費用もかさみ、中

と痛感いたしました。また多田の環

には政策的に入居できない建物も発
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生しております。こうした状況を受

事業範囲、事業期間等を検討する体

けて、平成17年度において阿久根市

制づくりも必要となってくると思い

公的賃貸住宅等基礎調査を委託発注

ます。したがって今後はこのPFI事

し、団地ごとに調査・診断を行い、

業で建てかえた場合のメリット・デ

長期的な観点から公営住宅の建てか

メリットなどを十分調査し、検討し

え、改善等についての調査を行った

たいと考えているところでございま

ところでございます。この調査結果

す。

をもとに住宅建てかえ整備が望まれ

次に環境行政についてでございま

るところでありますが、今後の社会

すが、ごみの排出抑制、分別の徹底

情勢の動向も見きわめながら、市営

とごみの減量化についてのお尋ね

住宅の整備を図っていきたいと考え

でありますが、これまで市及び衛生

ておりますので、御理解くださいま

自治会と一緒になってごみの減量化

すようよろしくお願いを申し上げた

に積極的に取り組んできているとこ

いと思います。

ろであります。児玉議員も御指摘の

次に、PFI事業の利用につきまし

とおり、ごみの減量化につきまして

ての御質問でございますが、この事

は生ごみの排出が大きな阻害要因と

業は公共施設等の建設、維持管理、

なっているものと考えておりまし

運営等を民間の資金、経営能力及び

て、生ごみの処理については徹底し

技術的能力を活用して行う新しい手

た水切りと、できるだけ堆肥化して

法でございます。国や地方公共団体

農地等への還元をお願いしていると

が直接実施するよりも、効率的かつ

ころでございます。そのため、以前

効果的に公共サービスを提供できる

に衛生自治会と連携してコンポスト

事業として平成11年７月に制定され

の設置やまた市としましては生ごみ

た制度でございます。

処理機の購入助成を実施していると

PFI事業として実施するには、ま

ころでございます。

ずPFI事業として実施する可能性が

今後もさらに生ごみの排出抑制を

ある事業の発案、PFI導入可能性調

図るため、環境ニュース等による市

査の実施、PFI事業を実施する事業

民への周知徹底と衛生自治会との連

者の選定、PFI事業の実施という手

携も図り、生ごみの減量化に努めて

順になるかと思いますが、PFI事業

まいりたいと考えておりますので、

として実施することが可能かどうか

御理解いただきたいと存じます。よ

検討する調査が必要で、事業方式、

ろしくお願いを申し上げます。
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以上でございます。

降壇

の必要なですね、住宅がたくさん阿
久根市にあるわけでございますけ

飛松都市建設課長
15番児玉議員に補足して説明申し

ど、これらを建てかえてですね、逆
に住民に非常に多くの負担をかける

上げます。
入居者の希望者数は幾らかという

ような形はあんまりつくり出すわけ

御質問でございますが、平成20年２

にはいかないわけでございまして、

月28日現在52名でございます。よろ

適正な家賃で提供できる状況をつく

しくお願いいたします。

らなきゃいけないということがある
わけでございます。そういう意味で

児玉賢一郎議員
市長の施政方針で住居、住環境対

ですね、その辺の検討を十分に重ね

策については、老朽公営住宅の解体

ながらですね、やれる方向を見つけ

を行い、快適で安心して暮らせる住

ていかなきゃいけないということで

環境の整備に努めると述べておいで

ございまして、まだ寺山住宅団地の

です。予算書には老朽住宅除去事業

方にですね、十分な土地も確保され

費として939万6,000円が計上されて

ておるわけですが、そこへもまだ手

ありますけれども、改築予算とか、

をつけてないわけでございまして、

あるいは建設ということについての

ここをですね、今後執行していく上

予算が見当たりませんので、壊して

では全体的な阿久根市の起債残高の

快適な環境もできるでしょうけど、

状況も見きわめながらやっていかな

つくることによってやはり快適な環

きゃいけないしですね、この辺が非

境というのもできると考えるんです

常に難しいところでございまして、

が、その辺について、つくるという

我々としては片一方ではこれ以上で

方面については、先ほど来ちょこっ

すね、借金財政を生み出すことはで

と出ましたけども、もうちょっと具

きるだけ控えていかなきゃいけない

体的に何かないかお尋ねをいたしま

ということがあります。そして今、

す。

民間の皆さん方が非常に努力され

斉藤市長

て賃貸住宅が非常に阿久根は増えて

15番児玉議員にお答えをさせてい

るわけですが、その辺にですね、最

ただきますが、もうよく御存じのよ

近ちょっとやっぱり空きが出てきた

うにですね、今財政状況を勘案しな

ということもございますし、そうい

がら計画実施をしていかなきゃなら

う状況の中でですね、どうしていく

ないわけでございまして、建てかえ

かということでございますが、家賃
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がですね、4、5,000円のところでと

ただきたいと思います。よろしくお

まった状況の中で入っておいでにな

願いしたいと思います。

る皆さん方、それぐらいのものを希

児玉賢一郎議員

望される方たちに対してはですね、

ただ今の説明でつくれない理由と

しっかりとこう提供ができてる状況

いうのはよくわかりました。であり

なんですが、これにですね、新たな

ますから、先ほど質問いたしました

資本投下をしていくと、この負担が

PFI方式による民設公営住宅の建設

ですね、非常に大きなものになって

について御質問をいたします。
民間の住宅も余っているというよ

いくということがあります。
そういう意味ではですね、十分阿

うなことをおっしゃっておりますけ

久根市の財政状況とも勘案しながら

れども、やはりその待っている人が

総体的に物事を判断しなきゃならな

やはり52名もいると。そういう中で

いという状況がございますので、こ

やはりこの住宅をつくっていかなく

の辺はですね、ぜひ御理解をいただ

ちゃならないというのは先ほど来の

きたいと思います。そして、今回取

説明の中にも出てきましたけれど

り壊しを行うものは政策的にです

も、非常に厳しい状況の中でできな

ね、これ以上はこの住宅には手を入

いということでございます。

れてもどうにもならないという状況

ですからこのPFIのメリットとし

のものは、やっぱり取り壊していく

てはいろいろ上げられておられます

という状況をつくり出していかな

けれども、１番目は住宅建設に市の

きゃいけないわけで、そういう意味

予算を使わずに済む。２番目は税金

ではまだまだそういう取り壊さなけ

を投入せず地元の公共事業を起こせ

ればならない住宅もまだたくさんあ

る。 ３番目は市役所が設計するよ

るわけです。だけどこれもですね、

りも良質な住宅が建てられる。４番

取り壊しにもやっぱりお金がかかる

目に市役所が管理しなくても手抜き

わけですから、この辺も順次やって

工事を排除できる。５番目に市営住

いかないと、一気に全部やれという

宅として必要な戸数がいつでも確保

わけにはいかないということがある

できる。建設だけでじゃなくて、６

わけで、これは非常に苦しいやりく

番目としては今既存の一般の住宅で

りをしながらですね、やっていかな

も借り上げができるというふうなこ

きゃいけないというぐあいに思って

とが言われております。こういうメ

おりますので、その辺は御理解をい

リットを考えた場合にですね、阿久
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根市としては最善な方式じゃないか

す。 そ う い う 意 味 で、 や っ ぱ り 相

と思うんですがいかがでしょうか、

当にこれは調査をした結果でです

お尋ねをいたします。

ね、やっていかなきゃいけないなと
いうことがありますし、それから阿

斉藤市長
15番児玉議員にお答えさせていた

久根市にとってやっぱり一番いいの

だきますが、 児玉議員がおっしゃ

は、安価でできるこの木造の市営住

るとおりPFIでですね、成功した例

宅をつくっていくことがですね、一

もあるわけでございますが、 最近

番やっぱり利用される市民の皆さん

PFIをあんまり言わなくなってきた

方にとっても利用しやすいんじゃな

ということがあるわけですね。これ

いかというぐあいに思っております

ができましたのは、平成11年にです

が、その辺もですね、今つくること

ね、これが施行されまして、今日ま

が一番条件的にはいい時期であるわ

でやってきたわけでございますけ

けでございまして、利子的にも非常

ど、ここにきて急激にPFIを言わな

に安い、材木もそういう状況がある

くなってきたということがあるわけ

わけで、今つくることが一番いい状

ですね。どうしてもやっぱり企業と

況であることは確かであるわけです

しても、 ある程度の利益追求はし

ね。じゃあそのPFIで木造住宅がで

なきゃいけないわけでございまし

きるかということもですね、ちょっ

て、そうするとですね、やっぱり家

と調査をしてみなきゃいけないとい

賃をしっかりきちっととっていくと

うことがあります。この辺を勘案し

いうことがありますし、それもやっ

ながら我々としてはですね、検討し

ぱり返済可能な家賃をですね、きっ

てみたいというぐあいに思いますの

ちりとっていかなきゃいけないとい

で、 これはもうしばらく 時間をい

うようなことがあってですね、我々

ただきたいなということでございま

としては行政側がそのPFIに対して

す。よろしくお願いしたいと思いま

支援をするいろんな資金的なものと

す。

いうのは、これは法でいろいろやっ

児玉賢一郎議員

ぱり決められているわけでございま

企業のメジャーとしまして、これ

して、その辺の数値がですね、なか

はもう利益追求というのは当然のこ

なか合わない状況が出てきてて、最

とでございます。ただいまおっしゃ

近PFIがですね、あんまり言われな

いましたように、非常に今が安い状

くなってきたということでございま

況で建設ができて、また阿久根にそ
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か。お尋ねをいたします。

ういう木造等の住居が一番適合して
いるのではないかと、そういうふう

斉藤市長

におっしゃっているわけですから、

その辺はですね、15番児玉議員に

そういう部分にでもPFIが100％い

お答えを、できるだけ早く結論を出

いわけじゃありませんけれども、最

してですね、やっていきたいという

近のを見ましても、鹿児島市が新鴨

ぐあいに思っております。寺山住宅

池公園プールの整備運営に利用して

などの起債返還の時期がやってまい

おりますし、児童増を図ることを目

り ま し た。 こ れ か ら で す ね、 あ の

的としてPFIがさらに発展したPPP

住宅に対しても起債返還をしてい

方式で旧知覧町で、また川辺町では

かなきゃならないわけでございまし

地域の活性化を図るために、川辺町

て、そういう総合的な判断の中でで

の地域活性化住宅条例を平成13年９

すね、どの程度の返還能力がいいの

月14日に施行しております。鹿児島

か、その辺はですね、十分勘案しな

県もPFI等導入基本検討を平成16年

がら総合的に判断をしてですね、早

11月に発表いたしております。

急に結論は出していきたいというぐ

やはりいろんなできない状況の中

あいに思っておりますので、もうし

ですけれども、こういうやはり先例

ばらく時間をいただきたいと思いま

もあるわけですから、ぜひ検討して

す。よろしくお願いいたします。

いただいてつくっていただければで

児玉賢一郎議員

すね、またその住宅に入るためにい

少しでも早く快適な住環境ができ

ろんな人が来れば人口の増にもなる

ますことを期待して、この件の質問

し、あるいはまたちょっとした過疎

を終わりたいと 思います。 金がな

といえばおかしいですけれども、そ

いときは知恵を出せと言われますの

ういうところにもつくってもらえれ

で、ぜひよろしくお願いをいたしま

ば、そこの先ほど来出ております限

す。
ごみの減量化についての質問でご

界集落の解消にもなるのではないか
というふうに考えております。

ざいます。20年当初予算に資源ごみ

ぜひですね、この際何かそういう

売却に伴う収入金の一部を地域に還

のを専門に検討していただいて、早

元するとなってますが、この使途に

急な形で何か方針を出していただけ

ついてお尋ねをいたします。

ればと思うんですが、その辺のとこ

佐潟市民環境課長

ろはいかがなもんでございましょう
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15番児玉議員に補足してお答えを

か、その大体どれぐらいの金額にな

いたします。

るもんですか。

〔「声が小さいのでマイクを」と呼ぶ
者あり〕

佐潟市民環境課長
15番児玉議員に補足してお答えを

19年度有価物の売り上げを地区に
還元するということへの質問でござ

いたします。

いましたけれども、売り上げの30％

衛生自治会の加入戸数と均等割と

以内をめどとして、予算の範囲内で

いうことで、一番区に加入戸数の多

79区の衛生自治会に還元してまいり

い区が425戸ということでございま

たいということで考えているところ

して、均等割を各区に１万円ずつと

でございます。以上でございます。

戸数割ということで425戸で申しま
す と、 合 計 で11万9,000円 ほ ど に な

児玉賢一郎議員

るようでございます。以上でござい

そのお金の使い道はですね、それ

ます。

ぞれの自治体が自由に使っていいと
いうふうに理解してよろしいです

児玉賢一郎議員

か。何か制約があるんですか。これ

減量化にぜひなりますし、なるよ

に使いなさいとか、あれに使いなさ

うなふうな使い方をしていただけれ

いとか。

ば一番いいんじゃないかなというふ
うに思います。だけどこのおおらか

佐潟市民環境課長
特に使い道につきましては指定は

な出し方というのは最近特定何とか

しておりせんけど、ごみステーショ

財源等で言われておりますが、非常

ンの整備にというふうに区長会、衛

に先駆けをしてよろしいんじゃない

生自治会の役員会でもそういった形

かと思いますので、ところで来年も

の要望がございましたので、ごみス

ですね、この分別の成果として資源

テーションの整備の方にというふう

ごみ売却益が出るというふうに考え

に考えておりますけれども、あえて

られるんですが、この分についても

使い道の指定はしていないところで

来年度もやはり同じようことをお考

ございます。以上でございます。

えですか。お尋ねをいたします。

児玉賢一郎議員

斉藤市長

非常にこう大変おおらかな予算で

15番児玉議員にお答えさせていた

すばらしいことだというふうに理解

だきますが、資源ごみから出た売却

いたしますけれども、 大体一集落

代をですね、地域にお返しするとい

といいますか、一自治体といいます

う形でこれをやるわけでございまし
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て、そういう意味でですね、これは

そういうのをですね、公費の中で配

継続してやっていかなきゃいけない

るということもやってやれないこと

と、 そして環境整備にその地域で

ではないと思いますね。だけど、大

使っていただく、そういう方式でで

概の御家庭が今そういうものを使用

すね、今後とも続けていきたいとい

してちゃんとやっていただいて、自

うぐあいに思っております。以上で

助努力をしていただいているわけ

ございます。

でございまして、最終的に全部水を

児玉賢一郎議員

切った物をですね、ビニール袋に入

可燃ごみといいますかね、この大

れて出すというような形になってい

半は生ごみであり、台所のごみだと

るようでございますが、その辺はで

いうふうに思うんですけれども、や

すね、今後考えなければいけないと

はりこの減量化というのはそういう

ころだなというぐあいに思います。

ふうな分別というのも必要だと思い

一つの提言としてお聞きしておきた

ますけれども、やはり家庭でできる

いと思います。

ことをして減量化、例えば水切りを

児玉賢一郎議員

よくするとか、先ほども出ましたけ

資源ごみの売却益が出るというこ

れども、そういうことをやはりやる

とをですね、市民が一層理解します

というのも必要じゃないかと思うん

と分別がますますよくなりますし、

ですが、そういうときにその水切り

そういうことで減量化にも今おっ

ができるような、例えばネットをで

しゃいましたように、また何らかの

すね、ごみ袋を買い上げたときに無

形で取り組んでいただければ、いい

料でそれにつけてやるとか、そうい

方向に向かっていくんじゃ、減量化

うふうな何かこう、ことはお考えに

に向かっていくんじゃないかという

なっていませんか。

ふうに考えられます。先ほどは金が

斉藤市長

なくてできない話でございます。こ

15番児玉議員にお答えさせていた

れは金があってできる話でございま

だきますが、今市販されております

すので、ぜひひとついろいろと御検

物の中にですね、100円ショップな

討いただいて、そういうことをお願

んかに行きますとネットのですね、

いしましてきょうの質問を終わりた

そういう生ごみを入れて、結局水を

いと思います。どうもありがとうご

ちゃんと切ることができるネットな

ざいました。

んかが売っておりますね。ですから

議長（庵
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重人議員）

次に、１番木下孝行議員の質問を

きな施策とは決して言えるものでは

許します。
◎一般質問（１番

廃止は国や地方、国民にとって前向

木下孝行議員）

ないと思うのであります。

登壇

また先に明るみに出た特定財源か

20年度第１回目の一般質問をいた

らの不正な職員住宅建設や駐車場施

木下孝行議員

設、職員の福利厚生等の備品購入費

します。
ただいま国会におきまして、20年

など不適切なものは改めながら、一

度予算案とそれに関する法案等が与

部一般財源化も検討し、議論しなが

野党の攻防の中、紛糾してるところ

ら抜本的な構造改革を前提に明確な

でございます。その中でも道路特定

制度や対案を確立した上で、 地方

財源に関する暫定税率に関して存続

自治体と国民が納得する存続論、廃

か廃止かが議論の争点の一つとして

止論を論じていただきたいと思いま

取り上げられておりますが、 まさ

す。

にこの論争を地方の立場で考えたと

またそのような状況の中で、地方

き、当市を含めた全国約９割の自主

自治体に携わる我々地方議員は、暫

財源の乏しい自治体にとって、財源

定税率の現状での必要性を国に訴え

確保と自治体運営の安定、生活道路

市民に対しては説明をしていかなけ

等の環境基盤整備などを勘案したな

ればならないと思うのであります。

らば、当然暫定税率の延長であり、

それでは、関連して３問５点ほど

継続を望むのは当たり前のことであ

市長には質問をいたしますが、わか

ります。また国民の負担を考え、安

りやすい明快な答弁をお願いしま

易に廃止を優先してもすべての国民

す。

の負担が減る確証はなく、逆に国民

１問目、20年度予算案について、

の安心・安全が損なわれる可能性を

暫定税率との関連性について。20年

秘めているのであります。

度予算案について編成に当たり、暫

例えば、25％揮発油税を含む関連

定税率見込みでの計上であると、２

暫定税率の財源不足が丸々発生し、

月号での市報での広報もありまし

全国的に進む少子高齢化に対する社

た。

会保障費の財源不足や地方格差の是

その中で暫定税率廃止の場合、１

正に関する財源不足、その他の財源

億600万 歳 入 減 に な る と あ り ま す。

不足などの確保を含めて、透明かつ

私も継続を望むことといたしており

明確な施策のないままの暫定税率の

ますが、実際に暫定税率廃止が確定
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のときはどこから財源を持ってくる

す。今このような集落が当市におい

のか、 財政基金等 から切り崩すの

て現在幾つあるのか、また10年後に

か、また緊急財政債というような形

は幾つになるのか、また対策等を考

をとり、市債を発行して賄うのか、

えておられるのであればお伺いしま

それとも１億600万円歳入減のまま

す。この質問は先ほど３番議員と重

執行するのか。その場合に削減され

複するところもございますが、よろ

た部分にどこの財源を充てて行う

しくお願いします。

か。そしてどの程度の市民に対して
の影響が出るのか、出ないのか。市

３問目、来月の新年度より改革・
改定される各医療制度について。

報で教育・福祉などのサービスに影

１点目、新年度スタートの後期高

響が出ると可能性を示唆した表現で

齢者医療制度について。75歳以上の

あったか思いますが、その対案とい

後期高齢者医療制度がこの４月から

いますか、修正案をお伺いします。

スタートします。鹿児島県後期高齢

２問目、限界集落の進行状況と対

者医療広域連合 は、 保健３事業は

策について。全国的に少子高齢化の

実施しない決定をしたと聞きます

進む中、 当市も２月７日の新聞記

が、今まで老人保健医療で当市でも

事によりますと、65歳以上の高齢化

保健３事業の中のはり・きゅうと人

率が34.3%で県内48市町村の中で高

間ドックは助成をしていたのである

い方から12番目で、14歳以下の年少

が、この制度改革で助成したのであ

人口率、少ない方から15位との記事

るが、当市としてこれを継続して助

が出ておりました。この数字でいえ

成を行うのか、来月からのスタート

ば、我が阿久根市も県下で悪い方か

を前に、その対応をお伺いします。

ら12番目と15番目であり、子供が少

２点目、新年度、来月からスター

なく老人が多い、いわゆる少子高齢

トする診療報酬改定について。来月

化率が県内でこの順位にあると確認

４月１日から診療報酬改定が行われ

できるのでありますが、国の示す限

ます。それに伴い、その内容を市民

界集落の条件の定義が、65歳以上の

に対して早めに認知してもらうべき

高齢者の数が50％以上の集落で、機

改定項目があると思うのですが、例

能維持困難な集落と定義がありま

えば、その中の項目に薬を選べるよ

す。先日の県議会の企画部長の答弁

うになりました。薬局や医者に行っ

では県全体で365集落あるとのこと

て後発医薬品、別名でジェネリック

ですが、 そこで市長にお聞きしま

と言います、 を出してもらえれば
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薬代が約半分で済むということに

たり、計算をしたりする。できるだ

なっております。そして診察料、正

け一人でいることを避け、人と会い

式には外来管理加算費と言うようで

コミュニケーションをとることで脳

すが、それを５分以内の診察は患者

の前頭葉を刺激し、前頭前野を活性

に請求できないなど改定しているの

化する。すなわち、脳の働きをよく

ですが、市民にとって非常に身近な

するというような講演をしていただ

問題であり、特に高齢者の方には認

きました。また、このようなことを

識していただき、より医療負担の少

実際に事例として何人もの方がアル

なくて済むようになったことを市民

ツハイマーの病気から復帰をした結

の方に市として改定に伴う広報及び

果や効果を発表されました。こうい

周知活動を行うこと、時期を考えて

うことをぜひ市民の認識・知識とし

おられるのであればお聞かせくださ

てなじむような方向に持っていき、

い。

痴呆、いわゆる認知症対策、アルツ

３点目、老人医療及び介護保険医

ハイマー等を初めとする患者やその

療費抑制について。この老人医療費

介護者の負担は非常に大きく、 そ

や介護保険医療費の抑制、この問題

の軽減策であり、老人医療費及び介

は地方自治体にとって、特に当市を

護抑制の観点から、市民に広く認識

含めた少子高齢化の進む自治体には

していただき、単なる講演で終わら

財源を含めて大きな課題であり、懸

ず、いいものは取り入れていくべき

念でございます。このような中、先

と思います。ちなみにその講演、同

日健康増進の観点から見たとき、非

僚議員の方が４名出席されておりま

常にすばらしい講演を東北大学の川

したけど、同じような認識であると

島隆太教授を迎え、生涯学習課の方

思います。市長はどのように思われ

で文化講演の一環で組んでいただい

るかお聞きします。これで１回目の

たところですが、市長もこの講演を

質問を終わります。

聞いておられたと思います。この講

斉藤市長

演の事例の中に、ぜひ今からでも実
践できるような知識や運動、作業が

降壇
登壇

１番木下議員にお答えをさせてい
ただきたいと思います。

ありました。例えば、男性でも女性

まず最初に道路特定財源にかかわ

でも年をとったら他人に任すのでは

る暫定税率の関係でありますが、平

なく、自分で料理をする。毎日10分

成20年度当初予算案の中で、いわゆ

ぐらいの簡単な読み書きを声を出し

る道路特定財源にかかわる自動車重
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量譲与税等を初めとする歳入科目に

講じる予定でございます。市政の運

つきましては御指摘のとおり、暫定

営については、市民の皆様に御迷惑

税率が継続されるという前提のもと

がかからないよう対処してまいりた

に予算案を編成いたしております。

いというぐあいに思っておりますの

これは暫定税率についての方針が

で、どうかひとつよろしくお願いを

明らかにされていない現段階におい

申し上げたいと思います。

ては、国が示した平成20年度の地方

次に限界集落につきましては、現

財政計画に基づき予算編成を行うこ

在本市において65歳以上の高齢者の

とが適切な財政運営であると判断し

数が50％以上の集落が幾つあるかと

たところでございます。

の御質問でありますが、鳥飼議員に

地方財政計画に示された伸び率を

もお答えしましたとおり、平成19年

もとに算定し、一定の留保を考慮し

度11月現在、高齢化率50％以上の集

て計上したものでございます。 こ

落は13集落でございます。また御質

のようにして算定した道路特定財源

問の10年後の集落数でありますが、

にかかわる歳入科目の合計額は２億

これはおおよそ推計によるものであ

1,800万円程度でございますが、暫

りますが、30前後の集落が高齢化率

定税率が廃止された場合の交付見込

50％を超えるものと推測されており

み額は１億1,600万円となる計算で

ます。またその対策についてであり

ございます。１億200万円程度の財

ますが、本年１月全集落を対象に調

源不足が予想されます。もし暫定税

査いたしました集落機能の維持が困

率がなくなればですね、平成20年度

難なものについての集計結果からで

予算でいくと１億200万円程度財源

すね、１位が農作物の鳥獣による被

不足が予想されるということになり

害が増加してくるということ。これ

ます。仮にこのような事態が生じた

がですね、なかなか防ぎにくくなっ

場合については、減収補てん債の発

ていくということが一つあります。

行など国において何らかの対応方針

２位がですね、周辺の雇用の場がな

が示されるものと思っております。

いということがですね、 より顕著

そのことを言ってもおいでになりま

になっていくということでございま

すが、万が一そのような対応がなさ

す。それから３位がですね、耕作放

れなかった場合についても必要に応

棄地が増加していくということが上

じてですね、財政調整基金等の取り

位となっており、必然的にこれらの

崩しなどによる財源の補てん措置を

解消に向けた対策がですね、求めら

−183−

れることから、これらの集計結果を

は助成は受けられなくなります。な

踏まえ、集落の方々を初め関係者と

お温泉利用券の制度は当市でありま

の連携を図りながら、定住・雇用な

せんでした。今日までありませんで

どの施策を中心に取り組みを強めて

した。

まいりたいと考えておりますので、

次に、診療報酬改定についての広

よろしくお願いを申し上げたいと思

報周知について、後発医薬品の使用

います。

促進を例に上げてのお尋ねであり

次に、後期高齢者医療制度はです

ますが、後発医薬品とは、先発医薬

ね、県内すべての市町村が加入し、

品、新薬の特許が切れた後、同じ主

広域連合として本年４月からスター

成分と効能で別の製薬会社が発売す

トすることになりますが、この広域

る薬のことで、ジェネリック医薬品

連合において、はり・きゅう等の保

と呼ばれておりますが、これは一般

健事業を実施するのかについてのお

医薬品という意味でございまして、

尋 ね に つ き ま し て は、 は り・ き ゅ

このジェネリック医薬品と呼ばれて

う、温泉利用券、人間ドックの助成

おりますが、多額の開発費がかから

事業は連合としては未実施の市町村

ないため価格が安く、国においては

もあることや福祉事業として一般財

医療費の抑制のためにも後発医薬品

源で実施しているところもあり、実

の使用促進を図ることとしており、

施する場合には保険料の増額によ

今回の診療報酬改定の中で、後発医

る負担増や鍼灸師のいない市町村や

薬品の促進策として、処方せんの様

温泉がないところもあり、不公平が

式を見直すこととしております。こ

生じることから後期高齢者医療広域

れは現在の処方せんにある医師の署

連合では今のところ実施しないこと

名欄に後発品に変更可の場合にサイ

となっております。阿久根市ではは

ンしていた様式を逆にして、後発品

り・きゅうの助成については、国民

に変更すべきでないと判断した場合

健康保険の加入者については国民健

のみ変更不可にサインするように改

康保険特別会計で、後期高齢者医療

め、患者は薬局の窓口で希望すれば

の加入者については一般会計で引き

後発品に変えられるようにしようと

続き助成が受けられることになって

するものでございます。

おりますが、人間ドックの助成につ

また、外来管理加算は相談料とし

いては国保の被保険者を対象として

て再診料に上乗せ算定できるように

いることから、後期高齢者について

なっていますが、適用要件について
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厳格にするなどの方針であるようで

によってですね、今後十分に医療費

ございます。なおこれらの診療報酬

抑制に役立てていきたいというぐあ

の改定等については、今後国からの

いに思っておりますが、今申し上げ

通知等を見ながら市報等による広報

ましたようにですね、今回の後期高

周知を行ってまいりたいと考えてお

齢者医療制度の導入に当たってです

ります。

ね、介護保険、国民健康保険、後期

次に、老人医療及び介護保険医療

高齢者医療保険、こういう制度がい

費抑制についてでございますが、高

ろいろ改正をされました。その一番

齢化の進展に伴って医療費の高騰

大きなもとがですね、結局この健康

は本市にとって大きな課題でござい

健診を受けるということがですね、

ます。高齢になるにつれ医療が必要

もう義務づけられてくるということ

になるのは 当然の流れですが、 そ

でございまして、市民がですね、必

うなる前の元気な期間を保つための

ずこの健康健診を受けるという、そ

健康づくりが重要です。先月講演を

ういう認識をしっかり持っていただ

いただいた川島隆太教授が提唱され

くということが非常に大事でござい

る よ う に、 読 み・ 書 き・ 計 算 な ど

まして、きのうも実はですね、出水

のトレーニングが認知症予防に有効

地区老人クラブ研修会が阿久根の老

であることがわかっております。し

人福祉センターで行われまして、出

かし、老人医療費や介護給付費等の

水、長島、阿久根の老人クラブの皆

高騰には生活習慣病が最大の原因と

さん方がお集まりになられた会場に

なっており、まずは食生活や運動な

私もあいさつに行ってきたわけです

ど生活習慣の改善が第一と考えてお

が、そこでも申し上げました。今回

ります。平成20年度からは生活習慣

の医療制度の中で一番大きなものは

病予防に重点を置いた特定健診や特

ですね、みんながやっぱり健康診査

定保健指導 も始まることから、 保

を受けていただくということが大事

健センターを初め市内の幾つかの拠

でございまして、これはですね、無

点施設において生活習慣改善を含む

料で受けられるようになります。で

介護予防教室の定期的な開催を計画

すから人間ドックの補助がどうこう

しており、運動を中心として栄養や

というよりも、まずこの健康診査を

認知症予防に加え、口内の健康につ

年に１回必ず市民の皆さん方に受け

いても普及に努めていく予定でござ

ていただくということがですね、大

います。このような努力をすること

前提でございまして、これを５年間
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の間にですね、この受診率を60％以

て、非常に高い率だというぐあいに

上に上げないといけないわけです

私も思っておりましてですね、これ

ね。60％というのは非常に簡単なよ

をクリアするのは非常に大変だと

うにありますが、今阿久根市はです

思っておりますが、平成24年の目標

ね、なかなか30％に到達しないんで

値が65％以上でございます。これを

す、市民全体の受診率がですね。こ

クリアしないとですね、いろんな医

ういう意味で60という数字は非常に

療補助がですね、その自治体に対し

高いハードルでございまして、我々

ては削減されてくるという非常に厳

としてはこれには全力を上げてです

しい制度でございまして、この数字

ね、５年以内に60という数字をクリ

目標は我々にとっては非常に高い

アできるような運動展開をしていか

ハードルだというぐあいに思ってお

なきゃいけないというぐあいに思っ

りますので、どうかひとつよろしく

ておりますので、どうかひとつ御協

お願いしたいと思います。以上で訂

力のほどをよろしくお願いを申し上

正させていただきます。
木下孝行議員

げたいと思います。
以上でございます。よろしくお願
いいたします。
議長（庵

降壇

まず１問目ですけど、この暫定税
率が仮に廃止になった場合は、国か
らの補償債ですか、これで国の方が

重人議員）

この際、暫時休憩いたします。

どうにか補ってくれるだろうという

休

憩

午後１時58分

予測であり、数字的には実際には１

再

開

午後２時09分

億200万ということでありますけど、

議長（庵

暫定税率自体のですね、存続をやっ

重人議員）

休憩前に引き続き会議を開きま

ぱり強く求めていかなきゃいかんと
いう、こういう前提で話をしていか

す。
議事を継続いたします。

なきゃいかんのじゃないかなと。廃

先ほどの市長の説明で数字の訂正

止でですね、歳入減で、当初予算を

がありますので許可いたします。

変更してやっていけばですね、 当

斉藤市長

然建設費を含めた投資的経費にしわ

１番木下議員 に申しわけござい

寄せがいくわけであって、ここ数年

ま せ ん が、 先 ほ ど で す ね、 特 定 健

の交付税の削減でですね、市民の生

診受診率を60％以上と申し上げまし

活道路を含めた環境整備も縮小さ

たが、これは65％以上でございまし

れたり、延期されたりしながらです
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ね、ましてそれに携わる関連企業で

さまざまな問題があり、特に当市も

すね、具体的に言えばもう建設業で

中山間地の集落を抱え、台風や豪雨

すよね、これはもう疲弊しているわ

時の時期は非常に心配する集落や地

けですよね、実際に。だからこうい

域があるのが現実でございます。

うような制度がまかり通って、押さ

そ う い う 中 で で す ね、 当 市 と し

えつけられていけば極端な形、企業

てこのまま放置したら間違いなく10

はもうなっていかない状況がもう出

年後は半分になるということでです

てくるわけでございまして、そうい

ね、もう平野部まで過疎集落が出て

う意味で今回の暫定税率はですね、

くる、過疎というか限界集落が平野

社会保障、環境整備、産業の活性化

部まで及んでくるというような状況

に直接つながる大きな問題であると

がまさに見えてくるわけですね、こ

いう観点でですね、三位一体、地方

の数字でも。ではどのようなことを

分権を含めた見直しや抜本的制度改

やればいいかと、 これは私の一つ

革の早期確立をですね、市長には一

のプランとしての提言ですけどです

人でできるわけでもございませんの

ね、よそというか全国的にこのいわ

で、他の自治体、首長と一緒にです

ゆる定住促進対策はほとんど全国的

ね、これからも強く国に対して陳情

に今やっているわけですよね。阿久

を、これはお願いして終わります。

根市はいまだまだこれには手をつけ

２ 問 目、 限 界 集 落 に つ い て で す

てないというのが現実です。そうい

ね、 先ほどの数字的資料 も言われ

う中でですね、私のプランで取り上

ました。現時点で13集落、10年後に

げてもらえるのか、もらえないのか

30集落、阿久根市の集落が先ほど79

それはわかりませんけども、空き家

だったですよね、それからしたら10

や隣地の農地の紹介をインターネッ

年後には約半数になるということ

トを含めた市の窓口を開設し、阿久

ですよね。これは大変なことですよ

根市のアンテナを使い、Ｉターン、

ね。そういうのでですね、限界集落

Ｕターン、市内外の希望者を定住し

といういわゆる、場合になったとき

ていただく取り組み、具体的に言え

にどんな状況になるかというのは先

ば空き家や隣接する農地を写真など

ほど市長も言われたとおりですね、

で紹介し、その地域に関する農産物

住民の相互扶助や集落機能の低下、

や環境を同時に紹介し、それに関す

農地の放棄地や森林保全管理の荒廃

る関係団体や集落等と協議をし、仲

などで悪循環から発生する災害など

介をし、集落維持や促進に、また定
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住者には家の新築・改築費などに一

れに対してどのような手だてを打っ

件当たり仮にですけど、仮に上限を

ていくかということを決めていかな

100万程度の助成を設定して、集落

きゃいけないだろうなというぐあい

再生と農業の担い手育成、または定

に思っております。今一番そういう

住促進事業を同時に考えてはいかが

ことに真剣に取り組んでおいでにな

かと私は思いますが、ちょっとこれ

るのは尾崎地区でございますし、そ

に対してお答えをください。

れから弓木野地区でございます。こ
の辺にはですね、特に弓木野地区に

斉藤市長
限界集落の問題についてはです

は新しい家が何軒か建って、若い人

ね、 本 当 に 深 刻 な 問 題、 特 に 阿 久

がＵターンをしてきて、家を建てて

根みたいな過疎地についてはです

ちゃんと住んでですね、そしてまた

ね、ますますこれから高齢化率が高

農作業に従事したり、片一方ではど

くなっていくとですね、やっぱり子

こかに勤めながら農作業とですね、

供さんが生まれる数と亡くなってい

並行してやっていくというような人

く数とが合わない状況がございまし

も来ております。

て、自然減少、これはなかなかとめ

ところがこういう形での人口増と

られない状況がございます。そうい

いうのはですね、そう大きく計算し

う中でどういう対策を打っていくか

ていくような 形にならない。 きの

ということでございますが、これは

うの新聞のように出水のですね、工

やっぱり大きく言ってやはり交流人

場がいきなりテレビの画面のです

口をどうやって増やしていくかとい

ね、生産をストップするというよう

うことがまず一つ大きな問題だろう

なことになってくると、どんと600

と思います。それからもう一つは工

人ぐらいの人がですね、仕事がなく

場の誘致をですね、もっとやっぱり

なるというような状況、これはそう

積極的に進めなきゃいけないという

はしないということを今会社は言っ

ような問題もございます。それと同

てるようでございますが、そういう

時に、今１番木下議員がおっしゃっ

状況というのはこれからグローバル

たようにですね、やはり各集落を十

な競争の中では起こってくるわけで

分に調査して、その地域の皆さん方

ございまして、ということは逆にで

と十分に話し合って、どういう取り

すね、そういう先端技術の企業がど

組みをしていくかということをその

んと地方へ出てくるというようなこ

集落集落で方針を決めてですね、そ

ともあり得る。あるいは今地方にあ
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るものがどんと外国に行ってしまう

ですね、考えていかなきゃいけない

ということもあり得る。あるいは日

というぐあいに思っております。先

本国内でよそに行ってしまうという

ほども３番鳥飼議員に申し上げまし

こともあり得るということもござい

たように、今企画調整課の方ではで

ます。５月になりますと倉津一人さ

すね、そういう調査を十分にやって

んのですね、鹿児島金属の社長の一

おりまして、その調査の結果でです

周忌が行われるわけですが、鹿児島

ね、集落に入って集落の方々とその

金属が今阿久根で頑張っていただい

集落で空き家になった家をどう活用

てるわけですけれども、会長が亡く

するかというようなこともですね、

なってですね、その後ちゃんと阿久

今後十分取り組みをしていかなきゃ

根で維持してやっていけるかという

いけないということがあります。た

ことを我々も随分心配しまして、息

だ、ＵターンとかＩターンとかいっ

子さんである社長とも何遍もその辺

てですね、 ただでは帰って来ては

は話し合いをしてやってきたわけで

いただけないし、あるいは都会にお

すが、今のところですね、本当にこ

いでになる方がですね、阿久根の景

う残業をしなきゃならないほど仕事

観のいいところで住みたいと、そう

はですね、十分にあるということで

いう超田舎に住んでですね、野菜づ

今やっていただいているわけでござ

くりをしてみたいとかいうような方

いまして、これらもですね、あぐら

がおいでになっても、それだけでは

をかいてしまったらいつだめになる

なかなか定着していただけないわけ

かわからないという状況があるわけ

で、そういうことを集落で取り組ん

でございまして、より精密な、より

でいけるような状況をですね、今後

高度の技術を持って、やっぱり生産

つくり出していかなきゃいけないな

を続けていかなきゃいけないという

というぐあいに思ってますので、そ

ことがございます。そういう意味で

の辺はですね、我々もこれから積極

は地元に今ある企業もですね、常に

的に取り組んでいきたいというぐあ

気を配りながら、 そういう企業が

いに思っております。どうかひとつ

きっちり阿久根市内に今後とも生き

よろしくお願いを申し上げたいと思

残っていける道はですね、お互いに

います。以上でございます。

手助けをしながらやっていかなきゃ

木下孝行議員

いけないというぐあいに思っており

ただいまの集落の、まさに今市長

ますし、そういう中で集落の問題も

が前向きな考えを述べられまして、

−189−

大変いいことだなと思います。まず

まずはそういうベースをですね、実

はですね、さっき数字で見えるよう

際今ないと思うんですよね。だから

に後10年後は約半分に、急速に進め

そういうベースをきちっとつくっ

ばもっといく可能性もあるわけで、

て、またそういう協議会を発足して

何か対応しなきゃいけないというの

ですね、やっていただきたいなと思

がまず一つでありますので、そうい

います。これはこれで終わります。

うまずは今のお言葉を守っていただ

続いて３問目ですね、３問目の１

き、早急に総合的な観点から協議す

点。人間ドックの方はできないとい

る場を早急につくっていただき、関

うようなお話でございますけど、単

係団体と早くこのことが進むよう

純に考えたとき、今まで老人医療で

な、また形ができるようなことにさ

はしてたものがなぜできないのかな

せてもらいたいなと。

というのが、同じはり・きゅうも単

もう一つ、一つつけ加えていただ

独でやるわけでございますし、 そ

きたいのは、さっき言われた企業誘

れで人間ドックも今まで老人医療で

致ですね。今の鹿児島金属のことで

してて、後期高齢者に変わってその

あったり、 きのうのNECのことで

分だけはもうできないというのは

あったりしても、これは当然来ても

ちょっと、私にはちょっと理解でき

らえばメリットもあれば当然デメ

ないんでありますが、実際にこの75

リットも出てくるという覚悟で誘致

歳を過ぎて、去年、おととしの人間

するわけですから、だけど企業誘致

ドックの受診者のような正確な数字

すること自体がメリットと思って行

でもわかれば教えてもらいたいと思

動しなきゃ、デメリットを考えたら

います。

そういう活動はまず阿久根がよくな

斉藤市長

ることはないということですので、

１番木下議員にお答えをさせてい

その基盤となるですね、 やっぱり

ただきますが、18年度のですね、集

ベースですね、この情報、今の私が

計でよろしゅうございますかね。18

言ったプランであっても、企業誘致

年度の集計でいきますとですね、18

であっても、まずはベースになるこ

年度で実施しました国保会計での人

とを、情報ですよね。インターネッ

間ドックの利用者はですね、139人

トであってもいいし、阿久根出身の

であり、75歳以上の方は22人の利用

県人会をフルに使ってもいいし、阿

者でございます。国保加入者だけを

久根大使をフルに使ってもいいし、

考えますと、一人当たり２万3,000
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円の助成でありますので、22人分で

のかなと、はり・きゅうと同じよう

は50万6,000円 と な り ま す。 数 値 的

に助成してやってもいいのじゃない

にはこういう数字になります。それ

かなと、そういう認識をしておるん

でよろしゅうございますかね。

ですが、この点にもう一回お答えも

それで後期高齢者全体を考えます
と、後期高齢者に該当する人をです

らえますか。
斉藤市長

ね、全員やれということになると、

この辺の受けとめ方なんですが、

これは財政的に到底もてるもんじゃ

結局これをですね、やっていくと予

ないなということでございまして、

算はですね、 倍々ゲームでこう 増

もしそれを全員にやるとなればです

えていきます。昨年乳幼児医療を完

ね、 後期高齢者 に対する保険料を

全無料化しましたね。これは議会の

ぐっと値上げしなきゃいけないとい

御承認をいただきまして完全無料化

うことになりますから、これらにつ

しました。ところが、その当時使っ

いてはですね、やっぱり特定健診を

てた乳幼児医療費がですね、もう既

しっかり受けていただくということ

に３倍ぐらいに膨れ上がってきてま

が大事だということでございます。

すね。だからこれはですね、完全無

以上でございます。

料化するということは非常にいいこ
となんですけど、それによってです

木下孝行議員
ちょっと今市長の言葉が理解でき

ね、お互いが首を絞めるような形に

なかったんですが、74歳以下が139

なりかねないということもあります

人で77歳以上が22人という数字であ

から、やっぱりこれはある程度抑制

れば、本年度の予算等でも一人２万

をかけながらやっていってですね、

3,000円という数字が出てきている

財政状況を見ながら市民の皆さん方

んですけど、今言われた総額が約50

に負担をかけない形の中で、最善の

万円ですよね。健康増進、いわゆる

方法を見つけ出していくということ

さっきの健康増進の立場から、観点

が大事なわけでですね、 この辺は

から言えば50万ぐらいであれば助成

そういう意味で、結局今は22名の方

してあげてもいいのかなと、私はそ

を計算すると50万6,000円ですけど、

ういうふうに思うんであって、後は

75歳以上の人は約5,000人おいでに

もう市長が決めることであって、私

なるわけですよね、後期高齢者医療

は50万ぐらいであれば今までどおり

の対象になる人が。この方たちがで

75歳以上の人も助成してやっていい

すね、22名でおさまるかということ
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になるとですね、これはまた大変な

なり、実態的にもかなりの結果が出

数字になっていくなということにな

てくると思うんですよね、制度が変

ります。そうなってくると、やっぱ

わってきて、負担が実際に目に見え

り我々としては義務づけられる健康

て出てくるわけですので。そういう

診断から受けていただきたいとい

中で、できるだけ老人の負担を抑え

うことなんですね。大概の病気はで

る努力をやっぱり行政はすべきじゃ

すね、この健康診断でほとんど発見

ないかという観点で今言ったわけ

されております。そういう意味では

で、当然この75歳を過ぎてですね、

ものすごい金をかけて人間ドックに

この人間ドックを受ける人たちは多

入って、頭のてっぺんから足の先ま

分割と富裕層じゃないかなと私は個

で全部検査された方がですね、 異

人的には思うんですよ。実態がわか

常なしで帰って来られて、阿久根の

らないもので、一応今話をしたとこ

健康診断を受けてですね、がんが発

ろですけど、とにかくこの高齢者医

見されてですね、それで命拾いした

療制度というのは、いわゆる弱者の

という方が何人もおいでになるわけ

高齢低所得者に対する格差がこれか

ですね。そんなふうでやっぱり、健

ら生じる、後期高齢者医療制度自体

康診断をまず受けるということか

のですね、我々議会もこの前意見書

らですね、みんなが意識改革をして

を出したぐらいですので、これが必

いただいて、そういう習慣を身につ

要性をまず疑う、まだ私は疑ってお

けていただくことからやっていった

ります、この制度自体をですね。制

方がいいんじゃないかというぐあい

度化され、制度化された以上はこと

に思います。そういう意味でそのこ

は我々議会はやっぱり市民に負担の

とには全力をあげなきゃいけないな

ないようなことをしていかなければ

と思っております。以上でございま

いけないわけでありますので、ちな

す。

みにこれからですね、75歳以上の年
金所得、75歳以上の後期高齢者の中

木下孝行議員
75歳 以 上 は5,000人 で、18年 度 で

でですね、60万円以下のですね、年

22名の利用者ということで私は大し

金所得者ですね、 いわゆる所得が

て変動はないんじゃないかなと思

60万しかない年金者が5,000名の中

いますけどですね、後はなぜ私もこ

の2,400名いるわけですよ。約半分

ういうのを言うかというのは、実際

ですね、半分は60万円以下、年間60

に後期高齢者というのがこれからか

万円以下しかもらっていない市民
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なんですよね。 この人たちがです

に対してはですね、広域の対応を見

ね、またその中でですね、30万円以

ながらですね、市が考えなきゃいけ

下というのが約500名いるわけです

ない部分はこれからまた独自で考え

よ ね、75歳、 約 １ 割 で す ね、5,000

るような、そういうお考えを持って

名だから。１割は30万円以下なんで

いただきたいということで要望して

すよね。だからこういう人たちがで

終わります。

すね、仮に医療を受けるとき、病気

そして２問目に入ります。

をしたときですね、仮に30万、60万

時間がないですので、今回の医療

円以下の人が病気を受けたときに、

改定ですね、いろいろと市長も言わ

医療費に１万5,000円まず要るわけ

れたんですけど、まさにジェネリッ

ですね。これは軽減措置があって１

クに言わしてもらえれば、先ほど言

万5,000円です。食事代が一人一番

われたみたいに診断書の中にそうい

安い低所得者１ですか、これで一日

う項目を書いてもらわんと使える

100円だから3,100円要るわけですよ

か、使えないかは医者の判断なんで

ね。介護保険費が1,800円いるわけ

すよね。だからできるだけそういう

ですよね、軽減措置があって。それ

阿久根市内の協議会は予算にも載っ

で後期高齢者保険費が1,100円で２

てますけど、行政と医療との協議会

万1,000円、もう要るわけですよね、

があるみたいですので、 そういう

入院したときに。これに家賃とか、

中でしっかりと患者にはそういう使

もし部屋がない人は家賃、家がある

えるような、そういう印鑑の押し方

人はこれに固定資産、その他もろも

をしてくれと、そういう要望をぜひ

ろローンがあったりすればいろい

していただきたいと。負担が少ない

ろあるわけですよ。30万以下の人は

ような方に行政としてもやっていだ

まずこれは生活ができないんですよ

きたいということを、これ要望しま

ね、これが。これは実態だと思いま

す。

すよ。だからこういう中で、いわゆ

いろいろとこの医療改定でほかに

る保険証を取り上げて、一年半した

もあるんですけど、ちょっと時間が

ら資格証に切り替える。これからい

ないので、これはすべて医療機関の

ろいろ問題が出てくると思うんです

方たちと協議をしてもらって、その

よ。多分対象者になる数はごくわず

中でそういう市民に負担のない制度

かとは私も思いますけど、そういっ

は十分浸透できるような形をとって

た問題を含めてですね、これは市長

いただきたいということで、これは
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るやつですから、65％なんてとても

要望して終わります。
３問目ですね、いわゆる健康増進

じゃないけど私から見たら想像でき

じゃなくて抑制ですね、医療費抑制

ない範囲なんですよ。今が30％台で

ということでですね、いろいろと先

すよ、実際私もあまり行ってないで

ほど市長も老人保健医療の改定の特

すけどね、健診は。もうこれを65％

定健康診査が今からあるんだという

に上げるというのは至難の技です

ことを言われましたよね。まさに役

よ。基本的にもう後期高齢者が後５

所も一緒ですけども、団塊の世代が

年後には削減されるような、そのよ

これからもう、去年、おととしぐら

うなものですよね、私から見たら。

いから団塊がぼんぼん出て行って、

一生懸命これから啓発活動をやって

この人たちがあと10年後ぐらいには

65％までは持っていかなければいけ

この後期高齢に入ってだんだんいく

ないとは思いますけれども、そうい

わけですよね。そういう中で、いろ

う中で、 こういう今までいったや

いろ周知、こういうまさに今の後期

つをフルにですね、まずはこういう

高齢のそういうのもですが、まさに

医療制度を含めてですね、すべて今

この保健、健康診査ですね。それと

言った３問目の３項目ですよね、健

さっき最初の質問であったみたいに

康増進も含めて。すべてこれからは

予防ですね。今も市でやっている事

周知活動、何回も何回も市民の人に

業はいっぱいあると思うんですが、

知ってもらう努力をして、使える努

その中でいい物悪い物、ある程度こ

力を市民の人たちが、先の医療改定

こら辺でチェックをしてですね、い

でもありますし、知識を与えてあげ

い物は残し、いい物は続け、別に費

んと、やっぱり活字、市報を１回見

用対効果で言うわけじゃないんです

ただけじゃ、はっきり言って見てい

けど、効果がなくてもこれは残すべ

る人もいなけりゃ、見ている人もい

きものも確かにあるとは思うんです

る、見てない人もいる、どこまで伝

が、そういうのをえりすぐりながら

わったかわからないわけですよ。こ

ですね、やっていきですね、特定健

の一年間のうち何回となくですね、

康健診ですけど、基本的には私はあ

一枚二枚多くなるかもしれんけどで

まりよくはないと思うんですよね、

すね、そういう周知活動と認識をし

この制度自体はですね。後で後期高

てもらう、そういう活動をぜひして

齢者の65％を超えなければ、後期高

いただきたいということで５分余り

齢者の医療の軽減措置にまで影響す

ましたけど終わります。
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議長（庵

話しをしていくというようなことを

重人議員）

やっていきたいというふうに思って

まだ５分ありますよ。まだ５分あ
ります。

おりますので、どうかよろしくお願
いをしたいと思います。

木下孝行議員
答弁でしたね。そういうことでで

木下孝行議員

すね、ぜひ周知活動をしていただき

どうもありがとうございます。

たいと、それに一つお答えをしてい

一つ、もう一つ要望しておきます
けど、要望というか、一つだけ確認

ただきたい。

したいんですが、イベントというか

斉藤市長
その点についてはですね、今阿久

要するに事業ですよね、増進課の事

根市も真剣に取り組んでいるわけ

業、こういうのは１年間のトータル

で、健康増進課長から答えさせます

なもので、紙一枚でもいいです。そ

ので、よろしくお願いしたいと思い

ういうのは広報で出しているんです

ます。

か。
的場健康増進課長

的場健康増進課長
１番木下議員にお答えをさせてい

イベント等については参加者をで

ただきますが、確かに今医療制度も

きるだけ公募をして、やる気のある

大きく変わろうとしています。我々

人からまずしていこうというふう

としても２月号の市報等でも周知を

に考えてますので、ほとんど教室を

しておりますけれども、なかなか市

する前には市報等で参加者を募ると

報とかあるいはチラシ等については

いう方式をとっております。以上で

見る人もいないというようなことも

す。

ありまして、なかなか反響も我々の

木下孝行議員

ところに上がってこない、そういう

最後になります。なぜそういうこ

状況でありますので、今各集落では

とを聞いたかというのは、イベント

いきいきサロンだとか、老人クラブ

や企画の１年間の事業ですね、その

の会合等も頻繁に行われているよう

たんびそのたんびの市報等へもしな

ですので、そういうところに出向い

きゃいけないと思うんですが、１年

て行って、 制度の説明をするとい

間トータルで何月何日、何月の何日

うのも必要かなと思っておりますの

は何を何をというのを、一通り一枚

で、今後周知についてはチラシ等も

つくっとってもらって、それをまず

含めて、できるだけ地元に出向いて

一年に一回、まず配っとってもらっ
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て、後をその直前のやつで広報した

と、私の判断では意欲があんまり見

り、市報に載せたりしてもらえれば

られないというふうに感じますし、

いいのかなと。私もこの前ちょっと

本年は市長選挙の年でありますけれ

ある老人の方からいろんなジョギン

ども、さらに引き続き市政を担当す

グとか、ああいうのによそに行くん

るというような文言が見当たりませ

だということを言われて、いや阿久

ん。 そこで市民は大変関心を強め

根も、私もちょっと知識不足で阿久

ておりまして、続いてされるんだろ

根から牛之浜のそういうおれんじ鉄

うか、やめられるんだろうかという

道を使っていくやつが去年あったん

のが、今巷間非常に出ております、

ですが、それぐらいしか私も認識が

はっきり申し上げて。そのようなこ

なかったもんですから、そういう一

とで、平成20年度の当初に当たり、

通り一年間のプログラムをつくった

市長の所信をお伺いをしておきたい

やつをまず出して、その後は直前直

というようなことで１番目に上げて

前で今まででいいんですけど、そう

みました。

いうのを一つつくったらどうかなと

次に、通告にしたがいまして、大

いうので、これ要望して以上で終わ

川校区の現状ということでお話しを

ります。

伺っていきたいと 思います。 大川

議長（庵

校区は次に出てくるその限界集落の

重人議員）

次に、12番平田修二議員の質問を

話、あるいは大川診療所の話、大変
こう不安の多い地域でございます。

許します。
平田修二議員）

この１年、中学校の統合問題に始ま

登壇

り、診療所の休止、あるいは今後予

多分あしただろうというような予

想されるＡマートの閉店、そのよう

◎一般質問（12番
平田修二議員

測をしておりまして、頭の中は全く

なことが続いていきますとですね、

整理はついておりせんけれども、そ

大川簡易郵便局もなくなるのではな

れなりに質問をしていきたいと思い

いかというふうに考えております。

ます。

大変厳しい問題で、先ほど11番議員

非常に厳しい国、地方も財政状況

が地方切り捨てだという話を私の隣

の中で平成20年度の阿久根市の予算

でされましたけれども、私もそのと

が示され、今議会もそれぞれ勉強を

おりだというふうに思います。やは

されているところだというふうに感

り、先ほどから話がいろいろ出てお

じながら、市長の施政方針を見ます

りますけれども、何がこうなってい
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くかというのはやはり、私には行政
にも責任があるんじゃないかという
ふうに思います。

質問をしていきたいと思います。
大川診療所が休止をするに至った
経緯ですね、これをどういうことな

そこでハードな面につきましては

のかを御説明をいただきますととも

ですね、川畑中区による県の防災工

にですね、私は大川診療所が開設さ

事、 あるいは本市がする中央線の

れたときにですね、大川校区ぐるみ

道路新設改良工事等かなりの投資を

で柳生先生の歓迎会をしました。大

県・市を含めてしていただいており

川地区連絡協議会、区長会の努力に

ますけれども、今朝晩あのかいわい

よって大変盛大な、簡素ではありま

を通るとですね、やはり遅きに失し

すけれども盛大な歓迎会が中学校の

たと言うしかないわけですね。川畑

体育館であったことを思い起こしま

の防災工事等については、私は忘れ

す。その中で柳生先生を大川診療所

もしませんけれども県へ出向いて、

に赴任していただく、当時の市長の

15年前ですけれども、やっと今去年

姿勢というものには大変なものがあ

から工事を着工して着手してる。人

り、自分の親族の運営する施設もあ

口は半減している、住んでる家も半

げてもいいぐらいの気持ちでお願い

減しているという状況の中で工事が

をして大川診療所に赴任をいただい

始まってくる。大川中央線について

たと。また赴任当時の柳生先生は、

も、これは市の直轄ですのでよくお

この大川の地に骨を埋めるつもりで

わかりですけれども、もう非常に長

診療を続けていきたいという話があ

い、もう20年になろうとしてます。

りました。私も歓迎のあいさつをし

今やっと鉄道をアンダーで通れる状

ましたけれども、自分のことはあん

況が見えてきました。しかしもう今

まり覚えておりません。で、そのよ

は大型トラックを運転をしてあの道

うな中にあったのが、どうしてこう

路を使う人は校区内にはいないわけ

いうふうになってきたのかというの

ですよね、ほとんど。ほとんどがそ

を非常に考えます。一部職員とのコ

れぞれのその企業の方とか、運送会

ミュニケーションがあんまりはっき

社とか、あるいは地震、災害に対す

りいってないという方もいらっしゃ

る迂回の道路の役目しか今後はない

います。それでも患者さんには本当

なというふうに思うところでござい

にもう親切な先生でございますし、

ます。

診療を受けられる患者さんのほとん

そこで、大川診療所について順次
−197−

ど、100％がいい先生だという評価

です。私は、実は市内の大きな病院

した、地主さんから。平田議員が山

の院長先生に主治医をしていただい

を売んなと言うでやめっくれという

ておりました。自分もこの大川診療

要請がきたが、 私の物を私が売っ

所の再設、開設に当たっては努力を

て何が悪いんですかというお電話で

しなくてはいけないということで、

した。今潟に住んでおられるんです

主治医を今の柳生先生に変えたとこ

けど、川畑さんという人だと思いま

ろでございます。そのような経緯を

す。で私は、いや私はあなたの山を

踏まえ、くどいようですけれども何

売ることに全く反対も何もしません

が要因でそういう気持ちにされたの

よと。ただ水源涵養林の役目をして

かをお尋ねをいたします。

るんで市が何とか対応してくれるよ

次に、大川の水源地周辺の山の管

うに話をしただけですよという話を

理です。実は過ぐる阿久根市議会で

しました。この辺に私の考えと市長

私は予算に関連して質疑をいたし

がそこまではいかないんでしょうけ

ました。水源地周辺の山を伐採され

ども、水道課とのギャップの差があ

てるんだが、どのようなことかとい

るように私は感じております。で、

うことを話しをしましたら、 課長

この質疑をした後、すぐ市長は水源

は市としても憂慮しているところだ

地周辺においでになり、私は本当に

というお答えでした。その後市長が

期待をしておりましたけれども、私

答弁に立たれて、私は初めて聞いた

が言うのはやはり自分の持ち物の山

という話でした。 なぜこんなに 市

を売られる値段でですね、決して高

長、課長の話にずれがあるのか。課

くはないわけですので、そういうの

長は市としても憂慮すべき問題とと

を早めに察知しながら、 市が補償

らえておると言いながら、市長は知

していくときは伐開されることはな

らないというのは私はもう納得でき

いというふうに私は判断しておりま

ませんでしたので、その後の対応に

す。私の理想とするのはそういうこ

ついてどうされたかをお尋ねをいた

とでございます。

します。重ねて水源地周辺の流域の

次に、つけ加えますとですね、公

面積、今回個人の山ですけど売却さ

社の林道がその下から上に登って

れた面積、売却された値段、そのよ

いってます。 もう水源地周辺 まで

うなことをお尋ねいたします。なぜ

届こうとしております。 このこと

このようなことを申し上げるかとい

によってですね、 やはりその 阿久

いますとですね、私にお電話がきま

根市が掲げる自然環境の保護とは

−198−

裏腹に、山菜をとりに行かれる方々

判断では安く運営できると思います

はその辺で大小かまわず用を足され

けれども、学校給食費なんていうの

ます。大川校区の水源一帯には小学

は安いにこしたことはないんですけ

校、中学校、道の駅、大川には２社

れども、それほど安くて運営できる

しかないですけど、尻無には塩干業

のか、影響はないのかという心配も

者も多数おられます。で、今回尻無

ありますので、その辺も含めてお願

に水を給水するということについて

いをいたします。

は、やはり水源を一番大切にしない

そして３番目に、最後ですけれど

と進んでいかないのが普通の考え方

も、地産地消の問題がもう皆さんか

だと思うんです。尻無に給水をする

らも出ました。この問題についてで

ために、どんどん予算をつぎ込んで

すね、私はもう、私の記憶の限りで

いくんですけれども、いいことなん

は地産地消の話が出てすぐこの議会

ですけれども、やはり基本的にはそ

で話をされたのが櫁柑議員だったと

の１番の大元をしっかり守る必要が

いうふうに覚えております。そのよ

あるということですので、含めて御

うにみんなが地産地消を叫び続けて

答弁をいただきたいと思います。

くるにもかかわらず、阿久根市教育

次に、学校給食の問題ですけれど

委員会は巧みに言葉でかわして、い

も、学校給食についてはですね、先

まだに阿久根市の農家、漁家が満足

ほどからもう数名の方が話がありま

する地産地消をしてない。私は言葉

す。私がお尋ねしたいのは阿久根市

でこう答弁はいやだなというふうに

の本年度の予算の内訳、本年度予算

実はきょうは考えております。やは

の説明欄に載ってますけれども、今

りよそのですね、給食の状況を見る

までの学校給食費と今後の学校給

と、皆さんは勉強しなければいけな

食費の比率をはっきりした数字で口

いんですけれども、例えばもう皆さ

頭で議会で市民各位におわかりいた

ん御存じだと思うけど東京の府中市

だきたいようにしたいという発想も

なんか、もうすべての物がですね、

あります。そして今回応札に応じら

地産地消をする、非常に給食費も安

れた、いわゆる入札に参加をされた

い。なぜ都会は安くて田舎が高いの

方々の業者の名前とそれぞれの入札

かというので不思議でならない部分

額をお知らせをいただきたいと思い

の一つでもあります。阿久根市が今

ます。

後地産地消をしていくにはどうされ

それから、学校給食が非常に私の
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ていくか、もう本当に核心に触れた

話を、できないならできないという

参考までに、旧本之牟礼地区の移

ことで、お知らせをいただきたいと

転跡地あたりに刑務所を誘致する

思います。１回目を終わります。

と、阿久根市は大変裕福になるそう

議長（庵

です。専門家の話ですので、何百億

重人議員）

ここの限界集落の部分はどうされ

という金が来るらしくて、市で条例

ますか。

をつくれば阿久根市の建設業者で

平田修二議員

全部できるというほどだそうですの

失礼しました。

で、詳しくは後ほど言いますけれど

限界集落についてはですね、先ほ

も、そういうことも含めてお話をい

ど大川診療所、 あるいは大川のＡ

ただきたい。終わります、１回目。

マート、そのようなものを含めてな

降壇

んですけれども、話を少ししました

斉藤市長

けども、少しつけ加えさせていただ
きますとですね、先ほど１番議員に

登壇

12番平田議員にお答えをさせてい
ただきたいと思います。

市長が限界集落の歯どめについては

まず最初に、今年９月10日に任期

今企画調整課でその調査をさせおり

満了となります阿久根市長選挙への

ますという話でした。私は今ごろ調

関係でありますが、私は平成８年９

査をしてたんじゃもう歯どめはかか

月に市長に就任以来、市議会の皆さ

らないと思ってます。何か対策があ

ん 方 を 初 め、 市 民 の 方 々、 職 員 の

るならある、その対策を示していた

方々など、多く方々の御支援・御協

だく。どういうことかといいますと

力をいただきながら３期12年目を迎

ですね、やはりその限界集落という

えることができました。これまで阿

のを安易に皆さん方が使用される。

久根市長として、市民が明るく希望

限界集落というのは非常に寂しい思

の持てるまちづくりを行政運営の基

いをしておるんですね、その地域の

本方針として市政運営に携わること

方々は。そのためにはどうしていき

ができましたことに、関係者の皆様

ますよと今後と、いうのが施政方針

方に改めまして感謝申し上げたいと

にもなかったし、私は今後どうする

思います。

かと、どうしていきたいという気持

特に行政改革を最重要課題として

ちが欲しくてお願いをしたいわけで

位置づけ、積極的な対応を行い、改

すので、そういう気持ちでお答えを

革を着実に推進してきたところであ

いただきたと思います。

ります。私の進退につきましては、
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市民の方々にもさまざまな御意見が

添えての要望を直接受けており、特

あることは十分に承知いたしており

に高齢者が多い大川地区の交通手段

ますが、今は市長としての残された

を持たない人の医療を確保するため

任期を精力的に、そして確かな行政

にも、いっときも早い段階の診療再

運営を行うことであると考えている

開にこぎつけるよう、現在医師の確

ところでありますので、どうか御理

保に向けて努力をいたしております

解いただきますようよろしくお願い

ので、御理解をいただきたいと思い

を申し上げたいと存じます。

ます。

次に、大川診療所の現状と今後の

次に、水源地周辺の山林管理につ

対応についてでございますが、平成

いてでございますが、御指摘の山林

16年10月から前任の先生が退職され

につきましては市内の木材業者が個

休診をしていましたが、平成17年７

人と契約を結びまして、2.5ヘクター

月、現在の先生に御家族一同で着任

ルの雑木林を伐採したものでありま

していただき ３年になります。 こ

す。平成19年９月議会で質問を受け

の間、昼夜を問わず地域住民の医療

て、私も現場を視察しまして伐採し

確保に御尽力をいただき、地域住民

ない方法を含めて検討をいたしまし

からも信頼され、 大変喜ばれてい

たが、搬出用のケーブルの設置等も

たところであります。先生は昨年か

含む管理費、営業費などの補償費が

ら退職の意向を示されており、何と

数100万円と見込まれたことや、雑

か大川で医療を続けていただきたい

木林の復元などを考慮して今回は静

と思っておりましたが、本年３月末

観したところでございます。またそ

で退職をされ、薩摩川内市で開業さ

の一方で、現場周辺が水源涵養林で

れると伺っております。先生の退職

あることの周知及び自然環境保全へ

の申し出を受けて、後任の医師探し

の協力依頼を市内の木材業者にもお

を出水郡の医師会の先生や県医師会

願いをしたところでございます。な

協同組合、鹿児島県国民健康保険団

おこの件につきましては、御質問を

体連合会、全国自治体病院協議会等

いただき私が知るところになりまし

への求人依頼などをしてきています

たが、今後このようなことがないよ

が、全国的な医師不足傾向があり、

うに指導したところでございます。

採用までまだ至っておりません。ま

水源地周辺の山林は水源涵養林とし

た先日は診療再開に向けて、大川校

て水源の保水に大きく役立ってお

区連絡協議会ほか２団体から署名を

り、また自然環境の保全の立場から
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も、今後とも保全しなければならな

古民家として情報発信できる家屋が

いと考えているところであります。

あること。近くの小川にはクレソン

当該山林は個人所有の山林が多いと

が自生し、蛍も見られるような自然

ころであり、伐採の計画があるのを

が残っていること。また都会からの

知る時期についてはその届出があっ

一時滞在者には、稲作体験やタケノ

た段階ではありますが、その時点に

コの収穫体験もできるなど、すばら

おいて山林の所有者や木材業者等の

しい財産があるとの報告も受けてお

関係者と協議をさせていただきなが

ります。高齢化率が高いということ

ら、自然環境の保全に努力していき

は、言い変えれば先人たちの大いな

たいと考えておりますので、どうか

る知恵があるということ。その知恵

ひとつよろしくお願いを申し上げた

をいただきながら集落の活性化につ

いと存じます。

なげ、今後限界集落対策としての施

次に、限界集落への歯どめ策につ

策、事務事業などを展開しようと考

きましては、鳥飼議員並びに木下議

えておりますので、皆様方の御理解

員にお答えしたとおりであります

と御協力をお願いしたいと思ってる

が、高齢化率から言いますと、大川

ところでございます。

地区の集落が上位を占めていること

次に、学校給食の民間委託につい

も事実でございます。そこで先日の

て、選定業者の経緯と入札参加社名

現地調査でありますが、大川の集落

及び落札業者名についてのお尋ねで

にも調査に入っております。集落と

ありますが、業者選定に当たっては

して地元出身者の受け入れはもとよ

プロポーザル兼入札方式をすること

り、他の地域の方々の受け入れに集

で民間委託検討委員会で決定をし、

落としてどう対応できるのか、一時

ホームページや広報等で説明会の案

的な滞在者とどう交流し、定住に結

内をいたしました。これを受けて、

びつけていくか、集落にも相当な体

当初６業者からの希望申し込みがご

力が求められます。しかしながら調

ざいましたが、実際にプロポーザル

査の結果、それ以上に潜在する魅力

提案書での希望は３業者でございま

あると報告を受けております。

した。そこで希望する業者から提出

例えば集落内の空き家であります

していただいたプロポーザル提案書

が、はりの太い建物が多く、昔の五

を給食センターの業者としてふさわ

右衛門ぶろ、いろりなどが一様につ

しいかどうかを検討委員会で審査を

いており、改修しだいでは魅力ある

した上で、最終的には指名委員会を

−202−

経て入札業者を決定したものであり

の使用になっているところでござい

ます。入札参加の３業者であります

まして、地産地消については今後も

が、市内の鹿児島いずみ協同食品株

さらに検討し取り組んでまいりたい

式会社と鹿児島市伊田食品株式会社

と思っておりますので、よろしくお

及び東京都で福岡に支店のある大新

願いを申し上げたいと思います。

東ヒューマンサービス株式会社の３

地産地消でございますが、阿久根

社であります。決定した落札業者は

市といえども12月の間にはですね、

伊田食品株式会社で落札金額は３年

非常にこの野菜が不足する時期がご

契約の9,292万5,000円、これは税込

ざいまして、どうしてもよそから入

みでございます、でありました。ま

れないとですね、確保ができないと

た今までの経費と今後の対比につい

いうような状況もあります。ですか

ては、20年度予算は19年度予算と対

ら、阿久根に十分に地産地消が賄え

比して7,353万9,000円の減額となっ

る状況のときは80％以上のですね、

ております。関連部分で比較します

物を地元からとっているという状況

と、19年度の調理に要する人件費及

でございますので、 その辺はです

び配送委託の合計額１億611万6,000

ね、十分御理解いただきたいと思い

円 と20年 度の給 食 業 務 委 託 費の 年

ます。
以上でございます。よろしくお願

額3,097万5,000円 を 比 較 し ま す と、
7,514万1,000円の減額となります。
次に、委託を機に地産地消に取り

いいたします。
議長（庵

降壇

重人議員）

組む考えはないかとのお尋ねであり

この際、暫時休憩をいたします。

ますが、今回の委託は調理と配送業

休

憩

午後３時14分

務の委託であり、献立作成や食材に

再

開

午後３時25分

ついては安心・安全な給食を提供す

議長（庵

る上からも、これまでどおり栄養教

休憩前に引き続き会議を開きま
す。

諭や市の事務担当が責任を持って行
うことにしております。地産地消の
取り組みにつきましては、19年度は

重人議員）

議事を継続いたします。
川畑副市長

生鮮野菜の阿久根、出水地区産を１

学校給食の民間委託について、業

月末現在で、金額にして全体の49％

者選定の経緯と入札参加業者名及び

を使用しております。多い月は１月

落札業者名 について、 私の方から

の80.5％、少ない月は９月の24.7％

も、民間検討委員会の委員長、指名
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委員会の委員長としての立場からお

ヒューマンサービス株式会社であり

答えいたします。

ます。提案書の内容を検討委員会で

学校給食調理用務等の委託業者選

慎重に審査・評価し、３業者とも民

定に当たっては、安心・安全なおい

間委託にふさわしいとの結論を得

しい給食を提供する業者を選定する

て、市長に報告をしたところであり

ことを念頭に、昨年７月31日の第１

ます。

回阿久根市学校給食民間委託検討委

その後、検討委員会の検討結果を

員会を立ち上げ、その中で給食調理

参考に指名委員会にかけ、３業者を

業務に取り組む姿勢、考え方を提案

指名業者として選考し、 入札に参

させるプロポーザル方式を経て、入

加させたところであります。その結

札に付する方法を導入したところで

果、市長が先ほどお答えしましたよ

あります。市広報、ホームページ等

うに、12月議会で３年間の債務負担

への掲載で周知するとともに問い合

行為１億1,452万5,000円を議決して

わせにも応じ、説明会を開催し、委

いただきましたが、伊田食品株式会

託内容、委託期間のほか、プロポー

社が３年契約の9,292万5,000円で落

ザルとして会社概要はもちろん、学

札したものであります。

校給食調理に関する基本理念、衛生

次に、指名業者の入札額、あるい

管理マニュアル、事故管理マニュア

は入札の結果でありますけど、伊田

ル、調理室作業マニュアル、業務遂

食品は先ほど申し上げたとおりで

行運営システム、緊急連絡網等々、

ありますけど、次に大新東ヒューマ

26項目について業務提案書の提出を

ンサービス株式会社が税込みの１億

求めました。

584万円、鹿児島いずみ協同食品株
式会社が１億3,724万816円でありま

当初５業者の申し込みがあり、説

した。以上であります。

明会にも参加されましたが、申し込
み期間中にもう一業者から申し込

花田水道課長

みがあり、申し込み期間内でありま
したので説明を行いました。このよ

12番平田議員に補足して御説明、
お答え申し上げます。

うな経過を経た結果、 プロポーザ

流域面積につきましては、108ヘ

ル提案書での希望は３業者でありま

クタールと伺っているところでござ

した。 先ほど答弁がありましたよ

います。

うに、 鹿児島いずみ協同食品株式

それから立木の購入金額につきま

会 社、 伊 田 食 品 株 式 会 社、 大 新 東

しては、木材業者と個人の私的な契
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約であり、そのことを公表すること

薩振興局の、担当は岩崎という方で

は個人情報の漏えいにつながる恐れ

すけれども、阿久根市、だれが言っ

もありますので、お答えは差し控え

たとは、だれがしたとは言いません

させていただきたいと思いますが、

けれども、そういう話までもう出て

当該山林は雑木林であり、立木の購

おりました。私はもう本当の意味、

入経費は他の用材を購入するのと比

今まで市長から説明を受けるまでで

較すれば非常に安いということで御

すね、もう大川の診療所はこれで終

理解をいただきたいと思います。よ

わりなんだなと思っておりましたけ

ろしくお願いします。

れども、市長が引き続き努力をして
いくということを信頼をしてこの話

平田修二議員
それぞれお 答えをいただきまし

はこれで終わりますけれども、もう

た。学校給食については、これほど

一つ、大川校区の連絡協議会、市長

市長が真剣にお答えいただいたのは

のところにも来てる思います。私の

初めてだというふうに思っておりま

ところにも来たんですが、これはそ

す。

の、きのうこのことについて、民生

本題に返りまして、大川校区内の

委員の方々、区長さん方、全部では

現状ということで私の通告に載って

ないですけども私もそれぞれ確認を

おりませんので、市長がお答えでは

いたしました。このことについては

ないんですけども、大川校区自体を

一部の方というか、お一人の方がこ

どのように捉えているかというお話

ういうことでしたらどうかというこ

しもお聞きをしたかったわけでござ

とで区長会に諮って、区長会はそれ

います。ただこの診療所についてで

でいいんじゃないかという、それは

すね、私が通告を出してから３回先

区長の皆さん方は、皆さん区のこと

生とお会いをし、実はきのう川内の

を思っておられる、患者さんのこと

県の振興局に、第二振興局に行きま

を思っておられることですので、こ

した。今、市長から御答弁をいただ

ういう文面に、 文面もその人がつ

いたんですけれども、診療所を引き

くってきたという話でした。このこ

続き継続してすることに精一杯努力

とを市長に要請書を持って来られた

をするという話ですので、余計なこ

方々の話を要約をすると、非常に市

となんですけれども、実は阿久根市

長は不愉快な思いをされているん

の職員が休診について、資料の要求

じゃないかというような話でした。

とかそういう話がもう既に川内の北

私はこの文面を読めばですね、私が
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市長であっても不愉快になるだろう

うのは地区住民、地区の連絡協議会

と思います、はっきり申し上げて。

あたりと密に話をされてですね、進

全く市は何もしなかった、対応して

めていかれるべきだというふうに

ないというようなことを、そうでは

思います。中でもですね、本市は人

ないわけで、今のことを市長の答弁

事評価というものをつくっておられ

を皆さん方にもはっきりわかってい

ますね。私は一つ思ったのをつけ加

ただいて今後ですね、やはり学校の

えますとですね、診療所の柳生先生

統廃合等についても、このような診

の人事評価の担当は副市長だそうで

療所の閉鎖についてもですね、行政

すね。で、私が先ほどコミュニケー

指導で私はすべきじゃないと思うん

ションが足らないのじゃないかとい

ですね。もう柳生先生は１年前から

うのはですね、そのことにそういう

やめたい意向を持っておられたわけ

話を一回もしたことがないと先生は

ですので、診療所の先生がこういう

おっしゃいました。やっぱり柳生先

状況にあると、４区の区の連絡協議

生が仕事がいくらできるとか、でき

会に市から話を持ちかけていって、

ないとかいう話よりも、阿久根市の

どうして解決していくかをやっぱり

現状と柳生先生が阿久根市の職員で

地元の大川校区連絡協議会、あるい

あるということを前提に話をされた

は評議委員会に市からの問題でとい

ら遅まきながらよかったのではない

うことで諮ってですね、努力をすれ

かという気もしております。

ば仮になくなっても、大川校区民は

そういうことで大川校区民全体が

市長の判断を、こういう判断の仕方

ですね、 例えば牛之浜はいいです

にはならないというふうに思いま

よ、牛之浜は市に近いし。ところが

す。

ですね、鈴木段の奥とか川畑の奥か

学校の統合のときもそうでした。

らタクシーで来られたりですね、さ

一方的な話し合いでですね、それは

れる方にはですね、やっぱりその医

やっぱりこうしていきたいという

者としてですね、１週間に１回出て

意思を早くから伝えて、検討の時間

きてもらうよりも薬を少し余計出し

をつくることが私は今後の行政がと

て、２週間に１回でいいですよとい

る立場というふうに、しなきゃいけ

うぐらいの温情あることを柳生先生

ないのが行政の仕事というふうに自

がされたので、患者の皆さんはいい

分なりにとらえておりますので、今

先生だという発想なんですね。この

後はぜひですね、こういう問題とい

辺も市もわかっていただきたいと思
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いますけれども、私が考えてもやは

ね、そういう話ぐらいはしておかな

り公務員という、相手が、柳生先生

いと、索道を張ってからですね、市

が公務員ということを考えるとです

長が言われるように数百万も投じて

ね、私はそれ以上は言及できないと

からは市が補償することはできませ

いう話を私もしてきました。大変苦

んので、原木代というのは本当で安

労されて、地域の住民に喜ばれた方

い金額ですので、ぜひその辺まで御

がいなくなられるというので、校区

配慮していただきたいと思います。

民は大変心配していますので、この

それはやっぱり先ほどから申し上げ

文面に憤りを感じず、ぜひまた後任

ますようにですね、大川にもまだ学

の先生をお探しいただきますように

校があります。道の駅があります。

お願いをして診療所については終わ

全部給水してます。また食品の塩干

りたいと思います。

加工業者にもきれいな水を送る準備

次に水源地周辺の問題ですけれど

を今、阿久根市簡易水道はしている

も、今それぞれお話をいただきまし

わけですから、そういう金を突っ込

た。もう雑木の販売額というのは私

んで、企業の努力、営業努力を水道

は私なりに調査してますのでわかっ

課はされるわけですから、基本的に

てます。ただ雑木を販売する個人の

やっぱり水源地を一番にお守りをい

その山をですね、いつ売られるのか

ただきたいというようなことでも、

というのはそれはもう大変難しい

この件についても終わります。

問題だと思いますよ。そういうこと

次に、限界集落への問題ですけれ

は簡単には調査はできないと思って

ども、先ほどこういろいろお話をし

ますし、そういう無理なことを言う

ましたけれども、 やはりその 対応

んじゃなくて、 いつ売られるかわ

の仕方というのは、阿久根市の持っ

からない山ですので、あの辺の山の

ている財政力では限界集落を解除す

持ち主さんに80年過ぎた木だったそ

るには私も到底できないだろうとは

うですけれども、 今回売られた山

思っています。ただその努力をして

はですね、雑木で。そういう可能性

いかないとですね、自然と集落を消

のあるところには今後山を売られる

滅していることを傍観しているとで

ときは、その材木屋さんから話を受

すね、それは市長のおっしゃる市民

けて、その話で阿久根市が対応して

に公平ではないですよ、やっぱり。

いきたいと思いますから、もし来ら

よく市長も外部で、あるいは行政活

れたら連絡をくださいぐらいのです

動をされるときにはですね、国が一
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極集中主義はよくないと、地方の分

の中でやっていることはやっぱり水

権をしなさいと、地方に目を向けな

問題でございます。脇本地区と大川

さい、向けてくれという話をされま

地区はですね、今まで全部簡易水道

す。阿久根の予算の計画でもそうい

でやってまいりました。これをです

う話をされます。それは阿久根市も

ね、やっぱり行政側が全責任を持っ

ですね、私は国も県も阿久根市も大

てやれる体制を整えるのに何年もか

して変わらないと思ってますよ。そ

かりました。そしてやっと皆さん方

れは阿久根市の現況でもしっかり考

の御協力によって、阿久根市が責任

えると、それはもう阿久根市中心地

を持って管理をする体制が整いまし

がいいだけで、簡単にわかりやすく

た。で、早速大川は１本の簡易水道

言いますとですね、市役所の前の通

組合にまとめ上げさせていただきま

りをシルバー人材センター、あるい

して、今工事を進めているところで

はその何ですか、海づくり公社が火

ございまして、12番平田議員もよく

ばしを持って空き缶をこう拾って回

おっしゃってたようにですね、大川

る。地方にはそういうことは絶対無

の丘の上の方の人たち、そこが非常

いわけですから、地方には草を刈り

に面積も広いんだけども家を建てら

なさい、掃除をしなさいと言うわけ

れないという、水がよく上がらない

ですので。これはもう明らかに阿久

というような問題もございました。

根市も市の中心部と地域は大変な格

それらを解消するためのですね、今

差があるというふうに思います。こ

工事を着々と進めているわけでござ

の点については、ぜひどのような今

いまして、大川・尻無地区だけで恐

後取り組みをされていかれるかの決

らく15億ぐらい投資がかかるだろう

意のほどをもう一回お知らせをいた

と思っておりますが、それを今進め

だきたいと思います。

ているところでございまして、こう

斉藤市長

いう水がですね、きちっと行き渡る

12番平田議員にお答えをさせてい

状況をつくり上げていくことがです

ただきますが、限界集落の手だてに

ね、限界集落を解消していくための

ついてはですね、今平田議員が申さ

一番大きな要因になってくるだろう

れるとおりでございまして、何らか

ということでですね、まず水問題に

の手を打っていかないとですね、い

今取り組んでいることでございまし

けないわけで、そういう努力は必要

て、阿久根市として財政が許せばで

なわけでございまして、今私の政策

すね、もっともっと手を打っていか
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なきゃいけないんですが、今は水問

水全体がですね、解決するのかなと

題に全力投球をしてるところでござ

いうことでございまして、今そのこ

いまして、阿久根市の投資としては

とに一極集中してやっておりますの

ですね、そういう形で進めていくと

で、限界集落を解消していくために

いうことでございます。

まず水問題を解決するということで
ですね、取り組んでるということは

それから市街地につきましても、
宮之前水源地がもう限界にきており

御理解いただきたいと思います。そ

まして、これらもですね、20年度か

ういうことが結果的に限界集落をで

ら手をつけてまいりますが、これら

すね、解消するための一番大きな基

もやっぱりはした金じゃ済まないわ

本になる問題だということで取り組

け で、 や っ ぱ り ６ 億、 ７ 億 と い う

んでることは御理解をいただきたい

投資をしなければですね、 水が守

と思います。

れないというようなことがございま

そこから先はですね、いろんな手

す。そのように阿久根市の水問題を

だてをしていかなきゃならない時代

やはりまず最初にですね、集中的に

にこれから 入ってきます。 我々日

投資をして解決を図ろうということ

本人が少子高齢化社会というのは初

で、これは確実に進めております。

めて経験をする社会でございますか

最終的にはですね、田代の横座トン

ら、いろんな仕組みをつくっていか

ネルがございますが、やはりこれか

ないとですね、これは維持できない

ら先阿久根市全体のまちづくりを考

状況になっていくだろうと。その基

えたときに、水を完全に阿久根市民

本になるのが水だということで、今

が将来ともに安心して飲んでいける

水問題に取り組みをさせていただい

状況をつくり出すためにはですね、

ております。 だからこの 辺がです

田代からやっぱりの横座トンネルの

ね、ややもすると忘れがちになって

水をですね、しっかりと宮之前水源

しまうというか、今阿久根が何に全

地までは持ってきておかなきゃいけ

力を上げているかということが、見

ないのかなと。その前にまず鶴川内

過ごされてしまうということがござ

簡水のところまででも持ってきてで

いますので、この辺はですね、念を

すね、いつでもそこから全地域に配

押しておきたいと思います。どうか

水できるようなですね、体制は整え

ひとつ御理解のほどよろしくお願い

る。そこまで完成したときに、阿久

を申し上げたいと思います。

根市、脇本から尻無までのですね、

平田修二議員

−209−

限界集落について市長が水の問題

次に、学校給食の民間委託につい

で、確かに今水道事業にはたくさん

てですけれどもですね、もう時間も

の予算を傾注をされておられますこ

残り少なくなりましたが、非常にそ

ともよく知っております。このこと

の心配をしている父兄あるいは市民

が限界集落の阻止に、歯どめにつな

がおるわけですね、安くていいとい

がるのかというふうに言われますと

うものではないのじゃないかという

ですね、それなりに関連はあるんで

方もおられます。

しょうけれども、即限界集落に歯ど

それからもう一つはですね、建設

めがかかるとは私は思いません。と

関係について阿久根市は地元業者を

いうのは、 どういうことかという

育 成、 あ る い は 経 済 の 活 性 化、 そ

と、 現在もいい水を飲んでいるか

ういうものを考えて市内業者の指名

らそういうことは思わないと思いま

にとどめられております。なぜ学校

す、地区民はですね。じゃあ、大川

給食はそういう方向に変わっていっ

を今後はどうしていくかというとで

たのかというのは一つあります。も

すね、若者が流出をしないように住

う一つはですね、例えば協同食品、

環境の整備をしていくとか、土地は

JAいずみの協同食品はですね、学

大川にたくさんありますけれども造

校給食をある程度頭に入れて、山下

成費がものすごく高くなります。そ

の協同食品の会社はそれなりの私は

の辺のことについて具体的な話をで

準備をしてたんじゃないかと、これ

すね、私はきょう市長にトークを求

は私の勝手な考え方ですけどもそう

めるつもりはないわけですけど、企

いうものもあります。で、先日13番

画調整課長が企画をしっかり立てら

議員が老人給食の配布についていろ

れてですね、次回の６月議会ごろは

いろ質疑をされました。市長は責任

一つ方針を打ち出していただきたい

はだれがとるのかという話しまで及

なというふうに、このことも要請を

んだと思ってます。実はあの老人給

して終わります。

食の配達するのを、軽のボンゴ車を

先に大川診療所について、もう終

たまにはとめて見てください。弁当

わったんですけれども、このことに

をそのまま積んでがたがたして走っ

ついては一番最後でよろしいですの

てますので、そういうものも今後は

で、ぜひ今後真剣に取り組む市長の

注意をしなきゃいけない。ただJA

意思の表明をいただきたいと思いま

協同食品が応札したら負けたという

す。

ことですけれども、やっぱりその大
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変な今、副市長の発表の結果、大変

今、村でですね、地域医療に一生懸

な差額ですのでですね、やはり金に

命取り組んでおいでになる先生が最

はかえられないなと、阿久根市の財

後の自分のですね、医者としての仕

政を考えると、そういう思いにもさ

上げをやりたい、そういう地域とし

せられます。ただこの地産地消につ

て大川はですね、非常に話を聞くと

いてはですね、市長が野菜あるいは

いいとこだということでですね、非

そのパーセントまで言及をされて、

常に興味を持っていただいておりま

地産地消問題で今回は初めてだった

して、その方にできるだけ今月中に

と思います。よその資料はですね、

来ていただいてですね、現場も見て

いっぱいあります。医者の求人もで

いただき、そして話し合いをしたい

すね、市長のおっしゃる国保連合会

と。これもですね、うちの健康増進

じゃなくてですね、日本全国でいろ

課長の的場課長の人間関係でそうい

んな資料があります。ぜひその辺も

うところまでいっていると。

含めて今後そういう姿で取り組んで

議長（庵

市長、時間が短いので。

ほしいと思って私の一般質問は終わ
りますけれども、ぜひですね、大川

重人議員）

斉藤市長

校区の大川の診療所について一言、

はい、いってるという状況がござ

言及をいただきたいと思います。終

いましてですね、そのように我々と

わります。

しては、なかなかこういう機会、あ
るいは集落に出て行って説明ができ

斉藤市長
大川診療所の問題についてはです

ないような状況があります。これは

ね、これは今お医者さんを一生懸命

やっぱり成功すればいいですけど、

見つけてるところでございまして、

成功しない場合もあるわけで、 そ

先ほど申し上げましたように、いろ

ういうぐあいに今２人の先生とです

んな機関を通じてお願いをし、広告

ね、お会いをしていただける約束が

もしていると同時にですね、やっぱ

ですね、今整いつつあります。議会

りこういうお医者さんを見つける

中でございますけど、万難を排して

というのは人間関係ですから、人間

ですね、お会いをし、案内をし、話

関係をたどっていってですね、お医

をとことんしたいと思っておりま

者さんを見つけるということもやっ

す。

ておりましてですね、 実は今一人

それから先ほどちょっと話が出て

連絡がとれておりますのは長野県で

おりましたが、休診の届けをすると
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いうことは、 ４月１日から次の先
生が見つからない、約束ができない
というようなことが起こった場合に
何カ月間かですね、休診届を出さな
きゃいけないわけで、そういう手続
も念頭に入れながらですね、できる
だけその日にちを短くするためにで
すね、今努力をしているということ
は御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
議長（庵

重人議員）

この際お諮りいたします。
本日の会議はこの程度にとどめ延
会いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
よって本日はこれにて延会するこ
とに決しました。
本日はこれにて延会いたします。
延

会

午後３時54分
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