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寺山炭窯跡

関吉の疎水溝異人館

一 般 会 計 2,509億8,600万円

特 別 会 計 1,240億3,100万円

企 業 会 計 639億6,300万円

総 額 4,389億8,000万円

平成 30 年度当初予算

一般会計（歳出・目的別）

■ パークゴルフ場整備について

■ ひとり親家庭等への学習支援
を拡充

■ ３０年度の世界遺産関連事業

　ご要望等ございましたら、ご
遠慮無く、【295-7288】
市議会議員　中原ちからまで

　市民のスポーツ・レクリエーション
活動の推進のため、現在かごしま健康
の森公園にパークゴルフ場の整備が進
められています。完成すれば、ホール
数は公認コースとなる 36 ホール、
コースの総延長は約 1.5 ㌔、駐車場は
第 3 駐車場を増設し 245 台から
285 台程度になる見込みです。また、
その他の施設として、管理棟、駐車場、
休憩所などが整備される予定です。
　平成３０年度のパークゴルフ場整備
の予算は約 8,300 万円、実施設計と
整備工事（造成、下水道管移設工事）
に着手し、現段階では、平成 32 年度
のオープンを目途としています。私も
愛好家のひとりとして、予定通りに整
備が完成するよう今後も引き続き取り
組んでまいりたいと思います。

　平成３０年度は、新たに関吉の疎水
溝と寺山炭窯跡に案内所を設置。遺産

　学習支援員（教員 OB や大学生など）
を中心に学習会を実施し、生活困窮世
帯やひとり親家庭等の子どもたちの、
基礎的な学力向上を図るため、平成
28 年度から開始されている生活困窮
世帯・ひとり親家庭等の子どもへの学
習支援事業が、本年度から吉野地区で
も実施されることとなりました。対象
者は中学生で、時期は 7 月から、毎
週土曜日（夏休み期間は毎週水・土曜
日）の 13：30 ～ 16：30 となる予
定です。
　子どもたちが生まれた境遇に左右さ
れることなく、学力向上や進路等の将
来の不安感などを和らげる効果が期待
されるので、私としても対象の範囲を
拡大すべきだと考えます。

の価値や魅力を充実
するとともに、異人
館周辺整備に向け基
本・実施設計を行う
予定です。

↑あいバス停留所の修繕が終わりました。

下花棚春祭り（左） 川上鬼火焚き（右）に参加しました。→

当初予算総額約 4,389 億円、議員定数 50 から 45 へ削減を可決

　平成 30 年度鹿児島市の当初予算は、明

治維新 150 周年を起点に、持続的な発展の礎とな
る積極予算と題し、総額で約 4,389 億円となりま
した。使いみちの主なものは、明治維新 150 周年
事業、国体関連事業、鹿駅周辺の整備事業やみんな
の町内会応援事業などです。
　また、議員定数を現行の 50 名から 45 名へ削減
する、鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件が議

決され、次回（平成 32 年）の選挙より定数が 45 名
となることが決まりました。
　定数削減は、我々の会派の公約でしたので、市民
のみなさまとの約束が一つ果たせたと思います。今
後、議員の数が減ったので、市民のみなさまの声が
届きにくくなったなど言われないためにも、精一杯
精進してまいります。

　 ポスト大河ドラマ「西郷

　 どん」と観光振興に対す
る基本的な考え方は？

マリンポート護岸延長と北埠
頭への客船誘致並びに中心市

街地回遊に対する本市の対応は？

まちなかおもてなし隊

【市　長】明治維新 150 周年や大
河ドラマ「西郷どん」の放送を契

機に訪れるであろう多くの観光客に、
本市が有する自然、歴史・文化、食な
どの様々な魅力を直接感じていただく
ことが、今後の観光振興や交流人口の
拡大に大きな効果をもたらすものと考
えている。
　また、その後開催されるラグビワー
ルドカップや、東京オリンピック、鹿
児島国体などの追い風を生かしなが
ら、引き続き、観光未来戦略に基づく
各種施策を着実かつ積極的に推進して
いくことが重要であると考えている。

マリン
ポート

かごしまへ
寄港するク
ルーズ船の
大型化によ

り、多くの乗船客が見込まれることか
ら、中心市街地へのアクセスの確保や、
バス乗降場の確保が喫緊の課題である
と考えている。
　また、北埠頭へ国際クルーズ船が寄
港することで、これまで以上に中心市
街地が乗船客でにぎわうことが予想さ
れることから、各店舗での外国語対応
などの受入体制の充実が重要であると
考えている。
　私どもは、県や関係機関などとも連
携しながら、早急に取り組むように強
く求めました。

258-7522
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関吉の疎水溝異人館

■ パークゴルフ場整備について

■ 　　ひとり親家庭等への
　学習支援 を拡充します

■ ３０年度の世界遺産関連事業

■ 鹿児島駅前広場の整備について

■ 新駅舎と前広場のイメージパース図

　市民のスポーツ・レクリエーション
活動の推進のため、現在かごしま健康
の森公園にパークゴルフ場の整備が進
められています。完成すれば、ホール

数は公認コースとなる 36 ホール、
コースの総延長は約 1.5 ㌔、駐車場は
第 3 駐車場を増設して 245 台から
285 台程度になる見込みです。
　また、その他施設として、管理棟、
休憩所などが整備される予定です。平
成３０年度のパークゴルフ場整備の予

算は約 8,300 万円で、実施設計と整備
工事（造成、下水道管移設工事）に着
手して、現段階では、平成 32 年度の
オープンを目途としています。愛好家
のひとりとして、予定通りに整備が完
成するよう、今後も、取り組んでまい
ります。

　平成３０年度は、新たに関吉の疎水
溝と寺山炭窯跡に案内所を設置。遺産

　学習支援員（教員 OB や大学生など）
を中心に学習会を実施し、生活困窮世
帯やひとり親家庭等の子どもたちの、

基礎的な学力向上を図るため、平成28 
年度から開始されている『生活困窮世
帯・ひとり親家庭等の子どもへの学習

支援事業』が、これまでの中央・谷山
地区に加え、本年度から吉野地区でも

実施されることとなりました。
　対象者は中学生で、時期は 7 月か
ら、毎週土曜日（夏休み期間は毎週

水・土曜日）の 13：30 ～ 16：30 
となる予定です。
　子どもたちが生まれた境遇に左右さ
れることなく、学力向上や将来への不
安感などを和らげる効果が期待されま

すので、私どもは、今後も、実施地区
や対象を拡大すべきと求めています。

の価値や魅力を充実
するとともに、異人
館周辺整備に向け基
本・実施設計を行う
予定です。

　今議会の建設委員会へ、当局より鹿
児島駅前広場と自由通路についての報
告がありました。
　総事業費は、広場と自由通路をあわ
せて、約33億5,800万円、スケジュー
ルは平成 30 年度に、仮駅舎の建築と
現駅舎の撤去が行われ、30 ～ 31 年
度に新駅舎の建築が行われます。新駅
舎の供用開始は、31 年度、自由通路
は 32 年度、駅前広場は 33 年度の供
用開始を予定しているとの事でした。
　私どもとしても、工事の進捗状況を
注視しつつ、適時適切に対応してまい
ります。

２５８－７５２２



ふ じ く ぼ 博 文 市 議 会 報 告

平成30年度から、従来、市町村単位だった国民健

康保険事業は、県が一元的に管理する事業に変わり

ます。加入されている方々にとっては、大きな変化

は、ありません。ただし、国民健康保険事業は自営

業者や低所得者の方々が多い関係で、単年度収支を

改善するために、鹿児島市などは一般会計から繰り

入れて赤字解消を図っているのが実情です。県の方

針では、赤字解消のための、一般会計から繰り入れ

は段階的にしないようになっていることから、国か

らの一層の補助の充実をはじめ、給付と負担につい

て検討が必要となってくると思われます。ジェネリッ

ク医薬品の使用、不要な通院を控えるとともに、定

期健診や日常の健康づくりが大切になります。

国保事業の運営が、県へ一元化

裏面をご活用ください

年金 子育て 医療 介護

雇用

2018年

３月３０日

№４２号

〒 ８９０‐００３４
住所 鹿児島市田上1丁目8-8
電話 ０９９‐２５８‐７５２２

（ＦＡＸも兼用）

介護保険料は3年に一回改定されますが、高齢化

の進展に伴う認定患者数の増加等により、介護保険

サービス量等の増加が見込まれることや介護報酬が

プラス改定となること、保険給付費に係る負担割合

が見なおされることなどを踏まえて、設定したとし

ています。

この改定で、鹿児島市の基準額月額の6,241円は、

中核市平均5,941円と比較すると高い方から48市

中16番目、また、県内市平均6,035円と比較する

と19市中7番目となるようです。

国の負担割合を見直さない限り、給付を考えると

保険料負担は増加の一途をたどります。防衛費増額

よりももっと福祉の充実を求めて参ります。

介護保険料が平均で８．２％値上げ

切り取り線



ふ じ く ぼ 博 文 市 議 会 報 告

市政を街へ、未来へ！ 何でもご相談をください

市立病院は、病院内の調理部門を外部業者に平成

31年度から委託することを明らかにしました。技

能労働者の退職者不補充による正規職員の減少、安

心安全な給食の安定的な提供、年間3,400万円経費

削減効果などを理由に民間委託します。私どもは、

地場産業の育成の観点から市内事業者を選定するか、

市民を可能な限り雇用するような選定基準を設ける

ように主張しました。森市長は、地方公営企業とし

て経済性の発揮と公共の福祉を増進する観点から雇

用機会の拡大や地域の活性化に資すると答えました。

川内原発の防災訓練が2月3日に実施され本市を含

む原発から半径30キロ圏内の9市町、約190機関や

住民を含め約4,400人が参加したと報道されています。一方で保育園等からの保護者への情伝達

訓練では、テレビのインタビューに「机上の空論」と答えた住民の方もおられました。危険な原発があるか

らこそ必要な訓練です。この際、処分先がなく溜まり続ける放射性廃棄物、福島の現状、地震や火山が多い

国土を考えると原発から再生可能エネルギーへのシフトを考えるべきだと思います。

水道局は、局の1階

に４月２日より「お

客様料金センター」

をスタートさせます。

検針や料金徴収業務

を外部委託して、窓口業務の一元化と営業時間の拡

大などによりお客様サービス向上を図るとしていま

す。私どもは、個人情報の取り扱いなど十分に留意

するように申し入れました。お問い合わせは、お客

様料金センター 099-812-6171まで。

「お客様料金センター」を開設

切り取り線

市立病院が給食調理部門を外部委託へ

主張 原発より再生可能エネルギーを

お
名
前

ご
住
所

内
容

匿名可、プライバシーには配慮致します。


	社民・市民フォーラム議会報告 201803【P1】
	社民・市民フォーラム議会報告 201803【P2】
	議会報告レイアウトＡB



