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観光・子育て等、平成 29 年度予算、総額4,421億 9,500万円
～「西郷どん」ドラマ館、保育士等の処遇改善、パークゴルフ場の整備など～
平成 29 年、
最初の議会となりました、
第 1 回定
例会は、
3 月 21 日の最終本会議にて、
総額 4,421
億 9,500 万円の当初予算や条例その他の議案な
ど、
全ての案件について可決され、
閉会しました。
歳出予算の主な内容は、
大河ドラマ
「西郷どん」
放
送に合わせて、
ドラマ館の設置、
保育所等の利用定
員の拡大や保育士等の処遇改善及び潜在保育士の
再就職支援、
パークゴルフ場の整備に向けた基本計
画等の策定などです。
今後も、
地域や議会の中で議論をしながら、
みなさまの幸せと安心・安全で利便性の高いまち
づくりに精一杯取り組んでまいります。

大森議員代表質疑、各面から森市政を質す！
~ 子育て・教育・地方創生・非常勤職員の処遇改善など ~
非常勤職員の今
後に向けての処
遇改善についてどのよ
うな課題認識を持って
いるのか。
報酬水準
非常勤職員の処遇については、
の引き上げや通勤費用相当分の費用弁償
の支給等に取り組んできたが、
今回新たに支給
要件の見直しをするもので、
これまで課題とさ
れていた任用や勤務条件のあり方についても、
国の研究会がまとめた報告書において提言さ
れていることから、
今後とも国等の動向を見
守っていきたい。
本市の人口ビジョンで予想した人口減
少ラインと平成 27 年国勢調査の確定値
との差異はいくらで、
どう評価しているのか。
H27 年の本市人口について、
人口ビジョ
ンでは 60 万５６１０人国勢調査では 59
万９８１４人で、
その差は約６千人となってお
り、
想定以上に人口減少が進んでいると認識し
ている。
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本市が今まで児童相談所を設置しな
かった理由と今回設置するとした経過・
背景は。
本市に県の児童相談所が設置されてい
ること、
職員の専門性の確保や職員配置
等に伴うコスト増など、
さまざまな課題があっ
たが、
本市における虐待の相談件数認定件数と
もに年々増加傾向にあることから、
児童虐待防
止などの対応を強化し、
子育て支援のさらなる
充実を図るため、
設置に向けた取り組みを進め
ることとした。
中央教育審議会は、平成 28 年末に次期
学習指導要領改訂に向けて文部科学大臣
に答申したが、教育委員会はどう対応するのか
同指導要領案の理念を実現していくため
には、教職員定数の充実等の指導体制の
確立や教員の資質向上、教材、教育環境の整
備充実等が必要であり、県市町村教育長会や
全国都市教育長協議会等を通して、職員定数
の改善・充実等について国や県へ要望してい
く。
森山きよみ・秋広正健・ふじくぼ博文
大森 忍・中原 力・平山タカヒサ

※ 画像はイメージです。
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■ かごしまマラソン 2017 開催
3 月 5 日、2 回目となる「鹿児島マラソ
ン 2017」が開催され、県内外から
12,242 人のランナーが鹿児島路を力走し
ました。あいにくの雨に見舞われましたが、
雨にも負けずに走りぬいたランナーや沿道
で応援する人々の姿に多くの方々が感動と
勇気をもらったのではないでしょうか。
大河ドラマ「西郷どん」プロジェクト
推進事業～市立病院跡地にドラマ館
平成 30 年のドラマ「西郷どん」放
映にあわせ、協議会の設置、大河ドラ
マ館の設置運営や広報宣伝等を行うこ
とにより、観光振興を図る大河ドラマ
「西郷どん」プロジェクト推進事業の関
連予算が本議会に計上されました。
予算額は 1 億 3,900 万円、ドラマ
館は市立病院跡地に整備、設置期間を
平成 30 年 1 月から平成 31 年 1 月ま
でを予定しています。

新年度のスタートにあたり一言
さて、今議会は平成 29 年度の当初
予算を審議する重要な議会であったと
ともに、昨年の森市長の再選後、初め
ての新年度予算の議会となりました。
総額 4,421 億 9,500 万円、前年度
前倒し分を含めると過去最高の予算編
成となっております。
特徴といたしましては、西郷どんや
国体関連予算、各種子育て施策など「観
光」「子育て」に重点を置いてる感じが
いたします。
しかしながら、鹿児島市においても、
人口減少が現実となる中で、財政面に

小・中学校新入学学用品の入学前支給
市が取り組んでいる就学援助事業の
うち、新小・中学校 1 年生の新入学学
用品費は、これまで 7 月に支給されて
いますが、保護者の負担軽減のため平
成 30 年度から、入学前の 3 月に変更
されます。今後、制
度の周知やシステム
改修に取り組み、平
成 29 年 11 月頃か
ら申請を受け付ける
予定です。
これまで私達は入
学前に支給をするよう要望してまいり
ましたので安心しました。今後、さら
なる制度の充実に取り組んでまいりま
す。
おいては、固定資産税等の増収により
収入は増加する見込みではありますが、
社会保障関係経費や将来を見据えた都
市基盤整備など、本市を取り巻く喫緊
の課題に対応するためのに多額の費用
が見込まれます。
このようなことを踏まえ、我々、市
議会議員も、市民のみなさまの声にに
真摯に向き合い、市民のみなさまが、
生涯に渡り生き生きと暮らせるまちづ
くりに向けて、取り組んでいかなけれ
ばならないと改めて感じる次第でござ
います。
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9月議会で代表質疑

201７年
３月３０日
№４０号

昨年の9月議会は三反園
知事誕生後の森市長の政
治姿勢などを質しました。
詳細な内容は市議会のホー
ムページでご覧ください。

〒 ８９０‐００３４
住所 鹿児島市田上1丁目8-8
電話 ０９９‐２５８‐７５２２
（ＦＡＸも兼用）

２９年度予算編成へ申入れ
社民・市民フォーラム市議団は12月9日、
4期目の当選を果たした森市長に、新年度予
算編成に対する申入をしました。特に、市民
の皆様からの要望や森市長のマニフェストも
精査して、臨時非常勤職員の処遇改善など、
早急に処理して欲しい重点項目49件を含む2
14件を申し入れました。興味のある方は差
し上げますので申し付けてください。

News

市役所別館の立体駐車場を解体

鹿児島市は、平成29年6月から12月に
かけて、現在の機械式立体駐車場を解体して、29年
10月から30年12月にかけて自走式立体駐車場を建
設します。これに伴い29年8月頃から30年12月頃
まで現在の別館平面駐車場及び機械式立体駐車場は
いずれも使用できなくなります。現在でも曜日や時
間帯によっては混雑し
渋滞が発生しているこ
とから当局へ十分な対
応を求めました。当局
は、広報紙やホームペー
ジで公共交通機関の利
用を呼び掛けるととも
に、職員と警備員が連
携して空いている他の
駐車場へ丁寧な案内・
誘導を行い、併せて工
事期間中は公用車60台分を庁外に移すなど対応する
との事です。ご迷惑をお掛けしますが、市役所来庁
の際は、公共交通を利用頂くか時間に余裕を持って
おいでください。

主張

街頭防犯カメラに補助制度を導入
実効性のある厳格な要領を条件に同意

２９年度から新たに、町内会等が行う街頭防犯カ
メラの設置対して、設置費の一部（補助率２分の１
で１台につき２０万円を上限）を助成するとして、
２９年度は１５台分の３００万円を予算計上しまし
た。交付条件は、町内会の総意により設置されるも
ので、犯罪の蓋然性が高いと見込まれる地域・地区
であり、今後定める街頭防犯カメラ管理運用要領を
遵守することとしています。今後のスケジュールは、
４月から６月にかけての地区別防災研修会等で各町
内会に説明を行い、７月から１０月にかけて町内会
等からの要望に基づき地区防犯団体連合会で優先順
位をつけ設置場所の選定を行い、１１月から１２月
に補助金申請手続きを行い、３月末までに設置完了・
運用開始をしたいとしています。
私どもは、設置場所の選定、プライバシーの侵害、
画像の保管期間や管理、提供の考え方など様々な課
題を指摘し、判例や日弁連の意見書などを参考によ
り実効性のある厳格な街頭防犯カメラ管理運用要領
を定めることを条件に同意しました。

市政を街へ、未来へ！ 何でもご相談をください
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News

新型電車ユートラムⅢ導入

交通局は９
年ぶりに超低
床車両の新型
電車ユートラ
ムⅢ7500系
電車2両を導入
し、4月1日か
ら営業運転を
開始しました。初代ユートラム１０００系と同じ長
さながら運転席を縮小して定員が10人（8座席）拡
大して定員68人になりました。今回の導入で超低床
車両が１５両となり、電停の改修は課題ですが、日
本で一番の超低床車両の保有台数で一層「人にやさ
しい」公営交通となりました。皆さんのご利用をお
願いします。
News
地域版

田上橋上流の測量・設計

News

ふるさと納税で節税を

過剰な返礼品や都市部からの税収の流出
など話題となっているふるさと納税の現状は、２８年
度は2月末時点で約２億８７００万円と見込みを約２
３００万円下回っていますが、インターネットによる
クレジット決済の導入や返礼品の充実を図った結果増
加しています。２７年度決算では本市が受け入れた寄
付額は約３０３６万円、市民税の控除額は約３６８４
万円で寄付受入れの経費約８７万円を加えると約７３
５万円の赤字となりました。２９年度もその制度趣旨
をふまえ、本市の魅力を全国に発信する手段として返
礼品を活用して地場産業の振興や地域経済の活性化、
地方創生につながるように取り組みたいとしています。
市民でも鹿児島市への寄付が可能ですので、ホームペー
ジなどで是非ご覧ください。
News
地域版

天神公園のトイレ新築

地域の方から要望の多かった田上天
神公園のトイレが多機能トイレとしてこの程完成
しました。子どもから高齢者、そして障がいのあ
る方も安心して使
えるトイレとして
ご利用ください。
なお、不具合発生
時は公園緑化課ま
で【216-1366】
ふじくぼ博文のプロフィール

田上橋付近の現状

ふくし山県議によると、鹿児島県が田上橋から
上流の大峯橋までの2.8㎞について、川幅を含め
現状の流下能力を測る目的で測量・設計、さらに
西ノ谷ダムの下流まで800ｍについて測量を工期
180日間で発注したとの事です。県道は通行量調
査で幅員等を検討するとのことです。なお、ＪＲ
田上橋の架け替え工事については、ＪＲ九州と協
議中で、施工方法や工事影響範囲を検討し、関係
者の同意を得て着工したいとしています。結果は
鹿児島市の第5次総合計画の田上地区区画整理事
業に生かされることが期待されます。

◆１９５７年（昭和３２）１１月２日、鹿児島市田上町
生まれ、５９歳◆ひばり幼稚園、田上小、武中、錦江湾
高校、福岡大学卒業。川崎寛治元衆議院議員秘書、ニシ
ム電子工業㈱に勤務◆０４年（平成１６）鹿児島市議会
議員選挙に初当選、以来４期連続当選。この間、建設委
員会委員長、経済企業委員会委員長、市民健康福祉委員
会委員長、農業委員等を歴任◆現在、総務消防委員会副
委員長、社民党鹿児島総支部幹事長、田上校区公民館運
営審議委員会委員長、田上校区社会福祉協議会会長、錦
江湾高校同窓会理事、鹿児島保護区保護司、西本願寺田
上出張所参与◆家族は母和子、妻律子、長男元希（福岡
在住）、次男健太（唐湊在住）、三男大地、孫3人。血
液型ＡＢ型、趣味は電車・音楽・スポーツ、好きな歌手
は河島英五、ソフトバンクホークスの大ファン。

市政を街へ、未来へ！ 何でもご相談をください

