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取り崩しなど前年度より抑えながら

平成20年３月11日（火曜日）
開

議

議長（庵

の計上で努力が感じられるもので

午前10時00分
重人議員）

ある。また、依存財源は逆に約１億

ただいまから本日の会議を開きま
す。

2,700万円の増であり、地方交付税
や国・県の支出金など増額によるも

本日の日程につきましては、お手

のでありますが、依存財源に頼りな

元に配付してあります日程表のとお

がらも歳入を確保し、１億100万円

り作成いたしましたので御了承願い

の増額予算となったことは、市民に

ます。

対して安心、安全の確保ができるこ

◎

とと思います。歳出の方では農林水

議案第25号、26号、27号、28号、
29号、30号、31号、32号に対する

産費の投資的経費の中の港湾建設費

総括質疑（各常任委員会付託）

の事業完了に伴い、教育費は民営化

議長（庵

に伴い、給食センター委託などの削

重人議員）

この際、日程第１、議案第25号か

減で大きく予算の縮小がなされ、ま

ら日程第８、議案第32号までの８件

た民生費など義務的経費では、老人

を会議規則第35条の規定により一括

医療や後期高齢者医療の給付費等の

議題といたします。

特別会計繰出金などの社会保障費の

これより議案第25号について、通

増額予算となりましたが、この20年

告による総括質疑を行います。

度予算はこの緊縮財政の中、市民が

通告順に発言を許します。

安心・安全で暮らせる予算であり、

初めに、１番木下孝行議員の発言

私は満足するものでありますが、長
年の投資的経費の削減が続く中、農

を許します。
◎

総括質疑（１番

木下孝行議員）

木下孝行議員

登壇

水産商工関係の、ときには思い切っ
た予算投資を行わなければ自主財源

おはようございます。

の確保及び経済の立て直しはないも

20年度予算総括質疑、一般会計の

のと思いますので、そのようなこと

質疑をいたします。

も考えていただきたいと思います。

本20年度予算は19年度予算と比較

それでは歳出の方でわからない点

し確認しますと、歳入は自主財源の

ございますので、4点ほど質問いた

伸びを前年度比マイナス2,600万円

します。

に 抑 え、 こ の 中 に は 繰 越 金、 前 年

歳出の44ページ、２款１項３目19

度比マイナス5,500万円あり、基金

節負担金補助及び交付金の広報用放
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送施設整備事業のことでお伺いしま

願いを申し上げたいと思います。

す。数字が合っているかわかりませ

まず最初に、１番木下孝行議員に

んが、違っていたら後で答えてくだ

お答えをさせていただきますが、初

さい。

めに、歳出の第２款総務費１項３目

18年度予算、846万で864戸、19年

19節広報用放送施設整備事業の無線

度 予 算1,309万 円 で1,207戸、20年 度

化事業に対する補助金の御質問でご

本予算で1,279万円で1,279戸であり

ざいましたが、平成19年度までに28

ます。まずこの事業の整備予定戸数

区、2,075件に対しまして補助金を

と後何年予算計上して事業を行う

交付しております。

か、また事業内容が違いますが、農

また、この補助金は集落等が有線

政課の19年度補正で出ました300戸

放送設備を無線化する事業に対し補

も入れてお尋ねします。

助するものでございまして、 今後

45ページ、２款１項７目11節需用

も集落等が事業を実施する場合には

費、この需用費の燃料費790万円は

補助していくこととしております。

かなりの数字であります。修繕費も

今、順次無線化が行われてるわけで

700万円でこの二つとも毎年計上さ

ございますが、これはあくまでも無

れておりますが、財産管理で扱うこ

線化を希望される集落に対する補助

の物件は一体何なのかお伺いしま

でございまして、１件に当たり１万

す。

円という基準で補助を行っていると

続いて、同じ項目の13節委託料の

ころでございます。大体阿久根市の

公用車運行管理業務の委託先と委託

場合は１万１千件以上のですね、戸

料の数字を確認したいので、どこの

数があると思いますが、実際にです

企業が管理するのか、幾らで委託管

ね、集落に入られてきちっとしてお

理するのかをお尋ねします。

いでになる戸数は8,500から9,000ぐ

最後に108ページ、10款５項１目

らいのところだろうということでご

１節、報酬の社会教育指導員の報酬

ざいまして、最終的にはそれぐらい

金額が前年度と同じ人数であるの

のところにですね、無線化が進んで

に、予算が一人分約150万円ほど増

いくだろうと思いますが、これはで

えている説明をお願いします。

すね、順次各集落の皆さん方の希望
降壇

におこたえをしていく形で設定をし

登壇

ているところでございまして、詳し

おはようございます。よろしくお

くはですね、担当課の方から答えさ

以上で1問目終わります。
斉藤市長
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につきまして補足してお答えをいた

せたいと思います。

します。

それから同じ45ページ、需用費の
燃料費、 修繕費などでございます

こ の 事 業 は 平 成17年 か ら 始 め た

が、それから委託料の公用車運行管

事業でございますけれども、 それ

理業務でございますが、これらにつ

ぞ れ17年 度、18年 度、19年 度 と い

きましては財産管理費でございまし

うふうに予算計上いたしましたけ

て、11節需用費、13節委託料につい

れども、実際は17年度が４区の266

てはですね、担当課長の方から答え

戸、18年度９区の735戸、19年度が

させたいと思いますのでよろしくお

15区の1,074戸ということで、 合計

願いを申し上げたいと思います。

し ま す と、 こ れ ま で に28区、2,075
戸に助成をしたということになりま

〔発言する者あり〕
燃料費、需用費ですね。これは担

す。なお平成20年度につきましても

当課長の方から答えさせますので。

予算を計上しておりますので、これ

これは庁舎管理の方でございます

を予算どおりに執行されますと、36

から、担当課長の方から答えさせま

区、3,354戸が整備されるというこ

す。

とになる予定でございます。先ほど

それから108ページの報酬の社会

市長からもお話がございましたとお

教育指導員の人件費の問題でござい

り、現在市内の集落加入と言います

ますが、これはですね、今回全体的

か、区長さん方からの広報等の配布

に 臨 時 職 員、 嘱 託 職 員、 そ う い う

戸数というのが20年の2月末で8,800

方々に対する報酬をですね、もっと

戸でございますので、それからしま

引き上げるべきだという議会からの

す と29年 度 以 降43区5,446戸 が 残 る

強い要望もございましてですね、今

ということでございます。これにつ

回全面的に平成20年度で見直したわ

きまして、各区からの要望によりま

けでございまして、そのことによる

して今後実施していくということに

増がございます。その辺についても

なりますので、御理解をお願いをい

担当課長の方から詳しく答えさせた

たしたいと思います。以上でござい

いと思いますので、よろしくお願い

ます。

いたします。よろしくお願いいたし
ます。

富永財政課長

降壇

濵﨑総務課長

それでは45ページの第２款１項７
目財産管理につきまして補足してお

それでは広報用放送施設整備事業
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答えをいたします。

まず、11節の需用費でございます

円に改定したものであります。 し

けれども、燃料費の790万円はこれ

たがいまして、一人当たりの月額増

は公用車のガソリン、軽油代などの

額 ２ 万5,100円 の12カ 月 分 年 間30万

ほかエンジンオイル代等分でござい

1,200円、その５人分150万6,000円の

ます。また、修繕費の703万2,000円

増額となったものであります。

の内訳は、公用車の車検代及び修繕

木下孝行議員

料分として271万円、それから旧国

説明で一応十分理解 したんです

民宿舎の施設修繕見込み額350万円

が、ちょっと聞き忘れというか、確

のほか、土地建物等の普通財産にか

認をもう一回したいところがありま

かわる維持管理分81万円でございま

すので、もう一回お願いしたいんで

す。それから13節委託料の公用車運

すが、需用費のですね、その燃料は

行管理業務につきましては、南国交

公用車の分と、ちょっと修繕費がど

通株式会社出水営業所と委託契約す

この部分かちょっとわからなかった

るもので、基本委託料438万9,000円

んですが、一応後でお聞かせくださ

のほか、祝祭日運行分など実績払い

い。

による加算分の見込み額として168

それとですね、燃料費はその次の

万7,000円、合計で607万6,000円を予

運行管理業務部門には一緒に入って

算計上してございます。以上でござ

なかったという認識でいればいいの

います。

かなと。当初は去年の12月の債務負
担行為で918万円補正をされていた

西田生涯学習課長
１番木下議員に補足してお答えい

んですが、それが一緒じゃなかった
のかというちょっと疑問があったも

たします。
108ページ、第10款教育費５項１

んで、そこを答えてもらって、そし

目１節報酬の社会教育指導員５人分

てその金額が、落札額が438万円で

の報酬150万円の増額についての御

すが、さっき言いましたように918

質問でありますが、平成19年度は一

万円で昨年補正してて、438万円と

人 月 額11万8,000円 の12カ 月、 年 間

いうのはかなり低い入札額なんです

130万8,000円であり、その5人分690

が、公用車の運行管理といえば老人

万円でありましたが、平成20年度は

であり、また障害者とかですね、そ

嘱託職員の報酬を見直し、市職員の

ういう運行に携わる方たちを運行管

高卒初任給14万100円、短大卒14万

理してもらうということですが、そ

9,800円を参考に、一人月額14万100

の整合性といいますかね、430万円
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はあまり低すぎてですね、運転手の

万円ほど加えまして、合計で703万

中身がどうなのかというちょっと疑

2,000円の予算を計上したところで

問が残るんですが、そこをちょっと

ございます。
それから公用車運行管理業務の委

確認したいと思います。後はいいで
す。それをお答えください。

託の関係でございますけども、平成
19年度債務負担でお願いしましたと

富永財政課長
それでは１番木下議員にお答えを

きには先ほど申されましたように、
予算額としては918万4,000円でござ

いたします。
まずは燃料費の関係でございます

いしたけれども、 これは基本委託

け ど も、 こ れ は 公 用 車、 現 在 管 理

料、これが806万4,000円、それから

しておりますのは46台おりますけれ

祝祭日等の運行管理分、あるいはそ

ども、46台分にかかわりますガソリ

の時間外分、それから宿泊等ござい

ン、あるいは軽油とか天然ガス等、

ますので、そういったものについて

それからエンジンオイル等も含みま

は実績によって支払いをするという

すけど、そういった燃料費の合計額

ことで、加算分としまして112万円

が790万円でございます。

ほど、合計で918万4,000円の債務負
担行為の額を設定をお願いしました

なおまた委託料と関連いたしまし
て、今回委託をします３台分の燃料

けれども、実際にはこの場合には、

費については、これは委託料の中に

当初３台車がおりましたので運転手

一応含まれておりますので、790万

３人で２人を常駐させると、 そう

円の方には入っておりません。それ

いった考え方で予算を計上いたしま

から修繕料の関係でございますけれ

したけれども、実際にその後検討い

ども、合計で703万2,000円でありま

たしまして、運航に必要なときだけ

すけれども、これは公用車の車検代

運転していただくと、そういった形

とか公用車の修繕費ですね、それを

に変えまして、その関係で基本委託

271万円、それから旧国民宿舎の施

料がかなり下がってきたと、基本委

設の修繕ということで、これを一応

託料の入札額が税込みでございます

現在のところ350万円見込んでおり

けれども、438万9,000円になったと

ます。 そのほか普通財産といたし

そういった経緯でございます。以上

まして、土地とか建物等を持ってお

でございます。

りますので、それの維持修繕、維持

議長（庵

管理費等に係る修繕費としまして81
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重人議員）

よろしいですか。

生涯学習課長の方から少し訂正が

含まれているということでございま

あるそうですから、それを済ませて

す。燃料費のほかエンジンオイル等

から。

ももちろん含みます。それが燃料費
でございます。修繕料につきまして

西田生涯学習課長
先ほどの答弁で一部金額の修正を

は、先ほど申し上げましたように、

させていただきたいと思いますが、

公用車の車検とか修繕料、そのほか

平 成19年 度 一 人 月 額11万8,000円 と

旧国民宿舎の修繕費費、そして普通

答弁したようでありますけれども、

財産の土地建物等の維持管理、それ

一人月額11万5,000円でありました

らを合わせて703万2,000円の予算額

ので修正させいただきたいと思いま

とそういうことでございます。以上

す。よろしくお願いします。

でございます。
〔木下議員「了解」と呼ぶ〕

木下孝行議員
委託の方はわかりました。その財

議長（庵

重人議員）

次に、８番櫁柑幸雄議員の発言を

政管理費のその燃料の方でちょっと
もう一回確認ですが、 燃料の方は

許します。

その公用車の方とは今回から切り離

◎

すということで、よろしいんですか

総括質疑（８番

櫁柑幸雄議員）

櫁柑幸雄議員

登壇

社民党を代表いたしまして、一般

ね。
修繕費は中には公用車と国民宿舎
が入っての700幾らというのは今確

会計並びに特別会計について質問を
させていただきます。

認したんですが、修繕費の方ではそ

まず、議案第25号一般会計予算で

の公用車の方には全く入っていかな

ありますが、歳出の62ページの３款

いというふうに今私は感じたんです

民生費１項社会福祉費８目後期高齢

が、そのままこの予算に公用車の燃

者医療費19節負担金補助及び交付金

料費も入っているのかをもう一回確

でありますが、これは後期高齢者広

認して終わりたいと思います。

域連合への負担分として医療費分と

富永財政課長

いうことになっておりますが、３億

木下議員にお答えいたします。

7,127万円が計上されているわけで

11節の需用費の燃料費790万円で

あります。さらに特別会計で国民健

ございますけれども、これには今回

康保険特別会計から３億172万1,000

運行委託をしますマイクロバス３台

円、 それから後期高齢者医療特別

の燃料費を除いた公用車の燃料費が

会計から３億937万6,000円、合計で
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９億8,236万7,000円負担することに

条例をつくる必要があると思います

なっているわけでありますが、一自

が、その点についてをお伺いをいた

治体からですね、３つの会計から負

します。

担をそれぞれ直接するという形にな

続いて歳入であります。13ページ

るわけでありますが、広域連合ので

の１款市税２項固定資産税１目固定

すね、 予算の支出について具体的

資産税１節現年度課税分であります

にどのような方法で支出をされるの

が、前年度と比較をいたしましてで

かお聞かせをいただきたいと思うわ

すね、1,606万7,000円増えておりま

けでありますが、この方式を見る限

すが、この増えた理由はどういうこ

り、今後後期高齢者医療については

となのかお聞かせをいただきたいと

ますますわからないような形でで

思います。

すね、地方の負担を増やしていくん

続いて市民病院の固定資産税につ

じゃないかなという危険性が十分伺

いてであります。これは私は平成17

えますので、その点についてまず明

年９月議会の一般質問で質問をいた

確にしていただきたいというふうに

したわけでありますが、市民病院の

思います。

固定資産税について、これまで開放

続いて、113ページ10款教育費６

型病院だということで減免措置が行

項保健体育費２目体育施設費13節委

われているわけでありますが、 今

託料であります。特に総合運動公園

度新しく建設をされてですね、既に

等の施設管理運営業務につきまして

完成をしてるんじゃないかと思うわ

は、現在市の体育協会に委託をされ

けでありますが、これらの固定資産

ているわけでありますが、ところが

税については私の質問で真に開放型

この委託料につきましては、 現在

かどうか十分精査する必要があるの

管理委託にかかわる条例等が制定を

で、今後も検討しますと、調査しま

されていないわけでありますが、地

すということになっておりますが、

方自治法第244条の２によりますと、

その点についてどのようになってい

これは平成15年６月13日に公布され

るのかお尋ねをいたします。

て平成18年９月２日までに整備をし

続いて、同じく２目の固定資産等

なきゃならないというふうに今なっ

所在市町村交付金及び納付金の関係

ているわけでありますが、当然体協

であります。これにつきましては御

に管理委託されているわけでありま

存じのとおり、情報収集衛星受信施

すから、委託管理制度による新たな

設が阿久根に設置をされているわけ
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特別会計は後で。

でありますが、これはまさしく機密
施設でありましてですね、私どもが

櫁柑幸雄議員

見ることはできないわけでありまし

失礼しました。

て、これはもう完全に防衛施設だと

以上１回目の質問を終わります。

いうふうに言わざるを得ないわけで

降壇

ありますが、これについても国に対

斉藤市長

登壇

して基地交付税等を要求すべきじゃ

８番櫁柑幸雄議員にお答えをさせ

ないかというふうに今質問をしてい

ていただきますが、まず最初に歳出

るわけでありますが、これについて

の第３款民生費１項８目19節負担金

も市長は、今後関係する自治体とも

補助及び交付金について、 別途国

十分協議をしてですね、できるだけ

民健康保険特別会計から３億172万

そういう意に沿うよう関係各位に要

1,000円、後期高齢者医療特別会計

請をしますと、こういうふうになっ

から３億937万6,000円で９億8,236万

ておるわけでありますが、具体的に

7,000円負担することになり、広域

どうこれまで運動展開をされたのか

連合の予算内容ついて会計が分かれ

お聞かせをいただきたいと思いま

ているためわかりにくいとの趣旨の

す。いずれにいたしましても、阿久

お尋ねでありましたが、お尋ねの広

根市における財政が厳しいという状

域連合共通経費、一般会計分が190

況のもとで、できるだけ国からので

万6,000円は広域連合の組織運営に

すね、こういったものを引き出すた

かかわる経費であり、同じく共通経

めに申し上げているわけであります

費の特別会計分の1,120万4,000円は

から、よろしくお願いをいたしたい

保険給付費にかかわる人件費等を含

と思います。

めた事務費負担金でございます。こ

次に、22ページの９款地方交付税

れらの負担金は均等割が10％、高齢

であります。地方交付税につきまし

者人口割が50％、人口割が40％で負

て、 今 年 の 当 初 予 算 で38億7,000万

担するものでございます。

円、昨年に比較いたしますと5,000

次に、後期高齢者広域連合療養給

万円増額されておるわけであります

付費は後期高齢者医療の医療費にか

が、これの具体的積算根拠について

かわる負担金で、その負担割合は高

ですね、お尋ねをいたします。

齢者の保険料が１割、後期高齢者支

続いて特別会計であります。

援金、若年者の保険料でございます

議長（庵

が、約４割、残りの５割が公費負担

重人議員）
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で、その割合は国が10分の４、県と

申請などの窓口業務と保険料の徴収

市が10分の１ずつとなっておりまし

業務が主なものであり、 後期高齢

て、３億5,816万円は阿久根市の医

者医療特別会計予算としては保険料

療費の負担分として一般会計から支

にかかわる予算が主なものでありま

出するものでございます。

す。なお、予算科目の設定について

次に、国民健康保険の第３款後期

は国が示した科目設定に準じたもの

高齢者支援金等１項１目19節後期高

でありますので御理解いただきたい

齢者支援金３億161万2,000円は、国

と思います。こういう形で後期高齢

保加入者のゼロ歳から74歳までの人

者医療制度負担のイメージ図という

が後期高齢者医療制度に支援する金

のがあるわけですが、このような形

額で、この支援金は社会保険診療報

で広域連合にですね、お金が流れて

酬支払基金に支払うものであり、そ

いって広域連合にですね、集まって

れぞれの保険者、社会保険、共済保

くる形になっておりまして、これは

険、 健保組合等 が保険料として集

ぜひ委員会のときに十分お聞きいた

め、社会保険診療報酬支払基金を通

だいてですね、この流れは整理整と

して後期高齢者医療広域連合に入っ

んをしていただくとよろしいんじゃ

ていくものでございます。

ないかというぐあいに思っておりま

次に、後期高齢者医療特別会計予
算の第２款後期高齢者医療広域連合

すので、どうかひとつよろしくお願
いを申し上げたいと思います。

納付金１項１目後期高齢者医療広域

す い ま せ ん、 先 ほ ど 国 が12分 の

連合納付金３億937万6,000円は、後

４、県と市が12分の１と申し上げた

期高齢者医療保険料として集めた１

つもりでしたが、10分の４と言った

億9,219万9,000円と、低所得者にか

というぐあいに課長の方が言うもん

かわる保険料の軽減分１億1,717万

ですから、すいませんが12分の４、

6,000円等であり、県の負担分の４

国が12分の４、県と市が12分の１ず

分の３の額、8,788万1,000円と阿久

つでございます。よろしくお願いし

根市の負担分の４分の１を合わせた

たいと思います。

額を、一般会計から繰り入れをして

次 に、 総 合 運 動 公 園 施 設 管 理 運

後期高齢者医療広域連合へ納付する

営業務の管理委託についてでござ

ものでございます。後期高齢者医療

いますが、113ページ第10款教育費

制度については事業主体は広域連合

６項２目13節委託料の総合運動公園

であり、市町村の業務としては各種

施設と管理運営業務にかかわる指定
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管理者制度導入についてであります

にもなっていくんじゃないかという

が、御案内のとおり、平成15年９月

ぐあいに思いますから、その辺はで

に地方自治法の一部を改正する法律

すね、今後もうしばらく時間をかけ

が施行されたことに伴い、本市が有

て検討していく課題だというぐあい

する施設について、阿久根市公の施

に思っております。

設の指定管理者検討委員会において

次に13ページ、歳入の第１款市税

検討しながら、これまで一部の施設

２項１目固定資産税１節現年課税分

について制度の導入をしてきたとこ

について御説明申し上げます。前年

ろでございます。この法律改正につ

度との比較増についてであります

きましては、法律の施行日において

が、これにつきましては主に土地の

管理を委託している公の施設につい

場合に負担調整によるもので、家屋

ては３年間、平成18年９月までは従

の場合が新築家屋の評価増によるも

前どおり委託できるとの経過措置が

のが考えられます。

設けられたところでありますが、御

次に、市民病院の固定資産税につ

指摘の総合運動公園施設につきまし

いてでありますが、新築病棟を含め

ては、法律施行日以後の平成16年４

今後も減免措置を講ずるのかという

月から管理運営業務の一部を委託し

お尋ねだったと思いますが、市民病

ているものでございまして、この経

院の固定資産税につきましては御承

過措置要件には該当しないわけでご

知のとおり、昭和39年６月１日付で

ざいまして、その辺はひとつよろし

当時の自治省税務局長から、医師会

くお願いを申し上げたいと思います

法人が設立した開放型の病院等にか

が、今後ですね、指定管理者制度を

かわる固定資産税については減免す

導入していくということをですね、

ることが適当とした通達が配布され

十分検討していかなきゃいけないと

たのを受け、この趣旨に即し対応し

いうぐあいに思っております。その

ているところでございますが、また

ためにはですね、今体育協会にお願

平成18年度から課税免除申請書の提

いをしてるわけでございますが、こ

出を求めており、資格要件を確認の

れがですね、任意の協会でなくして

後課税免除しているところでござい

法人格を持っていただくようなです

ますので、どうかひとつよろしくお

ね、体育協会にしなきゃならない。

願いを申し上げたいと思いますが、

そうすることによってですね、指定

そして交付税算入のことについてで

管理者制度をですね、導入できる形

ございますが、普通交付税における
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基準財政収入額の算定の中で固定資

り、今後とも努力を続けてまいりま

産税の課税標準額に導入しない、つ

すので、どうか御理解いただきたい

まり控除できるものとして地方税法

と存じます。

における課税標準の特例措置のう

次 に、 第 ９ 款 １ 項 １ 目 １ 節、21

ち、地方税法第349条の３の規定に

ページ、地方交付税の積算の内訳に

よるもの、附則第15条の規定による

ついてでありますが、 国が示した

ものなど22種類の適用区分がありま

平成20年度地方財政計画において地

すが、その中にはお尋ねの分は含ま

方交付税の総額は15兆4,061億円で、

れておりません。ちなみに本市にお

平成19年度に比べ2,034億円、1.3％

ける平成19年度算定にかかわる控除

の増となっており、 本市において

対象分としては、日本放送協会、肥

も、この地方財政計画に基づき地方

薩おれんじ鉄道、信用金庫の事務所

交付税の算定を行っており、普通交

及び倉庫などにかかわる特例措置

付税の算定に当たっては、基準財政

による減少分約5,700万円が対象と

需要額及び基準財政収入額の各費目

なっております。

に地方財政計画に示された伸び率を

次に、情報収集衛星受信施設問題

乗じて算定しておりますが、具体的

についてでございますが、御質問の

な積算の内訳については担当課長の

趣旨は当該施設に対し、 固定資産

方から答えさせますので、よろしく

税相当額の納付金あるいは交付金と

お願いを申し上げたいと思います。

いったものを制度化するよう国に要

以上でございます。よろしくお願
いいたします。

望活動等行っているのかというも
のだったと思います。御承知のとお

降壇

富永財政課長

り、あの施設は防衛施設じゃないと

それでは櫁柑議員に交付税の積算

国は言っているわけでございまし

内訳につきまして補足して御説明を

て、私どもも上京の折には関係省庁

いたします。

を訪ね、制度化に向けた要求をして

平成20年度普通交付税の算定に当

きているところでございますが、な

たりましては、まず基準財政需要額

かなか国もですね、認める状況には

のうち、従来型であります個別算定

ないといったところでございまし

経費につきましては、平成19年度の

て、このことにつきましては相当根

基準財政需要額から事業費補正額を

気よくですね、根気強く取り組んで

控除いたしまして、これに平成20年

いかなければならないと考えてお

度の単位費用伸び率を乗じたのち、
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控除した事業費補正額を加算して算

を基準にいたしまして、19年度の交

定をいたしております。また、新型

付見込み額及び20年度の地方財政計

分であります包括算定経費につきま

画伸び率を参考にいたしまして６億

しては、平成19年度の基準財政需要

3,700万円との試算をいたしまして、

額に平成20年度の伸び率を乗じて算

そのうち過大見積もりとならないよ

定いたしました。

うに、そのうち５億5,000万円を当

さらに公債費につきましては、本

初予算に今計上したところでござい
ます。以上でございます。

市において借り入れております交付
税措置される起債の償還額を抽出い

櫁柑幸雄議員

たしまして、交付税措置見込み額を

それぞれ答弁があったわけであり

算定いたしております。また基準財

ますが、特にこの後期高齢者医療の

政収入額におきましても、収入の各

負 担 問 題 で す ね、 非 常 に こ の、 あ

費目ごとに平成20年度の地方財政計

えて複雑にしてですね、この３つの

画に示された伸び率を乗じて算定い

会計からそれぞれ取ることによって

たしております。

何か負担を紛らわしてですね、何か

このようにして算定いたしました

この表にはあんまり表面に出ないよ

基準財政需要額に、平成20年度に創

うな仕組みを何か考えているんじゃ

設されました地方が自主的・主体的

ないかと。これは専門家に言わせる

に行う活動施策に必要な経費を算定

と、将来非常に負担が増えるんじゃ

いたします 地方再生対策費、 約１

ないかと言われておりまして、非常

億800万円を加えた基準財政需要額

に問題だなというふうに思ってます

の 総 額 は57億2,100万 円、 そ れ か ら

が、会計処理上は法律に基づいてさ

基準財政収入額の総額は20億4,900

れるというわけでありますから、や

万円でありまして、基準財政需要額

むを得ないんでありますけれども、

から臨時財政対策費振りかえ相当

非常に問題は、一方後期高齢者に１

額の２億3,200万円を控除した普通

億1,796万3,000円、一般会計から繰

交付税の交付見込み額を34億4,000

り出しをしているんですよね。 だ

万円と試算いたしました。このうち

から、一方ではそういう一般会計か

一部を留保財源といたしまして、予

らわさわざ新しくつくった特別会計

算額としましては33億2,000万円を

に負担をしながら、一方では直接医

計上したものでございます。特別交

療費分として直接一般会計から給付

付税につきましても18年度の決定額

相当額として支出をさせるというの
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は非常に理解できないんですよ。こ

すよということですから。単年度契

れらについては仕組みがそうなって

約なんですから、既に終わっている

ますから、市長に文句を言っても仕

わけですから、法律に基づいてすべ

方ないんでありますけど、こういっ

きと思いますが、その辺はちょっと

た問題については今後やっぱり広域

執行部の見解はちょっと間違ってい

連合等に対してですね、きちっと物

るんじゃないかなと私は思うんです

を申していくシステムをつくってい

が、その点についてお伺いをいたし

かないと私は非常に問題だと思いま

ます。

すから、機会あるごとにですね、市

それから固定資産税について、前

長、これについてはきちっとやっぱ

年度対比で1,600万円増えておりま

り申し入れをされるべきではないか

すが、これはまあ負担調整とか、新

というふうに思いますが、その点に

築価格が主だと、特段ないというこ

ついてお伺いをしておきたいと思い

とでありますから了解をいたしま

ます。

す。それから市民病院の固定資産税

それから、教育の関係の体育協会

等については、減免措置はその開放

に委託をしているわけであります

型であればできるというふうになっ

が、新しくでき上がった指定管理制

ているわけですけれども、私として

度からいけばですね、体育協会にも

はですね、今の市民病院の運営のや

委託はできるんですよね、あえて法

り方を見ておれば、それぞれの開業

人化しなくてもですね。これはでき

医の皆さん方の紹介で運営をされて

るんですよ、市長。そこで私は言い

いるわけでありまして、開業医の皆

たいのは、これは法律ではもう既に

さん方があそこに行って、あそこの

一本化されてですね、指定管理制度

器具を使ってですね、直接この診療

を設ける以外に委託できないわけで

する、あるいは勉強されるというの

ありますから、経過措置としてその

はないんじゃないかなというふうに

間に既に委託をしておった部分につ

思うんでありますが、その点はどう

いてはその事業が終わるまではいい

思われておられるか。

ですよと。だから毎年単年度１年契

それともう一つは減免措置に対し

約なんですから、当然新しい年度に

て、いわゆるそれをフォローするで

おいてはですね、法律に基づいてさ

すね、 国の財政措置はないという

れるべきだと思いますよ。経過措置

ふうに思っておりますが、これにつ

というのはその契約を終わるまでで

いて結果的に自治体のいわゆる声で
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しかないということで、その分はど

つぶてに終わるんじゃないかなとい

こからも入ってこないわけであり

うふうな気がしますが、文書でされ

ますから、その辺は十分考えていた

る意思はないかですね、その点をお

だく必要があるというふうに思いま

伺いしておきたいと思います。

すが、これは制度上、開放型であれ

それから地方交付税について、地

ばいいというふうになっております

方再生対策費を含めて今年はこうい

ので、やむを得ないというふうには

うふうにしたと言いますが、国の説

思ってますが、その辺を開放型かど

明ではですね、前年並みに十分対応

うかを十分精査をされるべきだとい

はしましたとこういうふうになって

うことと、それから県内医師会立の

おりまして、決算状況からいけば40

似たような施設があるわけでありま

億超えてるわけですが、低めにされ

すが、県内においてどういう取り扱

たというふうには思ってますが、特

いをされているのかお聞かせをいた

にここでですね、地方再生対策費が

だきたいと思います。

当面の措置として4,000億円創設を

それから情報収集衛星受信局にか

さ れ て で す ね、 県 が1,500億 円、 市

かわる問題でありますが、これは盛

町村が2,500億円ということになっ

んに内閣情報調査室 はですね、 防

ておりまして、その配分がですね、

衛施設ではないと言っているんです

阿久根市は先ほど説明がありました

が、 その防衛施設でなければです

ように、１億800万円、ところが隣

ね、私どもにも見せていいし、また

の出水市はですね、２億5,600万円、

子供たちにどういう形で受信をされ

そして長島町がですね、１億900万

ているのかというのを勉強のために

円という試算額が出ているわけです

ですね、解放してしかるべきだと思

ね。これもやっぱり合併をしたとこ

うんですね。 せっかく施設がある

ろにですね、非常に配慮を、偏った

のに、地域の皆さん方はだれ一人入

配慮をしているんじゃないかなと思

ることは許されない。完全に機密施

うんでありますが、これらについて

設ですよ。これは防衛施設以外に私

市長会等でですね、総務省に対して

は何物でもないと。ですからこれは

具体的に注文されなかったのかです

やっぱり市長、口頭で申し入れをさ

ね。 これは今の総務大臣は地方の

れるんじゃなくてですね、きちっと

この悩みというのは十分にわかって

施設がある自治体と連帯をして文書

いる人だというふうに思うんであり

で私は申し入れはしないと、ナシの

ますが、その点についてどのように
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思っておられるのかお尋ねをいたし

くときは、どういう形で流れていく

ます。

かというとですね、共通経費負担金

斉藤市長

として広域連合の一般会計に方に

８番櫁柑幸雄議員にお答えさせて

入っていくという、それから共通経

いただきますが、 まず最初におっ

費負担金のですね、保険給付費分と

しゃるとおりですね、広域連合に対

してですね、1,120万4,000円という

する負担金、これはルールが決まっ

のは、 特別会計の共通経費負担金

ておりまして、そのルールによって

の方に入っていくというような形で

お金が流れていく形になってるんで

すね、 それから療養給付費負担金

すが、非常に確かにややこしいんで

というのが３億5,816万円でござい

すね。国が払ったものが一たん阿久

ますが、これはそのまんま特別会計

根市に入ってきて、阿久根市からま

のですね、後期高齢者広域連合の療

た広域連合に流れていくとかいうよ

養給付費負担金としてですね、その

うなこともありますし、それから支

まんま流れていくというような形で

払基金のものもそうでして、阿久根

すね、このようにございまして、一

市に一たん入ってきて、そしてまた

たん阿久根市のですね、一般会計に

出ていくというような形があったり

入ってきて、それから後期高齢者医

してですね、こういうのは直接やり

療特別会計に、阿久根市の後期高齢

とりができないもんかというような

者医療特別会計に入っていくという

ことも我々も思うわけですが、しか

ような部分もございますし、 こう

し、そういう流れになっているとい

いう阿久根市部分から入っていくも

うことでございまして、今回にして

の、後期高齢者医療広域連合に入っ

もですね、保険基盤安定制度負担金

ていくものにもですね、何とおりも

というものがございまして、そのう

のコースがございましてですね、こ

ちの４分の３を県がですね、8,788

れをわかりやすく説明をするのに

万1,000円あるわけでごさいますが、

は、やっぱり図面を書いてですね、

それに一般財源として共通経費負担

説明をしてお金の流れを説明しない

金、 療 養 給 付 費 負 担 金、 事 務 費 繰

と、なかなかわかりにくいと思いま

出金、保険基盤安定制度繰出金とい

すので、この辺については担当課長

うようなものでですね、総計で４億

の方から詳しく説明させますので、

8,920万5,000円というような形です

どうかひとつよろしくお願いしたい

ね、これが結局広域連合に流れてい

と思います。この辺の簡素化につい
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てはですね、今後我々も運用をしな

直に回るとかしながら、病院に勤め

がらですね、広域連合に対してとい

てる先生方のですね、何と言います

うよりも国の制度をつくるところに

か、24時間勤務体制のような非常に

対してですね、もっと強く要望して

この休憩が取れない、くたくたにな

いかなきゃいけないというぐあいに

る状況までですね、追い込まれない

思っておりますので、どうかひとつ

ようにするために、各医師会の先生

その辺はよろしくお願いを申し上げ

方が交代でですね、入って夜もです

たいと思います。

ね、 お手伝いをしてるというよう

それから市民病院の問題でござい

な状況もございまして、本当にそう

ますが、総合運動公園についてはで

いう意味では非常に頑張っていただ

すね、副市長の方から答えさせます

いております。それで我々としては

のでよろしくお願いしたいと思いま

ですね、固定資産税に対する減免措

すが、市民病院につきましてはです

置を今やってるところでございまし

ね、やっぱり阿久根市の中核医療施

て、その辺は御理解をいただきたい

設として今頑張っていただいてるわ

と思います。

けてございまして、特にしっかりし

それから情報収集衛星局に対しま

たお医者さんを確保していただいて

しては、文書でちゃんと申し込むべ

ですね、運営をしていただくことに

きではないかということでございま

よって、この地域の中核医療を担っ

すが、我々もですね、情報収集衛星

ていただいているということがござ

局の本部にまいりましてもですね、

いまして、 非常に市民の皆さん方

防衛庁からも幹部の方は来ておいで

も、そしてまたこの地域の皆さん方

になりますし、警察庁からも幹部の

も非常に助かってらっしゃる部分が

方は来てらっしゃいますし、総務省

あります。出水郡医師会立の病院で

関係の電波関係の方からも来ておい

ございますから、減免措置をとるこ

でになりますし、それから宇宙開発

とはできるわけでございますが、そ

機構の方からも来ておいでになると

れと同時に今はですね、阿久根市内

いうような形でですね、やっぱりそ

の先生方も出水郡内の医師会の先生

ういう内閣が総括している施設とし

方もですね、出水市立病院、そして

てですね、 各省庁から集まった方

阿久根市民病院、この両方ともです

たちによって組織された一つのポジ

ね、中核医療機関としてそれぞれ医

ションになってるわけでございまし

師会の先生方が夜交代でですね、当

て、やっぱりそことだけ話をしても
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どうにもならないなと。これはやっ

市がですね、ちょうど１億、阿久根

ぱり、時の内閣府とですね、十分話

市が１億800万円、それから大口が

し合いをしていかなきゃいけないと

ですね、１億500万円、それから西

いうことでございまして、我々とし

之表が9,500万円、垂水市がですね、

ては今後その辺のですね、道は探っ

8,800万円というような形でござい

ていきたいと思いますが、しかしこ

まして、こういう合併ができなかっ

れは非常に難しい問題であるという

たところはですね、随分やっぱり抑

ことは十分に８番樒柑議員も承知の

え込まれているという状況がござい

上で質問しておいでになると思いま

ます。

すが、我々もその辺は努力をさせて

これに対しまして私はこれが発表

いただきたいというぐあいに思いま

になった後ですね、阿久根市の特別

す。後は担当課長の方から答えます

交付税の要望活動で東京にまいりま

ので、よろしくお願いいたします。

して、総務省に行きまして、事務次

議長（庵

官ともお会いをしてですね、こうい

重人議員）

この際、暫時休憩いたします。

う数字は申し上げながら、これじゃ

休

憩

午前11時03分

あなかなか我々は地方を再生させ

再

開

午前11時14分

ることはできないと、ぜひその分を

議長（庵

特別交付税で見ていただきたいとい

重人議員）

休憩前に引き続き会議を開きま

う話もしましてですね、それから財
政局長あるいは財政課長、交付税課

す。

長、そういう方々にもお会いをして

議事を継続いたします。

ですね、一人一人にこの辺は丹念に

斉藤市長
８番櫁柑幸雄議員にお答えをさせ

要望活動を行いましてですね、お願

ていただきますが、先ほどちょっと

いをしたわけでございますけど、確

答弁漏れがあったようでございます

かに数字でですね、こういう形であ

ので、交付税措置についてですね、

らわれてきていることは事実でござ

結局合併できたところと、 できな

いまして、この辺は我々ももっと強

かったとこと差をつけられたんじゃ

くですね、要望していかなきゃいけ

ないかということでございますが、

ないと思っておりまして、 早速こ

今回の地方再生対策費につきまして

の数字をもってですね、要望活動を

はですね、そのような傾向がちょっ

行ったところでございます。

と見えるわけでございまして、枕崎
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以上でございます。

者択一というふうに決定がなされた

川畑副市長
８番櫁柑幸雄議員に総合運動公園

わけであります。現在の総合運動公

施設等管理運営業務の管理委託につ

園については、 基本的には阿久根

いてお答えをいたします。

市が直接管理しているわけでありま

先ほど市長から答弁がありました

す。そういう意味では、体協に一部

ように、平成15年６月13日に地方自

委託するわけでありますけど、この

治法の一部を改正する法律が公布さ

一部委託を否定しているわけではあ

れ、同年９月２日から施行されたと

りませんので、現在総合運動公園の

ころであります。この中で、地方公

管理の一部については体協に管理を

共団体が管理運営する公の施設につ

お願いしているところであります。

いて、これまで公共的な団体等への

そういう中で、基本的には阿久根

その管理を委託することができると

市が直営をする中の一部委託という

されておったわけでありますけど、

ふうにとらえております。 ただ今

法律の施行後は地方公共団体が指定

後、より効率的に、効果的に管理運

する法人、その他の団体、すなわち

営していく、そのためには全部管理

指定管理者にその管理を行わせるこ

運営を委託する指定管理者導入とい

とができるようになったわけであり

うものは当然考慮していかなきゃな

ます。

らないと、そういうふうに思ってい

この制度の目的としては、多様化

るところでありますけど、現在の一

する住民ニーズに、より効果的、効

部管理業務委託の推移を見た上で、

率的に対応するため、 公の施設の

将来はこの制度を、近い将来と言っ

管理に民間の能力を活用しつつ住民

てもいいかもしれませんけど、この

サービスの向上を図るとともに、経

制度を導入する検討が必要だなと、

費の節減等を図ることを目的とする

そういうふうに思っているところで

制度であります。

あります。そういう意味で、今回ま

なおこの法律では、新規で団体等

だ指定管理者の導入というとこまで

に施設の全部を管理運営させる場合

至っておりませんけど、今後いろい

にはこの指定管理者によることと

ろな形で検討していく必要があると

し、現在施設の管理運営を全部委託

思います。既に指定管理者検討委員

している場合には、平成18年９月２

会等ではこの問題についても、数次

日までに指定管理者制度を導入す

にわたって検討してきた経過があり

る、あるいは市が直営で行うか、二

ます。現時点では推移を見るという
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よろしくお願いします。

段階でありますけど、今後十分に検
討していくということであります。

櫁柑幸雄議員

どうぞよろしくお願いします。

まず、民生費の社会福祉にかかわ
る広域連合の負担金の問題ですが、

的場健康増進課長
櫁柑議員に補足してお答えいたし

それは仕組み上そうなっているわけ
ですから、やむを得ないと思います

ます。
広域連合の予算についてわかりに

が、やっぱりどうもですね、この疑

くいとのお尋ねでございましたけれ

問を投げかけるような予算の仕組み

ども、 確かに一般会計を経由して

は将来に意図的なのがあるんじゃな

国保会計に入ったものをまた後期高

いかというふうに、そういう疑いを

齢者医療広域連合に繰り出すなど、

持つような仕組みでありますから、

我々担当者としても非常にどうにか

今後きちっとやっぱり整理をされて

ならないかというふうに思っている

いかないかんなと、そういう意味で

ところです。しかし予算費目につい

は私どもも我が党を通じてですね、

ては、国が示した科目設定に準じて

国会でも議論しておりますが、我が

おりますので御理解をいただきたい

党は基本的にはもう凍結せよと、こ

と思います。今後もう少しわかりや

ういうことなんですよ。そういうこ

すいようなやり方ができないのか、

とで市長も凍結に頑張っていただき

そういう要望活動は今後も県あるい

たいと、このように要望しておきた

は広域連合等にしていきたいと思い

いと思います。

ますので、御理解をいただきたいと

それから総合運動公園、教育費の

思います。

保健体育費ですが、総合運動公園等

川原税務課長

管理運営を実質体協に委託されてい

８番櫁柑議員の県内における医師

るわけで、特にこのボンタンロード

会の開放型病院の状況についての御

レースとかですね、それからつい最

質問についてお答えしたいと思いま

近行われました九州選抜のいわゆる

す。

ロードレースとかですね、そういっ

県内における医師会団体は８団体

たその部分についても既に体協に委

で９カ所であります。その団体につ

託されて運営をされているわけで、

いては、 課税免除ないし減免とい

それなりに努力されてるわけですか

う取り扱いで固定資産税の方を取り

ら、私はやっぱりそのああいったイ

扱っています。

ベントを含めてやるのであれば当然
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ですね、委託管理、法律に基づいて

れるということと、一つはやっぱり

やるべきではないかなと思うんです

そういった施設に対する減免措置に

ね。しかも法律改正で体協にも委託

ついては一定のですね、国における

できるわけですから、別段法人化を

財政支援制度が措置されるべきだと

とらなくてもいいんじゃないかなと

いうふうに思いますから、この点も

いうふうに思いますから、そういっ

含めて十分国に要請される必要があ

たことを基本的にされるべきではな

るんじゃないかなと思いますので、

いかなと。その方が体協としても私

ぜひそういう努力をいただきたいと

は運営しやすいんじゃないかなとい

思っております。

うふうに思いますから、基本的には

それから情報収集衛星受信局につ

ほとんどやっているわけで、ただ個

いては、現在のところ当然国の施設

別に警備とかですね、清掃とかそう

だということで、 市町に対する交

いうのはせんでもいいですよとなっ

付はないわけですけれども、これは

てますよ。ただし基本的には、総体

基本的には防衛施設ですよ。ですか

的にある意味では管理されているわ

ら、それは本当は、例えば天気予報

けですから、当然地方自治法に基づ

とかですね、そういった予報を出さ

いて処理されるべきだなというふう

れるシステムなら理解できますけれ

に思ってますので、よろしくお願い

ども、そういうのは、一方ではその

しておきたいと思います。

測候所は廃止されているわけですか

それから固定資産税にかかわる市

ら、そういうカバーもしているのか

民病院の関係については、それはも

といえばしてないわけでありまして

う制度上そういうふうになってお

ですね、これはそういうことで、ぜ

り、県内もそうだということであり

ひ制度上国に求めるべきだと。もち

ますから、 一方では市民の健康を

ろん我が党も福島党首を通じてです

守るために努力をされているわけ

ね、頑張る決意は申し上げておきた

で、それは十分理解をしているわけ

いと思いますが、やっぱり自治体が

ですけれども、最近全国的にはです

言わんといかんと。一方では、いわ

ね、たらい回しとかとあって救急車

ゆるガソリンにかかる暫定税率でで

で運ばれる途中で亡くなったという

すね、目的外にも使ってるわけで、

のはいろいろ言われているわけです

当面こういったのにも支出しても問

から、そういうことはないとは思い

題ないんですよね。そういうことも

ますけども、そういった配慮がなさ

考えられるわけですから、ぜひ努力
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ういうふうに設定することの実用上

をいただきたいと思います。

の効果という部分について御説明く

それから地方交付税については、
今市長が申されるように、特に地方

ださい。

再生のために人口が非常に少なく

次は第５条ですけども、給料、職

なったところに一定の配分したとい

員手当及び共済費について同一款内

うふうになっておりますから、当然

でこれら経費の各項間の流用を認め

阿久根も相当努力をしていただく

ると。一つだけ項間流用を認めると

必要があるんですけれども、結果的

いう状況になぜ入ったのかと、違和

に配分としては１億800万円、出水

感があります。御説明ください。お

地区で一番阿久根が少ないんですよ

願いします。

ね。人口の少ない長島町は少ないと

斉藤市長

降壇
登壇

いうことでしょうけど、阿久根より

２番竹原議員にお答えをさせてい

100万円多いと。ですから出水地区

ただきますが、まず最初に一時借入

で一番低いわけですから、これらの

金についてでございますが、財政運

配分についてはやっぱりもっとやっ

営に中で資金収支の安定を図り、財

ぱり地方が再生されるようにね、配

政運営が円滑に行えるよう、地方自

分についてはやっぱり市長、物を申

治法で定められているものでござい

すべきだと思いますから、ぜひ物を

まして、返済についてはその会計年

申されていただきたい。今後とも特

度内の歳入をもって償還しなければ

に地方交付税については私どもも頑

ならないという規定がきちっとござ

張る決意を申し上げてですね、質問

います。そういうわけで一時借入金

を終わります。

というわけでございますが、平成20

議長（庵

年度当初予算においては、一時借入

重人議員）

次に、２番竹原信一議員の発言を
許します。
◎

総括質疑（２番

金の限度額を15億円と設定をしまし
たが、これは地方交付税を初めとす

竹原信一議員）

竹原信一議員

登壇

る国の交付金等は年に３回から４
回に分けて支払われてまいります。

２点御質問申し上げます。

国・県補助金等は年度末に交付され

一般会計予算の１ページ、第４条

ることがほとんど多く、工事請負費

一時借入金15億円、最高額を定める

の支払いや市債償還金等多額の支払

となっておりますが、この15億円に

いが集中する時期においては、これ

設定したことの根拠と、それからこ

らの支払い資金が一時的に不足を生
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じることから、これまでの実績を参

予算書第５条に規定した事項は４

考に限度額を設定したものでござい

月以降の職員の人事異動等により各

ます。この実績は年度間では変動が

項内で予算化された給料、手当額等

大きく、平成18年度においては最高

に不足が生じた場合に同一款内の項

10億500万円の借り入れを行ってお

の間で、人件費から人件費へ流用が

り、また平成19年度では現在のとこ

行えるよう規定したものでございま

ろ最高６億7,000万程度の借り入れ

す。あくまでも款内の予算額を超え

を見込んでいるところでございま

て流用するものではなく、さらには

す。ただし、これは年度内に返還を

議会で議決された職員の人件費総額

するということでございますから、

を超えて使用するものではございま

国から交付金が入ってきたり、いろ

せんので、その辺は誤解のないよう

いろするとですね、それで返還をす

よろしくお願いを申し上げたいと思

るということでございまして、結局

います。ということはどういうこと

阿久根の支出とですね、入ってくる

かというと、３月の今の議会で予算

お金とが一時的にバランスが崩れる

を決定していただきます。そうする

ことがあるわけですね。そういう場

と、その予算の人件費内でですね、

合に一時的に借り入れるというお金

流用を行うということなんですが、

でございますので、その辺はよろし

それはどういうことかというと、４

くお願いを申し上げたいと思いま

月以降に人事異動があったりして

す。よろしくお願いいたします。以

ですね、若い人とある程度年齢の高

上でございます。

い人が行ったり来たりするようなこ

それから歳出予算の流用について

とがあります。そうすると、今の職

の御質問でございますが、これは歳

員の配置でそれぞれの課の人件費が

出予算の経費の金額は各款または

決まってるわけですが、それがです

各項の間においては相互に流用する

ね、人事異動によって年齢が違う人

ことができませんが、地方自治法第

が行ったり来たりするとですね、人

220条第２項ただし書きにおいては

件費が足らなくなるというようなこ

予算の執行上必要がある場合に限

とも出てくるわけで、その場合はそ

り、予算の定めるところによりこれ

の中で調整をしていくということで

を流用することはできると限定的に

ございますから、どうかその辺はで

予算の流用を認めているところでご

すね、全体的な経費が変わるわけで

ざいます。

はないということで、御理解をいた
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ですよ。 両方についてお 願いしま

だきたいと思います。

す。

よろしくお願いいたします。以上
でございます。

降壇

斉藤市長
これはまだちょっと理解をされて

竹原信一議員
一時借入金の件ですけども、今の

いないようでございますので、２番

お話から理解できる範囲内だと、法

竹原議員にお答えをさせていただき

律に決まっているから設定しなけれ

ますが、これはあくまでも人件費の

ばいけない。金額についてはとりあ

問題でございましてですね、結局役

えず幾らでもいいんだから、という

所というところは、人事異動があっ

ふうに聞こえたんですけれども、こ

たりいろいろするわけでございまし

れが15億が20億であっても全く問題

て、そういう人が役所内でポジショ

ないというようなものなんでしょう

ンを変わるということがあるわけで

か、それが一つ。

すから、その場合の人件費の流用に

私が違和感があると申し上げたの

ついてをですね、言っているわけで

はですね、実はこの、例えば教育費

ございまして、各事業のですね、流

なんですけど、 前回の補正予算で

用とは全く違うわけでございまし

は小学校、中学校、幼稚園費だけで

て、その辺はですね、一緒くたにし

500万円の不用額が出てると。これ

ないようにひとつよろしくお願いを

なんかも項を超えればもっと活用で

したいと思います。あくまでも我々

きたはずなのになという気がするわ

としては議会で議決いただいた予算

けなんですよ。だから、このような

内でですね、年間を執行していくと

項間をここに一文入れれば、もっと

いうことが基本でございますから、

活用できる状況があるんであれば、

その辺はですね、よろしくお願いし

ほかのにもできるんじゃないかと思

たいと思います。

うからこのように申し上げておるわ

ですから教育委員会なら教育委員

けなんですね。この割り振り方が実

会の予算についてはですね、今回出

際その効果的な運用を妨げている部

しております予算書によってです

分があるかもしれない。しかし、そ

ね、年間執行をすることによって阿

れはこの規定によって乗り越えるこ

久根市の教育はきっちり確保できる

とができちゃうと。ならば特に教育

という、そういう形で出しているわ

費なんかはそれをやってもらっても

けですから、ひとつその辺は誤解の

いいんじゃないかなと思うわけなん

ないようよろしくお願いしたいと思
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一時借入金のことにつきまして補

います。

足してお答えをいたしたいと思いま

以上でございます。
議長（庵

重人議員）

すけど、これはあくまでもその年度
途中におきまして、どうしても支払

市長、市長、借り入れ金の話で、
15億でも20億でもいいのかと。

いに対しまして歳入が不足する、資
金ショートを起こす場合が当然出て

斉藤市長
借入金がですね、10億でも20億で

まいりまして、特に起債等につきま

もいいんじゃないかというような御

しては借り入れが年度末、あるいは

発言をされたと 思いますが、 そう

出納閉鎖期間中に借り入れが多いと

じゃなくて、やっぱり我々としては

いうことでもありますし、また先ほ

ですね、きっちり年間を運営してい

ど市長も説明しましたように、国・

く上で資金がどのような流れになっ

県補助金等についても年度末の交付

ていくかということを、その流れを

が多いということで、そのために歳

見ながらやっていくわけで、大体阿

入が不足するわけでありますけれど

久根市にとってはですね、 一時借

も、それによって支払いを延ばすと

入金というのは15億の範囲内でです

いうことができませんので、それに

ね、運用ができていくという見通し

ついては一時的に資金繰りを調達を

のもとにやっているわけでございま

して支払いをすると、そういったこ

してですね、その辺はそのいいかげ

とでございまして、金額につきまし

んにやっているんじゃないわけでで

ては、これは予算規模とか起債の額

すね、設定をするときも非常に難し

とか、あるいはその国庫補助金等の

いところであるわけです。我々が10

金額によっても違いますけども、こ

億と決めるか、15億と決めるかとい

こ 数 年 見 ま す と、 大 体 最 高 で10億

うのはですね、そういう予算の状況

ちょっと程度ありますので、しかし

を見ながらですね、やっていくわけ

限度額としては15億程度の限度額が

ですが、そういう意味でですね、こ

ほしいということで設定をいたして

の辺の、現在までの、ここ４、５年

るところでございます。以上でござ

のですね、一時借入金の流れについ

います。

ては担当課長の方から説明をさせま

竹原信一議員

すのでよろしくお願いしたいと思い

どうも何と言いましょうか、私の
表現がかんにさわるのかもしれんで

ます。以上でございます。

すけど、15が20であっても何か問題

富永財政課長
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は起こらないんでしょというふう

してもらいたいなと思って、先ほど

に、影響があるんですかと、その程

のような質問をさせていただいたわ

度の話でございますので、そこの部

けです。スタンスが違うというので

分だけ率直に答えてもらえばいいで

あればこれ以上お答えいただかなく

す。仮の見込みで、例えば15と今回

ても結構です。

設定したのが、例えば８じゃ足らな

先ほどの、この借入金の件につい

くなるかもしれないと、そういう場

ては財政課長どうなんですか。そこ

合には困るでしょうけども、15じゃ

のところをお答えください。

なくても20て書いとってもかまわん

斉藤市長

のじゃないかと、その程度の問題な

２番竹原議員にお答えしますが、

のかなというふうに私は理解してる

これはですね、人件費もきっちり枠

んですけども、どうなんですかね。

をはめてあるんですよ。幾らでも人

もう一つ、市長、私が言っている

件費を支払っていいとかそういうこ

のはですね、まさにその阿久根市役

とじゃないわけで、枠をきっちりは

所の存在目的の部分なんですよ。事

めた中でやってるわけでございまし

業をすることによって阿久根市民の

て、ただその異動があったりいろい

生活やら教育やらいろんなものを支

ろするから、その中で、その枠がは

える。そのためにこそ阿久根市役所

められた中でですね、やりとりをす

はあるわけですね。職員を雇ってい

るわけでございまして、阿久根市職

るのもそのためです。議会が存在す

員はですね、市民サービスを行って

るのもそのためでございます。事業

いくために全力を上げてやってるわ

というのが枠の中にはめて、人件費

けでございまして、その人たちには

は特別ですよという発想そのものが

きっちり人件費を支払うということ

ですね、大分私なんかとはちょっと

でございます。ですからその人件費

違うなという気がしてしまうんです

についてもですね、きっちり枠がは

よ。事業がすべてでございますよ。

められてその中でちゃんとやるわけ

そのための人でございまして、人件

ですよね。決められてるわけでござ

費であります。一番重要なものは何

いまして、その範囲の中でですね、

かということを考えたときに、その

異動があったりいろいろした場合に

視点からその事業についても、 特

やっていくということでございます

に教育については項間の流用をして

から、その辺はですね、どうもどっ

もっと有効な使い方ができるように

か一つ竹原議員がボタンをかけ間
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違っているような感じがして、どう

します。

もやりとりがですね、食い違ってし

◎

まうということで非常に残念なんで

山田

総括質疑（13番

山田

勝議員）

勝議員

登壇

すが、どうかその辺はですね、御理

平成20年度阿久根市一般会計予算

解をいただきたいと思います。よろ

について、総括質疑を行いますので

しくお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

富永財政課長

非常に厳しい財政運営をしなけれ

竹原議員に補足して御説明いたし

ばならない時代を迎えながら、遅々

ますけれども、款項というのはこれ

として進まないと思っておりました

は予算の科目につきましては、 議

行政改革も少しぐらいは兆しが見え

会の議決科目でございます。ですか

てきたように思います。そこで歳出

ら、私どもが勝手に流用して執行す

から質問をいたしますので、お尋ね

るということはこれは許されてな

いたしますのでよろしくお願いいた

い、これが地方自治法の趣旨でござ

します。

いまして、その例外として予算に定

42ページ、第２款１項１目職員給

めた場合についてはできると、あく

与等、鹿児島県市町村職員退職手当

までも例外規定を今回定めていると

組合の負担金のうち、１億3,439万

そういうふうに御理解いただきたい

5,000円は平成18年度の定年前退職

と思います。

者の分でございますが、 確か市長
はそのときに提案をされなかったと

〔発言する者あり〕
一時借入金の限度額につきまして

いう質疑をしておったんですけれど

は、これは我々といたしましては、

も、２年後にこうして予算を上げる

ある程度の余裕をもった限度額の

ときに論議をしてもらいますという

設定があれば一番資金繰りとしては

答弁をされたのを記憶をしておりま

運用しやすいと思いますけども、こ

す。しかしながら今回よく見れば、

れは最低限、しかしながらそれをで

予算説明書をよく見ればわかったん

きるだけその上限については実態に

ですが、 予算説明書 の説明のとき

合わせて低く設定をしてると、そう

も、補足説明のときもですね、説明

いったふうに御理解いただきたいと

はなかったようなふうに私は記憶し

思います。

てるんですが、今回の分については

議長（庵

何パーセントから何パーセントで具

重人議員）

次に、13番山田勝議員の発言を許
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体的に説明をいただきたいと思いま

工事請負費、老朽住宅除去事業とこ

す。
次に59ページ、３款１項２目19節

うありますが、どこの住宅で除去の

補助金、福祉ホーム事業の事業内容

そういう事業の内容をお尋ねをいた

及びここに入所したいという対象者

します。

はですね、あるいはできる対象者は

次に128ページ、一般職の給与明

何人ぐらい市内におって、そして何

細書の中に定年退職者及び勧奨退職

人今入所しているのかお尋ねをいた

にかかわる退職手当とありますが、

します。

平成20年３月31日の退職者、退職予
定数と内訳をお願いいたします。

次に60ページ、３款１項３目１３
節委託料でございますが、高齢者等

次に13ページ歳入、１款２項２目

訪問給食事業の、サービス事業につ

交付金、減額になっております減額

いてでございますが、平成19年度の

の原因と国有財産の所在地、そして

補正予算で市長とるる論議をさせて

理由。

いただきました。しかしそれはそれ

それから28ページ、13款３項７目

として、訪問給食の提供を受けるで

１節委託金、国道路側帯樹木管理費

すね、希望者に満遍なく行き届いて

ということで100万円ほど計上して

いるような事業の執行をされている

ございますが、どこなのか。そして

のか、あるいはまた決定はどのよう

私はいつも阿久根駅前の港側のです

にされるのかお尋ねをいたします。

ね、国道、魚の道周辺の改修につい

次に72ページ、２項１目19節補助

てお願いをしとったところでござ

金、循環型社会形成推進補助金でご

いますが、それはどのようなふうに

ざいますが、この補助金の出し方を

なっているのかお尋ねをいたしま

お尋ねをいたします。

す。

78ページ、６款１項５目13節委託

これで第１回目の質問を終わりま

料、土砂崩壊防止事業計画書作成業

す。

務とございますが、今回の事業の内

議長（庵

容と対象箇所、それとこのような箇
所というのは市内にもまだまだある
と思うんですが、そういう箇所は幾
らぐらい把握してらっしゃるのかお
尋ねいたします。
次に97ページ、８款６項１目15節
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重人議員）

午前中の審議を中止し休憩いたし
ます。
午後はおおむね１時再開いたしま
す。
休

憩

午前11時53分

再

開

午後１時00分

議長（庵

及び対象者数についてでございます

重人議員）

休憩前に引き続き会議を開きま
す。

に、地域で生活する障害者のニーズ
を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟

議事を継続いたします。
斉藤市長

が、障害者自立支援法の施行ととも

登壇

な事業実施が可能となるよう、市町

13番山田勝議員にお答えをさせて

村の創意工夫により効率的、効果的

いただきますが、初めに歳出の第２

な取り組みが求められております。

款総務費１項１目３節の鹿児島県市

このことから地域生活支援事業の一

町村職員退職手当組合負担金につい

つに福祉ホーム事業があります。そ

ての御質問でございますが、平成20

こで、訓練等給付や地域活動支援セ

年度の鹿児島県市町村職員退職手当

ンター事業を利用する利用者の居住

組合への負担金は４億6,897万円で

を支援する重要な役割を担う施設と

ありまして、内訳としましては、現

して設置されることにかんがみ、ま

年 度 分 が ３ 億3,105万 円、 平 成18年

た、旧法の支援費施設等に入所され

度の定年前早期退職者へ特例加算分

ている方々を地元に帰ってきてほし

として支払った分、１億3,792万円

いとの願いもあり、その目的を果た

となっております。平成19年度と比

していただくよう財政的な支援をす

較して増加になった要因としては、

るものでございます。予算の算定基

今申し上げました特例加算分が20年

礎は、宿直管理人１名の人件費等を

度に精算されることに加え、同組合

年間分算定し補助するものです。ま

への負担金率がこれまで1,000分の

た対象者は９名が利用可能ですが、

280だったものが、1,000分の30引き

現在７名の方が利用されておりま

上げられ、1,000分の310へ変更され

す。

たためでございます。平成18年度に

次に60ページ、３目13節の高齢者

定年を待たずして早期に退職した職

等訪問給食サービス事業の内容につ

員は20名であり、そのうち、19名に

いてでありますが、この事業は虚弱

対して特例加算分の退職金を支払っ

で調理が困難な高齢者等に食生活の

ており、加算率としては10％から最

改善を図るとともに声かけによる安

高73％の範囲内でございました。よ

否確認等を行い、孤立感の解消や自

ろしくお願いを申し上げたいと存じ

立した生活の維持を図るなど、在宅

ます。

福祉を推進するものでございます。

次に、福祉ホーム事業の事業内容
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内容については18年度から市の単独

事業で推進していますが、予算の考

所を完了させており、現在のところ

え方は、年間配食量を85人分の２万

桐野上が対象箇所として残っており

7,500食と見込み、老人福祉費では

ます。

調理員３人分の人件費や食材、備品

次に97ページ、第８款土木費６項

等の経費が主なものでございます。

１目15節工事請負費の老朽住宅除去

次に、第４款衛生費２項１目19節

事業の内容についての御質問です

負担金補助及び交付金の循環型社会

が、この事業は国の補助を受けて平

形成推進助成金、補助金の出し方に

成17年度にも実施した事業であり、

ついての御質問でございますが、こ

老朽化した住宅を解体し、居住環境

れは平成18年度の資源ごみ有価物売

の整備・改善を目的にしているもの

上額の30％以内を予算額とし、市内

でございます。先日の児玉議員の一

79区の衛生自治会に対し均等割額と

般質問でも答弁しましたように、現

して各区１万円、また戸数割額とし

在、昭和40年代以前に建設した住宅

て衛生自治会加入戸数に応じ助成す

200戸のうち、老朽化が激しく、空

るものでございます。

き家にしているものが46戸でござい

次に78ページ、第６款農林水産業

ます。これらを一度に解体したいと

費１項５目農地費13節の土砂崩壊防

ころでありますが、多額の予算が必

止事業計画書作成業務の事業内容と

要となりますので、段階的な方法で

市内の対象箇所についてであります

対応したいと思っているところでご

が、本事業は風水害により土砂崩壊

ざいます。そこで今回予算計上した

の危険の生じた箇所において、農用

住宅は解体した跡地を駐車場等に利

地及び農業用施設の災害を防止する

用するため、猿の出住宅１戸、高松

ために水路等の新設及び改修等を行

住宅１戸、丸尾住宅２戸と合わせて

う事業でありまして、採択要件は受

市民会館の隣接地にある阿久根市仮

益者面積５ヘクタール 以上、 総事

設住宅２棟分12戸、合計の16戸分を

業費800万円以上となっております。

補助事業として計上したものでござ

場所は脇本の木場仁田地区でありま

います。

して、今回は県営事業として採択し

次に128ページ、平成20年３月31

ていただくための前段階で、市単独

日に退職を予定している職員数です

による事業計画書作成業務委託料を

が、 定 年 退 職 者 が ９ 名、 自 己 都 合

計上させていただきました。市内の

退職者を含む定年前早期退職者が17

対象箇所については、これまで６カ

名、計26名であります。これに本年
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13番山田議員に補足して御説明申

度既に退職している者３名を含めま

し上げます。

すと、平成19年度の退職者は合計29
名となる予定でございます。内訳に

福祉ホームの市内に対象者はどれ

つきましては、一般職15名、保育士

ぐらいいるのかということでござい

１名を含みます。一般職15名、技能

ましたけど、 福祉ホームは知的障

労務職13名、医師１名であります。

害者等で住居を必要としている人に

次に13ページ、歳入の第１款市税

低額な料金で居室を提供するととも

２項２目、国有資産等所在市町村交

に、日常生活に支援を行う施設でご

付金及び納付金の減額の原因の国有

ざいます。阿久根市内の知的障害者

財産の所在地、理由についてであり

の手帳発行者数は現在231名で、市

ますが、これは昨年10月から日本郵

外 へ の施 設 入 居 者は37名 と な っ て

政公社が民営化されましたことによ

おります。単純に差し引きますと、

り、平成20年度から固定資産税の課

194名の方が市内にいらっしゃる対

税対象となったものでございます。

象者ではないかなと考えておりま

なお、今後は本市における国有資産

す。以上でございます。

等所在市町村交付金の客体となる国

山田

勝議員

有地等の所有者は、鹿児島県と九州

なかなか尋ねた分についてです

森林管理局の２社ということになり

ね、的確なのが来る分と、これは前

ます。

もってうまく打ち合わせしておりま

次に28ページ、第13款国庫支出金

すと市長、 的確にこう来るんです

３項７目１節道路橋梁費委託金の国

が、全然打ち合わせのない分につい

道路側帯樹木管理費の内容でありま

てはですね、私が今言ったのと違っ

すが、これは国道３号における市民

た形で答弁をされる。そういう意味

会館入り口から佐潟口バス停留所

では難しいですねと思いながら、ま

までの区間1.4キロメートルの路側

たこう再び質問をするんですが、私

帯の樹木管理にかかわる委託金であ

は第１問目の職員手当等の負担金に

り、平成12年度から委託されている

ついては、市長が18年度早期退職分

ものでございます。

についての質問はですね、メモにつ

どうかひとつよろしくお願いを申

いては例えば10％から73％というの
は、数字として議案書に出てきてい

しあげます。以上でございます。
降壇

ないんですよね。今年は50％、去年
も何パーセントと出てきますよ、出

佐潟生きがい対策課長
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てきていないんです。ですからそう

が、お父さんが亡くなりお母さんが

いうことについて、しかもそのとき

亡くなった、次はどうするか、行き

にですね、２％から20％を選ぶか、

場がないんですね、面倒を見てくれ

10％から73％を選ぶかというのは阿

る人がない。そういうことでありま

久根市が決めたことだということま

すので、ぜひこういうのは必要なん

で市長は答弁をしていただきました

ですが、ただ237名いらっしゃる中

よ。そういうことでしたと。ですか

で、37名は市外にいらっしゃる、そ

らこれは、例えばこの給与明細書に

して今何名ですか、９名ですか、い

関するですね、鹿児島県退職組合の

るとこういうことなんですけどね。

決まりによると書いてありますが、

ですから私は入りたい、あるいはそ

それによるけど、どちらを選ぶかと

ういうところの措置を受けたいとい

いったのは阿久根市が選んだわけで

う人はいつでも受けられるような体

すから。そういう意味でですね、で

制をですね、阿久根市もやはり職員

きれば今回私が最初で言ったのは、

１名分の人件費プラス、もちろん福

73％については、市長はこの件につ

祉ホームを設立するについてはです

いては今回、次のですね、追加分を

ね、いろんな形で国の予算、あるい

出すときに、予算を出すときに論議

はないかの予算いろいろあると思い

をしてもらいますという答弁をされ

ますよ、補助とかあると思います。

たのを私は記憶しているんですが、

しかしながら、阿久根市としてもそ

そういうことであれば、今回のやは

ういう方々をやはり満遍なく受け入

り提案書の中でですね、きっちり、

れる体制をですね、つくってほしい

あなたの言われるきっちりやっぱり

という気持ちでこれはお尋ねしたわ

説明をし、補足説明をすべきだった

けでございますので、この件につい

のではないかという気持ちで今お尋

てもですね、そういう体制でひとつ

ねをしたわけでありますので、これ

取り組んでいただきたいと。これは

をもう一遍お尋ねをいたします。

結構であります。

それから２問目の福祉ホーム事業

それから高齢者等訪問給食事業の

内容及び対象者については、住宅を

内容についてはですね、 当初市長

必要とする知的障害者というのがで

と大変質疑をさせていただきまし

すね、これから先、年々出てくると

た。決して曲がった考えでいるわけ

いう話も聞いております。今までお

でもありません。しかしながら私が

父さん、お母さんと生活していた人

思うのはですね、老人の方々が希望
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する人は満遍なく提供できるような

んどですね、あっちこっちで土砂崩

システムをつくる必要があるのでは

壊事業で整備がされて、そしてその

ないか。予算が限られておりますと

水害がないように、あるいは事故が

予算の範囲内でですので、 予算の

ないような状況になっているのも事

範囲内ですからね。だからほしいん

実でありますけれども、今回こうし

だという人ももらえなかったり、ど

て大変困っていらっしゃった場所で

うするんだと困って相談に来られる

もありますけれども、こうして土砂

方もいるんですね。そういうことで

崩壊事業採択のために阿久根市が作

満遍なく、希望者に満遍なく、ある

成業務をされるということですが、

いは困っている人に満遍なく配達で

仮にうまくいくとして、いつごろか

きるような体制で取り組まれるかど

らですね、この工事の着工というの

うか、事業の推進をするかどうかと

はなるのか。あるいは桐野上に対象

いう尋ね方をしたわけでありますの

地区があるということですが、これ

で、その点についてもう一遍お尋ね

は始まっているのか始まってないの

をいたしたいと思います。

かをお尋ねをいたします。

それから循環型社会形成推進助成

それから老朽住宅除去事業につい

金ですが、これは資源ごみの売却の

てはですね、そういう場所もたくさ

30％以内をですね、79区に平均１万

んありますし、そしてあわせて補修

円、あるいは後均等、何て言うんで

をしてやればいい場所もあると思い

すかね、均等払いが１万円、それか

ます。そういう場所をですね、よく

ら戸数割とこういうことですけれ

調査、あるいは勘案されてスムーズ

ども、例えばそれなら300万円の予

な事業の推進ができますことを期待

算のうちに最高どれぐらい、最高幾

をしてこの点については了解いたし

ら、少なくとも最低幾らか、平均幾

ます。

ら集落にですね、だから衛生自治会

それから一般職の給与明細書の中

に補助金を出されるのか。しかもそ

に、定年退職及び勧奨退職にかかわ

の補助金の使い道というのは指定さ

る退職手当の３月31日に退職職員数

れるのか指定されないのか、それも

の内訳ということで説明をしていた

お尋ねをいたしたいと思います。

だきました。私は市長、どうしても

それと土砂崩壊防止事業の件でご

ですね、 もう決定をしたことであ

ざいますが、脇本の木場仁田地区と

ります。 しかしながらどうしても

いうことであります。それからほと

納得いかないのが128ページのです
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ね、支給率、国の制度、阿久根市の

とでこの件については了解いたしま

制度、ずっと国の制度、国家公務員

す。

に準じてきた給料の体系がですね、

老朽化についてはもう了解をいた

こうして、そういう制度といえども

しましたのでいいです。老朽住宅の

ですね、しかも10％から73％という

除去事業についてはですね。

数字は一回も出てこないで、鹿児島

それから、13ページのですね、交

県の退職組合にかっせてですよ、本

付金、これは郵政省から日本郵政公

来なら鹿児島県の退職組合に加入す

社になったということであります

るときにこの話はして、決まりを決

が、郵便局というのはいろいろある

めておくべきだったのがどういうわ

んですよね、阿久根郵便局もありま

けか、失礼ですけど知らせもしない

す。脇本郵便局もあります。西目に

で、わからなければそれでいいとい

もあれば大川にもありますが、果た

うような形でやられたことについて

してその全部の郵便局がこれに当た

ですね、今さらながら残念でなりま

るのでしょうか。それともどことど

せん。しかしながら、今もう決まっ

こがこの対象になるのかお尋ねをい

てしまったことを何て言うこともな

たします。

いんですけども、ただそういうこと

それから国道の道路側帯、委託金

でこうして128ページを見ればです

のですね、100万円について、実は

ね、国の制度が２％、かつては阿久

私は駅前の魚の道の委託金と実は

根市もこうでした。これで早期退職

思っておったんですよね、 残念で

された方もたくさんいらっしゃるわ

すよね。 ですからそういうふうに

けであります。いつの間にかこうい

なりますと、 この予算とは関係な

うのは、いつの間にか知らなかった

いので、答弁をしませんと、説明し

ということが残念でなりません。そ

ませんといわれる意味でそういうで

れはそれでですね、いいとして、退

すね、今国道３号線の話だけをされ

職者がこういうふうにして今年は29

たのか。私はあわせてそこも非常に

名、その中の９名が定年退職者、20

あの付近は汚れて、あの付近の方は

名が早期退職者ということでおやめ

困ってらっしゃるんですが、そこは

になって、あるいは退職されること

どうなってるんですかとあわせてお

についてですね、大変、御苦労さま

尋ねしたわけですが、もしですね、

でしたと言わないかんと思いますの

関連して答弁をしていただければし

で、 御 苦 労 さ ま で し た。 と い う こ

ていただきたいと思います。
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給食を希望される方々にはできるだ

斉藤市長
13番山田勝議員にお答えをさせて

け配食をしていかなきゃいけないと

いただきますが、今回の鹿児島県市

思いますが、一応我々としては先ほ

町村職員退職手当組合の負担金につ

ど２番竹原議員にも申し上げました

きましてはですね、あの当時議会に

ように、議会で予算を承認いただい

対しまして我々としては退手組合に

てその範囲以内で事業を執行してま

入ることをですね、 議案として提

いりますから、その我々が計画した

出をさせていただきまして、 議論

よりもですね、２万7,500食という、

をしていただいて退手組合に入った

85名で２万7,500食という計算をし

と。そして退手組合の制度の中でで

ておりますが、これ以上の方が希望

すね、運用をしていく形でございま

が出た場合はですね、 次の議会で

して、そのときにパーセントは言わ

補正をお願いしたりしてですね、ま

なかったじゃないかという御質問で

た議会で議論をしていただくという

ございますが、その辺でですね、説

ことになるわけでございまして、こ

明不足であったことはこれまでの議

の辺はですね、柔軟に対応しなきゃ

会でもおわびを申し上げてるわけで

いけないというぐあいに思っておま

ごさいまして、その辺はお許しをい

すが、今のところ阿久根市の予算と

ただきたいと思いますが、数字的に

し て は で す ね、85人 分 の ２ 万7,500

はっきり出てまいりますのは、今回

食を見込んだ計算で事業化をしてい

の議会で初めて出てくるわけでござ

るところでございまして、その辺に

いまして、どうかひとつその辺は御

ついては今後対応していく形でです

理解いただきたいと思います。よろ

ね、やっていきたいというぐあいに

しくお願いを申し上げたいと思いま

思いますので、よろしくお願いを申

す。

しげたいと思います。

それから高齢者等訪問給食サービ

それから循環型社会形成推進助成

ス事業でございますが、これにつき

金についてでございますが、これは

まして今13番山田議員はできるだけ

先ほどの一般質問でもですね、質問

満遍なく配食できるよう心がけな

が出ましてお答えいたしましたよう

きゃいけないんじゃないかという御

に、資源ごみ有価物売上額の30％以

質問でございましたが、我々として

内でですね、各区にお配りをする形

はそのとおりでございまして、超高

でございまして、これについてはで

齢化が進んでですね、そういう訪問

すね、きちっとした積算のもとに、
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今言われておりますように均等割で

ずっと海上になっておりまして、実

各区１万円、戸数割でですね、出し

際に姿形として国道となっているの

ていくということでございまして、

はこの部分でございまして、通称魚

細かい数字については担当課長の方

の道ということで設営をされた国道

から答えさせますのでよろしくお願

でございますが、 これについては

いいたします。そしてそのお金に対

ですね、先ほど13番山田議員がおっ

する使い方についてはですね、 各

しゃるように非常に使い勝手がです

区、各衛生自治会でですね、十分話

ね、老朽化して少し悪くなってきて

し合われてお使いいただくという形

いるというような状況もございまし

でございまして、別に我々としては

て、北薩振興局とも十分相談を申し

それに拘束する意味は持っていない

上げながらですね、そしてまたいろ

ということで、よろしくお願いした

んな婦人団体からの要望も受けなが

いと思います。

ら、阿久根市内の婦人団体からも要

そして、国道路側帯樹木管理費で

望を受けながらですね、どのような

ございますが、これは先ほども申し

改良をやるかということで県とも御

上げましたように国道３号線の潟地

相談を申し上げてですね、今回あの

区をですね、土地区画整理事業の中

水路は取り除く形でですね、埋め戻

で改良工事をやりまして今のような

しをやって、泥で埋め戻しをやって

国道３号線になったわけでございま

ですね、その後各種婦人団体がです

すが、そこのですね、この樹木管理

ね、花を植えてきちっとした道路に

について国の方からですね、これは

して、今のまんまで置いておくと非

ぜひ阿久根市の方で管理してもらい

常に老朽化して危険な状態がありま

たいと、それに対する予算としてで

すので、そういう危険な個所は全部

すね、国の方も責任を持って予算を

泥で埋め戻してやって、きちっと排

組みますからということで12年度か

水もよくして、それで花を植え込ん

ら委託を受けているわけでございま

だですね、きれいな道路に再生させ

して、その予算でございます。

ようということでございまして、こ

国道499号につきましてはですね、

れは県の方としてもですね、早急に

確かに日本でも非常に短い距離とし

やるということで約束をいただいて

てなったわけですが、 これはです

いるところでございますので、早急

ね、長崎から出発をした国道でござ

にやっていただけるものと思ってお

いまして、この阿久根ではですね、

ります。あと漏れた部分については
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明を終わります。

課長の方から答えさせますので、よ
ろしくお願いいたします。以上でご

梶尾農政課長
13番山田議員に補足してお答えい

ざいます。

たします。

佐潟市民環境課長
山田議員に補足して御説明を申し

土砂崩壊防止事業、木場仁田地区
の今後の予定はということでありま

上げます。
助成金の額について最高額と最低

したけれども、20年度事業計画書の

額、それから平均額は幾らかといっ

作成をいたしまして、21年度国への

たようなお尋ねでございましたけれ

事業の申請とヒアリング、22年度着

ども、最高額が479戸の自治会加入

工いたしまして、24年度完成という

戸 数 で13万3,000円、 最 少 額 が12戸

計画であります。もう一つは桐野上

の加入戸数で１万3,000円でござい

が残っているということであるが、

ます。それから平均額といたしまし

今始まってはいるかというようなお

ては、３万7,494円になるようでご

尋ねでありましたけれども、桐野上

ざいます。以上でございます。

地区につきましては、一部地元の地
権者の同意が得られていないため、

川原税務課長
13番山田議員に納付金等に該当す

まだ今のところ事業が開始されてお

る内容について御説明申し上げま

りませんが、引き続き地元の役員の

す。

方々と協力して、解決に向けていき
たいと考えております。以上です。

昨年度までの納付金の該当する財
産等につきまして、阿久根郵便局と

山田

勝議員

阿久根郵便局局長職員住宅等、脇本

１点についてですね、もうこれ以

郵便局の土地家屋等であり、大川郵

上私が自分の腹の虫がおさまらない

便局につきましては財団法人郵政福

部分を言っても答弁はわかっており

祉九州地方本部より固定資産税とし

ます。しかし、それぐらい市民を裏

て例年どおり納税されております。

切ったような気持ちでおりますこと

そして西目、大丸、山下、鶴川内、

を伝えて了解いたします。

折口の簡易郵便局の土地・建物の部

それから高齢者等訪問給食につい

分につきましては、それぞれ個人の

てはですね、希望者に、あるいは満

財産として固定資産税としまして今

遍なくやれるのかという話をこう

までどおり固定資産税の方より納税

してするんですけれども、 やはり

していただいております。以上で説

それぞれ85名以上の方々がですね、
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チェックがあったり、あるいは何か

ますけれども、中にはですね、非常

アクションが起こりますとね、切ら

に広い集落の場合にはいや、あそこ

れるのじゃないか、どうなるんだろ

まで持っていくのが大変だがな、何

うかというそんな話をされる人がか

とかできないかというようなことも

なりいらっしゃいますので、やはり

あるんですが、それぞれの集落でな

必要だ、何とかしないとというよう

かなかごみステーションの場所とい

なときのについてはですね、市長が

うのをですね、広げられない部分も

先ほどから言われる安否確認の意味

あるんですが、仮に参考までにです

でという部分もありますのでね、や

ね、仮に私の集落ですと２カ所ある

はり安否確認の意味で特に独居老人

んですね、それは１カ所は集落の公

等から要望があった分についてはな

民館ですけども、１カ所は住宅、個

るべく満遍なく対応できるようにし

人の住宅がたくさん集まっていると

てほしいと。 そういうことでです

ころですよ。でも中にはここあたり

ね、やはり私は実態にあったような

にもほしい、ここあたりにもほしい

そういう事業の仕方はできないの

という人があるとしたときにです

か。できることなら、大川地区に１

よ、例えばそういう収集場所を新し

カ所、西目地区に１カ所、それぞれ

く一個、あるいは二個設けることも

のところところにですね、そういう

いいんですよと、可能ですよという

その提供するステーションみたいな

ふうに委託している阿久根市が言っ

ものがあってですね、そんな市内に

ていただければですね、案外集落と

満遍なくやはり独居老人、あるいは

しても取り組みやすいのじゃないか

できられない、食の自立ができない

と思うんですが、収集場所の箇所の

方々の支援をするような、そんなや

増加についてはどういうふうに現在

はり対応をしてほしいと思っておる

行われておりますか、それともそう

のでね、この件についてこうして話

いう場合にはちゃんと対応していた

をしているわけでありますので、ひ

だけるんですか、お尋ねをいたした

とつ検討を、今後検討をし、前向き

いと思います。

に取り組んでいただきたいと要望を

それから歳入の郵政公社になった

してこの件については終わります。

ので国有財産から外れたという理由

それから、循環型社会形成推進助

でですね、よく理解をして、説明い

成金については、なるほどそういう

ただきましたので理解をいたしまし

ことかということで理解をいたし

た。了解いたします。
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す。

次の国道の路側帯の樹木管理費に
ついては、潟の国道３号線の問題で

〔山田議員「増やしてくださいとい

したけれども、私はあの周辺をどう

うことになったら、増やしてくれる

にかせななあという気持ちで申し上

のかという話をしたわけですから、

げたわけでありまして、あわせて説

それも答弁してください。」と呼ぶ〕

明をいただきましたのでこれも了解

佐潟市民環境課長

いたします。

山田議員に補足してお答えいたし
ます。

斉藤市長
13番山田議員にお答えをさせてい

ごみステーションの増設を要望が

ただきますが、このごみの収集方法

あればされるのかというようなお尋

についてはですね、今後十分検討し

ねでございますけれども、 衛生自

ていかなければならない問題だと思

治会の管理ということにしておりま

います。そして高齢化が進んでいき

すので、衛生自治会の方から増設の

ますから、 収集場所までお年寄り

要望があれば、市としましては柔軟

の方がですね、 ごみを出すという

な対応をしているところでございま

ことが非常に困難になってくるとい

す。以上でございます。

うようなこともあります。そういう

議長（庵

重人議員）

以上で本案についての通告による

意味で各戸をですね、収集する、そ

質疑は終了いたしました。

ういう組織体をつくっていく形がい
いのか、その辺はですね、今後検討

次に、議案第26号から議案第32号

しなきゃならない問題でございます

までの７件についての通告による総

し、それから収集場所をどの程度増

括質疑に入ります。
８番櫁柑幸雄議員の発言を許しま

やせばですね、ちゃんと収集が可能
なのか、その辺の検討というのは今

す。

後の大きな課題であるということを

◎

十分認識しておりますので、今のま

総括質疑（８番

樒柑幸雄議員

んまでいいということじゃなくてで
すね、最善の方法をですね、やっぱ

樒柑幸雄議員）
登壇

特別会計について質問をいたしま
す。

り模索していかなきゃいけないとい

議案第26号、国民健康保険特別会

うぐあいに思っておりますので、ど

計 予 算 で あ り ま す が、 １ 番 目 の27

うかひとつよろしくお願いしたいと

ページの３款後期高齢者支援金等に

思います。よろしくお願いいたしま

ついてはですね、一般会計で議論を
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しましたので、内容は一緒でありま

か知りませんが、それぞれ呼びかけ

すので答弁はいただかないでも結構

てされるというふうに思っておりま

であります。質問しません。

すが、これらについて受診をするべ

続いて、２目につきましても拠出

き人がですね、 受診をしなかった

金でございますので、これも一般会

場合について、個人に対してもです

計で議論をさせていただきましたの

ね、ペナルティーをかけることにな

で、重複いたしますのでこれ以上質

るのか、その点についてをまずお伺

問いたしませんのでよろしくお願い

いいたします。
それから議案第31号、後期高齢者

いたします。

医療特別会計予算についてでありま

続きまして、32ページの８款保健
事業費の１項特定健康診査等事業費

すが、186ページの負担金について、

１目13節委託料でありますが、これ

これについては当面は国民健康保険

につきまして1,414万1,000円予算化

から移管された人たちだけがいわゆ

されているわけでありますが、今回

る税金を納めるということになると

のこの法律改正でですね、40歳から

思いますが、そういったことでの金

74歳までの人について特定健診をす

額になるのかですね、それについて

るようになっておりまして、非常に

お尋ねをいたします。以上でありま

この基準が厳しく設けられているわ

す。
第１回目の質問を終わります。

けでありますが、例えば高血圧につ

降壇

いて、 通常私どもが認識しており
ますのは180以上が高血圧だという

斉藤市長

登壇

ふうに言われておりますが、これが

８番櫁柑幸雄議員にお答えをさせ

あえて130に厳しくするなどですね、

ていただきますが、今回医療制度、

非常に問題もあるわけであります

保険制度がですね、制度改正が行わ

が、これらについて健診率が悪けれ

れまして、特に後期高齢者医療制度

ばですね、10％のペナルティーをか

がですね、導入されてくるというよ

けるというふうになっているわけで

うなことがありまして、それに対す

ありますが、健診率が悪ければ、い

る対応として大きな目玉としてです

わゆる支援金についてペナルティー

ね、国が打ち上げてきましたのは特

をかけられるということになってお

定健診、特定保健指導という形でで

ります。したがって個々の受診者に

すね、出てまいりました。そのこと

ついてどういうふうに設定されるの

に阿久根市としてはどういう対応を
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していくかということでございます

ますが、 特定健診を受けなかった

が、まず最初に、第８款保健事業費

からといってですね、罰則があるわ

１項１目特定健康診査等事業費13節

けではありませんが、特定健診、特

委託料についてでありますが、本年

定保健指導では医療保険者ごとに対

４月から今まで市町村で実施してい

象者の特定健診受診率、特定保健指

た基本健康診査が特定健康診査とし

導実施率、メタボリックシンドロー

て各医療保険者が実施することにな

ムの該当者、予備軍の減少率の目標

り、国民健康保険の40歳から74歳ま

が定められ、その目標の達成率に応

での加入者については国民健康保険

じて後期高齢者医療への支援金が平

が実施主体となり事業を進めること

成25年度から加算、減算されること

になります。今までの健診では病気

に な っ て お り ま す。 目 標 率 は、 平

の早期発見、早期治療を目的とし、

成24年 度 に は特 定 国 保 健 診 受 診 率

健診後はですね、要精密検査や要治

65％、特定保健指導実施率45％、メ

療者への受診勧奨など、病気ごとの

タボリックシンドロームの該当者、

指導が中心でございましたが、今回

予備軍の減少率10％となっています

の特定健診、特定保健指導では、健

ので、あらゆる機会をとらえて目標

診によるメタボリックシンドローム

率向上に努めてまいりたいと思って

やその予備軍の人を見つけ出し、改

おります。健診を受ける人が少なけ

善と予防に向けた保健指導に重点が

れば、それだけ健康が害されるリス

置かれるようになってきました。新

クは高まるだけでなく、将来的に支

しい制度では、健診結果をもとに、

援金が増加され、その結果、保険税

生活習慣病の発症リスクなどから、

が高くなる可能性もあり、健診率を

健診結果の情報提供、リスクが出始

上げるためには、今までの各地域を

めた段階の人に対する動機づけ支

回っての集団健診だけでなく、個別

援、リスクが重なりだした人に対す

健診としてかかりつけ医等でも健診

る積極的な支援の３つのグループに

や保健指導が受けられるように、出

階層化し、それぞれに応じた医師、

水郡医師会とも協議をしているとこ

保健師、管理栄養士などが保健指導

ろでございます。

を行っていくことになっておりま

このような形でですね、今後やっ
てまいりますが、先ほど８番櫁柑議

す。
このような形でですね、特定健診

員がおっしゃるように、 血圧など

を進めていこうということでござい

に対するですね、このハードルが非
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になります。以上であります。

常に高いという御意見でございます
が、 私もそのとおり 思っておりま

櫁柑幸雄議員

してですね、なぜこういう高い数値

ただいま答弁をいただいたところ

で設定をしたのかということをです

でありますが、まずこの特定健診、

ね、思っております。そういう意味

特定検査についてですね、非常に問

ではもう少しハードルを低くしても

題があるというふうに言われており

いいんじゃないかという思いを持っ

ましてですね、専門家の皆さん方で

ておりますが、この辺についてはで

も非常にこの基準がですね、非常に

すね、一応制度がスタートした後も

今までの常識からすると相当引き下

ですね、 いろいろ議論していかな

げて基準を設けておってですね、先

きゃならない部分だと思っておりま

ほど申し上げましたように、血圧が

す。

180以上という常識が130まで下げら

以上でございます。よろしくお願
いいたします。

降壇

れたとか、それからコレステロール
とか、あるいは血糖値とかですね、
そういうのもずっと下げられてきて

的場健康増進課長
それでは補足してお答えいたしま

いるわけですね。それと同時にメタ
ボと言われる人たちについてもです

す。
特定健診を受けなかった個人に対

ね、腹の回りが、これは私もその内

してペナルティーがあるのかという

に入るんですが、男性が85以上、女

ようなお尋ねでありましたけれど

性が90以上ということで、これは考

も、個人に対してのペナルティーは

え方としては全員強制的にですね、

ありません。ただ支援金が健診率が

診療するようになってるんですね。

悪ければ加算されていくということ

しかも後期高齢者というのは75歳以

になります。

上、全くこの会計と関係のない40歳

それから、186ページの後期高齢

から74歳までの人にですね、注文を

者医療の保険料に関してのお尋ねで

つけて、健診率が悪ければ65歳以上

ありましたが、国保から移管された

の医療費にかかわる支援費について

人の保険料なのかというようなお尋

余計取りますよという、どうもこの

ねでしたけれども、これについては

理解できない制度になっているわけ

阿久根市に住所を有する75歳以上の

ですね。したがって極端に言えば後

方、あるいは一部ですけれども、65

期高齢者に来ていただく人は74歳ま

歳以上で障害認定を受けた方が対象

でにきれいに仕上げてですね、健康
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にしておってくださいと、そうでな

ありますが、これは今国会で議論さ

い人は人生74歳で終われというよう

れておりますが、国保以外の健保組

な言い方なんですね。それともう一

合とか、政管健保とか、共済組合の

つは、そのことによって治療すれば

被扶養者としてなっておられた人は

ものすごく医療費が、薬代がかかる

今まで保険税は払ってないわけです

んじゃないかと。したがって今の保

が、こういう人たちについては、２

険制度で一体もてるのかどうなのか

年間において減免措置をするとなっ

というのも議論されてますし、ある

ておりましてですね、いわゆる半年

意味では自民党と製薬会社が結託を

間は税金かけませんよと。そして後

してですね、やったんじゃないかと

１年幾らについては９割軽減をする

いう極端に言う人もおるんですが、

というふうになっているわけであり

この点についてまず市長はどういう

ますが、この点についてはまだこの

ふうに考えておられるかですね。結

予算についてはみんなから取ると

果的にそのペナルティーが余計か

いう考え方でしているのか、そうい

かって、いわゆる保険税から支援を

うのを配慮して予算化されているの

するわけですから、結局健康な人に

か、その点をもう一遍お尋ねをいた

言わせると極めて迷惑な話で、ある

します。

いはそれにまた受診率が悪ければ受

斉藤市長

けない人のことで、それだけまた支

８番櫁柑幸雄議員にお答えさせて

援費を余計出さないかんということ

いただきますが、私も腹の回りが82

になってですね、結局まじめな人と

センチでございまして、これがです

不まじめな人の関係で、そこにこの

ね、85センチ以上ある人は結局メタ

同じ保険者でですね、問題が派生し

ボリック症候群という判定を下され

てくることになり、いわゆる公平性

るわけでございまして、議会にも大

が失われる。結果的に個々の保険者

分おいでになるんじゃないかと思い

に対してもペナルティーをかける

ますが、85センチ以上の人はおいで

ということになりかねないというふ

になるんじゃないかと思いますが、

うに私は思うんですけれども、その

そういう意味で非常にやっぱりハー

点をもう一回、その点も含めてです

ドルが高いということはですね、私

ね、御答弁をいただきたいと思いま

も実感としてございます。ですから

す。

この辺はどういう形でですね、こう

それから後期高齢者の特別会計で
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いう設定にしたのかなというぐあい

に思っておりますし、ですから血圧

を制度としてですね、きちっと整備

であるとか、糖代謝とかですね、そ

していかなきゃいけないと思ってお

ういうものの基準値以上の場合はで

りますので、どうかひとつその辺は

すね、リスクを一つと数えると。そ

よろしくお願いを申し上げたいと思

れで二つ以上重なっている場合はメ

います。

タボリックシンドロームと判定す

よろしくお願いいたします。

るというような形になっておりまし

後はですね、担当課長の方から答

て、非常にハードルが高いわけでご

えさせますのでよろしくお願いいた

ざいまして、これらをですね、綿密

します。

にやっていけば我々としてもきちっ

川原税務課長
８番櫁柑議員にお答えしたいと思

としたですね、そういう掌握ができ

います。

ていくのかということも心配してお

被保険者の軽減処置についての予

ります。実際のところ心配しており

算処置については、19年度の課税所

ます。

得等の状態に応じて予算計上してあ

今阿久根市は健康増進課に７人、

りますので、以上であります。

教育委員会に１名、それで新採で２

すいませんでした。ちょっと言葉

名、都合ですね、10名の保健師を今

が足りませんでした。

阿久根市は用意するという形でです
ね、今準備をしているところでござ

軽減処置は７割、５割、２割とい

いますが、果たしてこの限られた10

うことで走らせて計算してありま

名の保健師でですね、このような健

す。よろしくお願いします。

診をスムーズにやって、しかも受診

櫁柑幸雄議員

率を65％以上に上げていくというこ

もう３回目ですので最後ですが、

とはですね、相当な高いハードルだ

この特定診療については、非常にこ

なというぐあいに思っておりまし

の制度としては強制的にですね、健

て、この辺についてはですね、今後

康診断をするようになってましてで

十分に議論をしていかなきゃならな

すね、これはある意味では病人を、

いとこだというぐあいに私の方でも

あえて基準を低くして病人をつくり

認識をしておりまして、今後この辺

上げていく制度ではないかなとい

の取り組みの状況をですね、どうい

うふうに言われておりまして、非常

う形できっちり仕上げていくのか、

に問題だと思いますね、後期高齢者

この辺はやっぱり議論しながら制度

医療制度というのは。そういう意味

−334−

で、市長、これは基本的には凍結さ

を十分精査して法律をつくっていた

れるべきだというふうに思うんです

だくといいわけですけれども、今こ

よ。法律上はでき上っているので、

ういう形で後期高齢者医療制度が出

基本的には市としては進めなきゃい

発をして、その医療制度と特定健診

かんわけですけれども、ですから、

とはあんまり整合性がないみたいな

市長としてこの制度は非常に問題が

んだけど、そういうですね、制度を

あると、政府に対して凍結せよとい

つくってしまった部分がございまし

う運動を展開する気はないのかです

て、結局75歳以上の人をこう切り離

ね。これは非常に問題ですよ。それ

して医療制度をつくり上げていった

ともう一つは国保財政について相当

わけでですね、そういう中で不備な

この影響を及ぼしますし、人件費を

点は非常にたくさんあると思いま

含めてですね、これきちっとまとも

す。そういう意味では今後ともです

にやればですね、ものすごい費用が

ね、十分国会に対しても議論をして

かかるというふうに思いますが、今

いただく資料を我々も提供しながら

の状況からいってこれ以上国民健康

ですね、やっていきたいというぐあ

保険税の負担を増やすというのはで

いに思いますので、よろしくお願い

すね、私は非常に住民負担はもう限

したいと思います。

界にきているんじゃないかなと思う

議長（庵

んでありますが、それをさらに国民
負担を求める制度になるわけであり

重人議員）

以上で本７件についての通告によ
る質疑は終了いたしました。

ましてですね、非常に私は問題だな

これをもって、議案第25号から議

というふうに思いますが、そういう

案第32号までの８件についての総括

ことで人件費、それから保険財政を

質疑を終結いたします。

含めてですね、市長としてはどのよ

ただいま議題となっております議

うに考えておられるかですね、お聞

案第25号から議案第32号までについ

かせをいただきたいと思います。

ては、お手元に配付してあります付

斉藤市長

託表のとおり、それぞれ所管の常任

８番櫁柑幸雄議員にお答えをさせ

委員会に付託いたします。

ていただきますが、今おっしゃると

ここでお諮りいたします。

おりでございまして、やっぱりこう

総括質疑は全部終了いたしました

やって出発をさせているわけで、十

ので、会議規則第10条第２項の規定

分やっぱり議論をしてですね、内容

により、3月12日は休会といたした
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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〕
御異議なしと認めます。
よって３月12日は休会と決定いた
しました。
以上で本日の日程は全部終了いた
しました。
本日はこれにて散会いたします。
散

会

午後２時６分
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