鹿児島市議会議員

平山 タカヒサ
市 民 と ス ク ラ ム ︕ 市 政 に ト ラ イ ︕︕

２０１６年第３回市議会
初の個人質疑
２０１６年第３回定例会は、 １０月３日の最終本会
議にて、 一般会計において１０億１， ８２９万８千円
の補正予算案や専決事案などを可決 ・ 承認し閉
会しました。
主な内容としては、 個人番号カード交付事業
や社会福祉施設の整備に対する補助、Ｂ型肝炎ワ
クチンの接種に要する費用、 農道などの改良事業、
道路維持や側溝整備に関する費用などとなって
います。
さて、 今回、 平山タカヒサは、 初めて個人質
疑を行いました。 市政や地域の課題の課題として、
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鹿児島市公共交通
ビジョンの見直し
や最低賃金の改定、
嘱託職員の処遇改
善、 労働安全衛生
と公共施設の節電、
西谷山地域の交通
量増加に伴う影響及び対策、 不登校の現状と課
題について、 当局の考え方を質しました。
今議会においては、 三反園新知事誕生に伴う
市政への影響と、 間近に迫った市長選挙関連の
質問が、 多くの会派 ・ 議員から出されました。
初めての質疑でしたので、 大変緊張しましたが、
今後、 質疑の内容などについて、 皆さんと一緒
になって取組んでまいります。

■鹿児島市公共交通ビジョン
公共交通網策定時の県の役割は
企画財政局長 広域的な見地から市町村と密接に連
携し、主体的に取組むよう努めること。
県を巻き込んで、官民協議の場の早期設定を

限は。
環境局長 １７度以上２８度以下。１６時４５分に
空調を停止
法令遵守と節電による制限は矛盾するもの。画一
的でなく、柔軟な対応を

■最低賃金の改定について
鹿児島の最低賃金が 10 月 1 日から 715 円に引き
上げられるが、企業への影響と格差解消に向けた対
応を
産業局長 人件費増となるので企業にも影響が。
本市独自の支援策の検討と、格差解消に向け国に
対して積極的な対応を

■西谷山地域の交通量増加に伴う影響及び対策につ
いて
同地域の現状と対応は
建設局長 週末などに慢性的な渋滞が発生している。
区画整理事業に伴う道路網の改善などで改善が図ら
れる。
谷山第３地区の区画整理は、始まったばかり。県
とも連携して対応を

■嘱託職員の処遇改善について
市の嘱託職員の数の推移、報酬は
総務局長 2011 年度 796 人から 2016 年度 938 人、
代表的な職務の報酬は 12.89 万円から 18.2 万円
年収 200 万円未満のワーキングプアにあたる。職
務に対するモチベーションを上げるためにも、処遇
の改善を
■労働安全衛生と公共施設の節電対策について
同法による空調の基準は。節電による運転時間制

■不登校の現状と対応について
現状について示せ
教育長 2011 年度と 2015 年度で小学校 69 人・88 人、
中学校 464 人・499 人、市立高等学校 15 人・20 人。
要因が多様化・複雑化しており、解決までに時間が
かかる。対策として教育相談事業、支援事業などを
実施している。
学校を中心に何が重要か研究し、体系的な取り組
みを
身近な市政相談は、
℡０９０－８７６９－６５８４まで
お気軽にご相談ください。
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市電延伸は可能な限り早くすべき
と考えるが？
■市長：マニフェ
ストに掲げ、取り
組んできた。
今後、本港区に
おける県の施設整
備の方針が明確になった時点で、ルートの選
定など基本計画の策定に着手したいと考えて
いる。
県市意見交換会において、県市とも前向き
に対応することで一致したところであり、県
との連携をより一層深めながら、早期の実現
に向けて、全力で取り組んでまいりたいと考
えている。
こども医療費の現物給付とサッカースタジア
ム整備について？

■市長：これまでも、より利便性の高い現物
給付方式を導入するよう、県に対し要望して
きた。今後、県から具体的な内容が示される

ものと考えている、県の動向を注視してまい
りたい。
サッカースタジアムの整備については、8
月 18 日に開催された県・市意見交換会にお
いて、今後、共通認識を持って、協議してい
くことが確認されたところである。
（知事選にて）伊藤前知事を応援した理由と
自身の多選批判について
■市長：私自身、それまでの県政を評価して
いたこと、また、私が代表を務める市長懇談
会等でも伊藤候補を推薦していたこと等を総
合的に考え、支援させていただいた。
結果については、有権者が、県政の舵取り
役として、どちらがふさわしいかを総合的に
判断された結果であろうと受け止めている。
一般的に首長の多選に対し批判があること
は私も承知をしているが、市政に尽くしてま
いりたいという、市長を志した原点に立ち返
り、その気持ちを大切にし、臨んできている。
今回も改めて、その意を強くしているところ
である。（代表質疑：ふじくぼ博文議員）

■ 平成 27 年度決算について
一般会計は、歳出 2,405 億 2,065 万 7 千
円で 66 億 6,180 万 6 千円の黒字となりまし
た。
交通事業は、旧交通局跡地の売却益により純
益を確保したものの一時的な純益にすぎず、今
後も厳しい経営が続くと思われます。また、船
舶事業は、桜島警戒レベル 4 への引き上げや
東九州道の延伸などによる乗客数と車両数の減
少が大きく影響し赤字となりました。
今後も地方財政を取り巻く厳しい状況下にお
いて、財源の確保を求めるとともに、各公営企
業においては、人口減少社会の到来など、今後
も厳しい経営が予測される中で、一層の経営健
全化や市民サービスの充実・向上により、安定

した経営につながるよう、対応を求めていきま
す。
■一 般 会 計
・一般会計歳出 2,405 億 2,065 万 7 千円
※ 実質収支

■企
・病
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66 億 6,180 万 6 千円の黒字

業 会 計
院 38 億 1,321 万 3 千円の純損失
通
4 億 3,422 万 7 千円の純利益
道 20 億 7,206 万 7 千円の純利益
舶
1 億 3,774 万 9 千円の純損失

※ 水道事業は水道・工業用・公共下水道を含む、交通事業は軌道・自動車を含む
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