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決算特別委員会  １０月４日（木）         開 会 １０時００分 

 

審査の経過概要 

 

野畑直決算特別委員長 

昨日に引き続き委員会を開会いたします。 

ここでお知らせいたします。 

昨日の山田委員の農業者年金に関する質疑において、農業委員会から４カ月

に１回支給と答弁しましたが、３カ月に１回の支給であったため、訂正したい

との申し出があり、これを許可しましたのでよろしくお願いします。 

また、健康増進課及び農政課から、昨日の質疑に対する資料の提出があり、

配布いたしましたので、御確認をお願いします。 

先ほどの農業委員会については、訂正ということで、担当課からは出席はあ

りません。 

それから、一昨日の質疑に対し、市民環境課長から発言の申し出があります

ので、この際、許可いたします。 

 

（市民環境課入室） 

 

松田市民環境課長 

１０月２日に開催された市民環境課の中で、報告で３件ほど報告しなければ

ならなかった分を報告させていただきたいと思います。 

まず１件目が、竹原信一委員についてであります。生ごみ堆肥化事業を実施

して、平成２９年度実績では可燃物のごみ量が約２０％の減量につながったと

のことだが、北薩広域行政組合への負担金はどれだけ下がったのかということ

であります。竹原信一委員にお答えいたします。生ごみ堆肥化事業でごみ減量

が約２０％の減量になりましたが、負担金は幾ら減ったのかの質問であります

が、平成２７年度、これは生ごみ堆肥化事業が実施する前の年度であります。

阿久根市の塵芥処理費の負担率は２７.１３％であり、平成３０年度の負担率

が２４.８６％でありますのでマイナスの２.２７％になります。平成３０年度

塵芥処理費、生ごみ収集業務だけで言えば、可燃ごみ収集量が約２０％の減量

になったことによって約７４０万６千円の負担金の減額と予想されますが、新

焼却場建設分の負担率も同様にマイナス２.２７％減額されますので、この建

設分については２,２７１万７千円の減額が予想されるところであり、合計で

３,０１２万３千円の減額と予想されているところであります。 

続きまして、白石委員から、海岸清掃は以前、公社に委託していたのではな

いかという質問でありましたが、白石委員にお答えします。海岸漂着物対策推

進事業は平成２５年度から実施しており、そのときから市内の業者に委託して

おり、公社には委託した実績はございません。 

次に、山田委員から、昨年度の生ごみ堆肥化事業での事故で、川内労働基準

監督署及び阿久根警察署から原因がはっきりしたのかという中で、また、指導

の文書等があれば議会に示してほしいということでありました。これに対して、
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山田委員にお答えします。平成２９年３月１８日に発生した事故で、川内労働

基準監督署及び阿久根警察署が原因調査を行いましたが、川内労働基準監督署

から平成２９年６月５日付けで北薩環境管理協同組合へ是正勧告書及び安全衛

生指導書の指導があったところであります。是正勧告書の内容は、堆肥化発酵

装置の機械の掃除、給油等の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼす

恐れがあったにもかかわらず、機械の運転を停止させなかったことであります。

また、安全衛生指導書では、堆肥化発酵装置の取り扱いについて、４項目の指

導を受けております。１番目が挟まれ巻き込まれ防止について、２項目目が注

油装置について、３番目が作業手順書について、４番目が自主的な安全活動に

ついて、これらについて川内労働基準監督署に６月３０日まで改善報告を提出

するように指導を受けております。その後、北薩環境管理協同組合は平成２９

年６月１６日に川内労働基準監督署に安全衛生指導書の指示の基づき、４項目

の改善報告書を提出したと報告を受けております。平成２９年６月２６日には

北薩環境管理協同組合から市に対し、労災死亡事故に関する経過報告が提出さ

れましたが、この報告書には阿久根警察署からは、今回の事故に関しまして北

薩環境管理協同組合の業務上過失は確認されず、同日付けで調査は終了しまし

たとの経過報告を受けたところであります。また、同日北薩環境管理協同組合

から市に対しまして、事故に伴う改善措置について、川内労働基準監督署から

の安全衛生指導書の指示に基づき４項目の改善報告を受けております。阿久根

市は北薩環境管理協同組合から改善措置の報告を受け、平成２９年７月５日付

けで再発防止策を徹底するよう文書で指導したところであります。 

以上で報告を終わりますが、よろしくお願いしたいと思います。 

野畑直決算特別委員長 

よろしいですか。 

 

（市民環境課退室、商工観光課入室） 

 

○認定第１号 平成２９年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

野畑直決算特別委員長 

次に、認定第１号を議題とし、認定第１号中、商工観光課所管の事項につい

て審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

堂之下商工観光課長 

平成２９年度決算の商工観光課所管分について、御説明申し上げます。 

商工観光課では、本市の商工業と観光の振興・発展を図るため、さまざまな

事業に取り組んでおりますが、平成２９年度は明治維新１５０周年関連事業と

して寺島宗則旧家保存活用事業に着手、また、情報発信力の強化を目指し、ブ

ランド力アップ事業や映画の誘致等に取り組んだところであります。主要事業

の成果説明書は、１４３ページから１６０ページまであります。 

主なものについて、御説明申し上げます。 

成果説明書１４５ページをごらんください。産官学金連携事業のうち、鹿児

島相互信用金庫、鹿児島国際大学との地域活性化共同事業では、チャレンジシ
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ョップ「輪
り ん

」を開設・運営し、にぎわいの創出を図り、本市における空き店舗

活用の課題や地域連携強化について、提言がありました。鶴翔高校３年Ａ組の

商品開発支援事業では、鶴翔高校で生産されるもの全てに共通するロゴマーク

を制作し、ブランドイメージの認知度向上を図りました。 

１４６ページをごらんください。ふるさと納税特産品発送業務については、

観光連盟に委託して実施し、発送件数は５,３７６件でありました。寄附金額

については、前年度の倍の１億２千万円を目標としましたが、寄附金額４,７

８５万１０１円と、前年度を下回る結果となりました。返礼品を魅力的に見せ

る工夫など、観光連盟や参加事業者との協働によりブランド力の向上に努めて

いきたいと考えております。 

１５７ページをごらんください。阿久根みどこい祭り事業ですが、平成２８

年度まで商店街主体で実施していた「はな・ＨＡＮＡ・華まつり」を一新して

「みどこい春まつり」として、駅前から国道４９９号を活用して、カレーフェ

スや海幸山幸マーケット、駅前マルシェ等を実施し、多くの集客があったとこ

ろです。 

１５８ページをごらんください。映画による阿久根の魅力ＰＲ事業ですが、

制作費負担金として２千万円を拠出し、撮影地の主たる舞台を阿久根市として

撮影が行なわれました。スタッフ約７０名が１カ月間本市に滞在し撮影を行い、

直接的な経済効果もさることながら、全国２００館での上映ということで大き

なＰＲ効果が期待されます。 

１５９ページをごらんください。明治維新１５０周年事業ですが、本市出身

で明治維新の立役者でもある電気通信の父、寺島宗則にスポットを当て、脇本

地区に現存する養家、松木邸の修復や周辺環境の整備を行おうとするものです。

平成２９年度は土地及び邸宅を購入し、応急的な屋根の修繕を行ったあと、改

修に向けて家屋調査設計委託、グランドデザインの作成等を実施。財源として

企業版ふるさと納税を活用することとして、地域再生計画の認定を受けました。

企業版ふるさと納税に取り組むにあたり、趣意書を作成しましたが、その発起

人として、鹿児島県知事、神奈川県知事を初め、寺島の功績に関連のある団体

等に名前を連ねていただくことができました。 

１６０ページをお開きください。阿久根ブランド力アップ事業ですが、ふる

さと納税を通じて、阿久根ブランドを認知してもらうためのブランドロゴや販

促ツールを製作して、東京都で開催されたふるさと納税大感謝祭に出展したほ

か、ＷＥＢ広告の展開、寄附してくださった方へのメールマガジン配信などに

取り組みました。寄附の目標額には届きませんでしたが、広告の効果は確認で

きたことから、本事業の結果を踏まえて、寄附の増加に向けて取り組んでいき

たいと考えております。 

それでは、歳出予算から説明いたします。 

決算に関する説明書４２ページ、事項別明細書は３８ページをごらんくださ

い。５款２項１目労働諸費１９節負担金補助及び交付金のうち、商工観光課分

は出水地区職業訓練協会負担金６万１,２００円であり、これは法令外負担金

であります。 

次に、決算に関する説明書は４９ページ、事項別明細書は４７ページをお開
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きください。７款１項１目商工総務費は、当初予算額５,２３７万５千円、補

正額マイナス５６９万４千円、予算現額４,６６８万１千円で、支出済額は４,

５０６万４,５３４円であります。減額補正の主なものは人件費であります。

１節報酬は、消費生活相談員１名分の報酬であります。２節給料から４節共済

費までは商工観光課職員の人件費であり、課長を含めて６人分であります。７

節賃金は、商工観光課事務補助臨時職員１名分であります。１１節需用費の支

出済額６５万７５円は、消費生活啓発用パンフレットの購入が主なものであり、

全戸配布いたしました。１９節負担金補助及び交付金については、日本消費者

協会主催の消費生活相談員・行政職員研修講座の参加負担金であります。 

次に、２目商工振興費について御説明します。当初予算額１億３,８１２万

９千円、補正額８９２万５千円、予算現額１億４,７０５万４千円、支出済額

１億２３４万８,８７１円で、不用額が４,４７０万５,１２９円となっており

ます。不用額の主なものは、ふるさと納税返礼品事業に係る委託料、寄附額に

応じて支払う手数料等であります。補正額の主なものは、大丸通り商店街ＬＥ

Ｄ街路灯設置整備事業であります。 

決算に関する説明書４９ページをごらんください。報償費１９５万円は、地

域メディアプロデューサー講座の講師謝金であります。１３節委託料について

は、備考欄記載のとおりであり、ふるさと納税特産品発送業務は、２,６７８

万７,１６２円の執行済額であります。１５節工事請負費は、大丸通り商店街

整備事業街路灯設置工事費であり、９８６万８千円を支出いたしております。

１６節原材料費は、物産展等で使用する組み立て式テントの材料費であります。

１８節備品購入費は、道の駅阿久根の備品であり、レストランの子供用いす２

脚と畳用の補助椅子４脚で、９万４,８２４円、厨房用の真空包装器、圧力鍋、

保温ジャー、ガス炊飯器を各１台ずつ、合計７５万６２１円であります。１９

節負担金補助及び交付金は、備考欄記載のとおりであり、県中小企業団体中央

会など負担金３件、補助金として１０件を支出しております。補助金のうち、

創業支援事業１５万７,８１０円は新規事業であり、商工会議所が実施した創

業セミナーに対して、補助対象経費の６分の１を補助したものであります。９

名の受講生、規定のカリキュラムを修了されたのは５名でありました。鶴翔高

校「３年Ａ組の」商品支援事業については、ブランドロゴマーク制作のほか、

阿久根駅を会場にした鶴翔レストランの開催、各種イベント・物産展への出展

を支援したものであります。２１節貸付金４千万円は、市中小企業振興資金預

託金であり、市内４銀行に１千万円ずつ預託しているものであります。 

次に、３目観光費について御説明申し上げます。事項別明細書の４８ページ

をごらんください。当初予算額１億６１万４千円、補正予算額３,９１０万９

千円、前年度からの繰越額７４８万８千円で、予算現額は１億４,７２１万１

千円、不用額は１,２７１万９,０９２円であります。補正額は、映画による阿

久根の魅力ＰＲ事業として２千万円と、寺島宗則旧家保存活用事業に係るもの

であります。前年度からの繰り越しは、阿久根大島公園発電機重油タンク及び

電気設備工事費であり、明許繰越費不用額２０万円は工事の執行残であります。

不用額の主な理由は、旅費の執行残、寺島旧家等の修繕費の執行残、委託料に

ついては、各事業の実績による不用額であります。 
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決算に関する説明書は５０ページをごらんください。１節報酬８０６万６７

５円は、観光開発審議会委員報酬が５人分で２万３千円。地域おこし協力隊４

人分の報酬が８０３万７千６７５円であります。８節報償費は、阿久根ブラン

ド力アップ事業で職員研修を実施した際の講師謝金、地域おこし協力隊主催イ

ベントの講師謝金、明治維新１５０周年事業のアドバイザーへの謝金及び物産

館等構想検討会議の委員の出会謝金であります。１３節委託料５,７４４万８,

３４２円の内訳は備考欄記載のとおりであり、備考欄上から９行目に、観光Ｐ

Ｒ業務７５３万９,４８０円とありますが、このうち、５４万円は、毎年委託

しているＦＭラジオによる観光広報事業であり、残りの約７００万円は、阿久

根ブランド力アップ事業として、広告代理店に委託し、ふるさと納税返礼品Ｐ

Ｒを主に、ブランドロゴや販促ツールの制作、雑誌等への広告、ＷＥＢ広告、

メールマガジン配信等を行ったものであります。 

５０ページ、備考欄下から３行目の番所丘公園活用促進調査業務２９９万７

千円は、交流人口の増大に向けた観光地づくりとして、番所丘公園におけるキ

ャンプ・アウトドア関連施設の展開の可能性について、アンケート調査やモニ

タリングキャンプを実施、調査・分析に基づくアウトドア事業展開についてセ

ミナーを開催したものであります。松木弘安(寺島宗則)旧家グランドデザイン

業務５９９万９,９９４円については、旧家を含む周辺整備について、グラン

ドデザイン作成を委託したものであり、地元の方々に対するヒアリングを数回

開催、地元代表に参加してもらっての先進地視察、さらに観光及び樹木等の専

門家へのヒアリングを実施し、それらをもとにグランドデザインを作成したも

のであります。 

５１ページ、備考欄の松木弘安（寺島宗則）旧家家屋調査設計業務１５０万

１,２００円は、旧家を改修するために、建物の沈下状況、壁や柱の状況調査

を行い、改修にあたっての総合設計及び積算を行ったものであります。次に、

工事請負費ですが、大島公園発電機重油タンク及び電気設備改修工事７２８万

８千円は、平成２８年度からの繰越事業であり、契約金額１,１９８万８千円

のうち、４７０万円は平成２８年度に前払い金として支払っており、残額を完

成後に支払ったものであります。４月２８日に竣工しております。愛宕公園転

落防止フェンス工事については、８６万４千円で実施いたしました。 

次に、原材料費６万９,０１８円は、阿久根駅前に設置しているプランター

カバー用の資材購入費が主なものであります。 

次に、公有財産購入費８５８万４,１４０円は、明治維新１５０周年事業と

して、松木邸の土地３筆と建物を購入したものであります。 

次に、負担金補助及び交付金は、備考欄に記載のとおり、観光かごしま大キ

ャンペーン推進協議会等の負担金４件、観光関係会議出席負担金として、３,

５００円の２名分７千円、県総合観光ガイドブック作成事業負担金として１０

万円、阿久根の魅力ＰＲ事業として映画「かぞくいろ」の制作費負担金として

２千万円を支出、補助金として、あくね遊々体験倶楽部など２団体、３事業に

対して補助しております。 

次に、歳入予算について、御説明いたします。 

歳入については、決算に関する説明書で説明させていただきます。１０ペー
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ジをお開きください。１２款１項５目商工使用料であります。収入未済１,１

００円については、行政財産内への電柱設置に係る使用料ですが、手続の遅れ

により、期限内の納入がなされなかったものであり、出納機関閉鎖後の６月５

日に納入されております。温泉使用料は、２件分で１０万３,６８０円、大島

渡船場及びにぎわい交流館阿久根駅の行政財産使用料であります。 

次に、１６ページをごらんください。１４款２項６目商工費県補助金７０万

４,９２０円は、消費者行政活性化事業費であり、対象経費の１００％補助で

あります。 

次に、１８ページをごらんください。１４款３項６目商工費委託金は、権限

移譲に係るもので、計量法に基づく商品量目検査事務費９万１千円と、自然公

園法に基づく事務費２万円であります。 

次に、１９ページをごらんください。１６款１項１目一般寄付金４,７８５

万１０１円は、あくね応援寄附金、いわゆるふるさと納税で、４,００４件分

であります。 

次に、２０ページをお開きください。１９款３項３目商工費貸付金元利収入

４千万円は、市中小企業振興資金預託金元金として、市内４銀行に１千万円ず

つ預託していたものを年度末に返納してもらったものであります。次に、１９

款５項４目２０節雑入ですが、収入未済額のうち、商工観光課分として、２８

万３,６０６円あり、旧国民宿舎使用料の残額であります。催告の通知を出し

ておりますが納入がなく、滞納繰越処分いたしました。 

２１ページ備考欄、中ほどより下にある大島渡船場光熱水費１４万９,８９

１円は、南国海運に貸し付けている部分の光熱水費及び自動販売機の電気料で

あります。 

２２ページをごらんください。中ほどより少し下の脇本海水浴場電気料４万

５,５００円は、自動販売機の電気料であります。４行飛んで、電気充電施設

設置負担金３万２,４６７円は、道の駅に設置した電気自動車用充電施設の日

本充電サービスとの提携収入であります。 

次に、２３ページ、２０款１項市債６目商工債、阿久根大島公園施設改修事

業債７２０万円は、阿久根大島公園発電機重油タンク及び電気設備改修工事に

充てたものであります。 

以上で、説明を終わりますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

白石純一委員 

決算に関する説明書では、４９ページ、７款１項２目商工振興費の一番下の

厨房用真空包装機ですけれども、道の駅の委託は契約上、当初２９年度、今、

３０年度も引き続き延長されているのではないかと思いますが、２９年度まで

が契約期間だったと思うんですが、それで間違いなかったでしょうか。 

堂之下商工観光課長 

それで間違いございません。 

白石純一委員 
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２９年度、一旦委託が終わるそのとしにですね、果たしてこういう大がかり

な設備投資が必要になるのか、３０年度から委託先が変わる、その場合、業務

内容も変わる可能性もあったわけですから、ちなみにこの真空包装機は何月に

納入されたかわかりますか。すぐわからなければ結構です。結構ですけれども、

恐らく１年も満たない使用期間で契約が切れることもわかっていながら買うと

いうのは果たして、こんだけの投資をするのはどんなものか、ちょっと疑問に

思います。 

また、同じ款項目で５０ページになりますが、上から１１行目、創業支援事

業で創業したい方をセミナーで創業の方法についてやられたということは、私

は大変高く評価しておりまして、それに基づいて本年度、実際の創業された方

に補助金をという事業に引き継がれていると思いますが、その本年度の創業支

援事業にはどのようにつながり、現状、どうなっていますでしょうか。 

堂之下商工観光課長 

昨年、このセミナーを終了された方のうち、１名が補助金の申請の今準備中

でございます。補助金については今年度創設いたしましたので、活用していた

だくように、それぞれに通知をいたしまして、１名の方が準備中ということで

ございます。 

白石純一委員 

次の質問ですが。 

野畑直決算特別委員長 

白石委員、ゆっくりでいいですから、ほかの委員の質問を聞いてからでもい

いですので。 

中面幸人委員 

成果説明書のですね、１４６ページのですね、７款１項２目ふるさと納税特

産品発送業務についてお伺いいたします。今、先ほど課長の説明で、納税額が

前年度とすると３分の１ぐらい減ってるわけなんですけれども、やっぱりこれ

は総務省の通達があれで、５割が３割分に返礼品が減ったのが原因ですか。 

堂之下商工観光課長 

返礼品の返礼率を１１月から３割カットいたしましたけれども、そればかり

ではないというふうに考えております。やはり私どもの努力不足というか、ま

た製品の魅力をなかなか上手に伝えられてないんじゃないかというところで反

省をしているところでございます。 

中面幸人委員 

なるほど、ただ、返礼の率が変わったばかりでなくて、やっぱり返礼品の魅

力等のそういうピーアール不足もということでありますけれども。ちなみに、

相当減っているわけなんですが、返礼品の中で特に何が減ったというのがあり

ますか。 

堂之下商工観光課長 

特に減ったというものはないんですけれども、返礼品のこの品物をふやすに

あたって、５千円の寄附額に対する返礼品がふえたということもあるんですけ

れども、少額のほうがふえて、件数自体はそんなにはあまり変わってなくてで

すね、５千円というのを選ばれた方が多かったかなというふうに思っていると
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ころでございます。 

中面幸人委員 

例えば、総務省のほうでは３割以内ぐらいという形でされておりますけれど

も、例えば納税する方がですよ、例えば阿久根のよか品物であればですよ、例

えば送料は納税者のほうが負担するからという方法もあるんじゃないかなとい

うふうに。そうすれば量的にも変わらんのかなという気もしますけど、そうい

う工夫もいろいろ考えてることがありますか。 

［携帯電話を鳴動させる者あり］ 

野畑直決算特別委員長 

気をつけて。 

堂之下商工観光課長 

昨年度の反省を踏まえまして、今年度の取り組みといたしましては、お得意

様というか、毎年、寄附をしてくださってる方々との関係を保ち続けるために

ダイレクトメールを送ったりとか、また、業者からの提案を待つだけじゃなく

て、こちらからもっと働きかけをして、観光連盟とともにですね、新アイテム

の独自の返礼品を増加させていこうというふうに、今考えているところでござ

います。そしてまた、昨年度の結果としても、やはりいろんなピーアールをし

た、例えばＷＥＢ広告とかしたときにはふえているという結果が出ております

ので、そういった効果的な広告の出し方というのを考えていきたいというふう

に考えております。 

牟田学委員 

決算に関する説明書の２０ページ、１９款諸収入の３目商工費貸付金４千万

てあるんですが、これは企業が貸し付けを受けた場合の金利の補助ということ

で、確認なんですけど、そのお金ですか。 

堂之下商工観光課長 

これについては、金融機関に預託しているものでありまして、金融機関に対

して制度資金の貸し付けを行ってほしいというふうに預託しているものであり

ます。この預託金を超える額をできるだけ市内の中小企業に貸し付けを行って

いただきたいという意味での預託金であります。 

牟田学委員 

課長の先ほどの説明で、４銀行に１千万ずつ預けてあるわけですが、それを

そのまま返してもらったという説明だったんですけれども、対象の企業がなか

ったということなんですか。 

堂之下商工観光課長 

融資は行ってもらっております。ただ、１年ごとに、この預託金は１年更新

でやりますので、年度初めに預託して、年度末にはそれを回収して、また４月

には預託するという形をとっております。 

白石純一委員 

主要事業の成果説明書１４７ページ、７款１項２目で事業実施状況、真ん中

ほどの一番下に、鎌倉鮮魚店プロジェクトテストマーケティングを２９年度に

やられて、３０年度の予算にもこれを実際に実施する予算が入っていたかと思

うんですが、その現状はどうなってますでしょうか。 
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堂之下商工観光課長 

今年度は１１月に実施をする予定で、今予定を組んでおります。 

白石純一委員 

わかりました。次に、映画なんですけれども、かぞくいろですね。成果説明

書の１５８ページ、７款１項３目、これで制作した映画の試写会が今月末に行

われるわけですけれども、市民と市在勤・在学者も対象ですけれども、仮に在

勤・在学者の割合が非常に多かった場合も、市民と同じような扱い、市民を優

先するというようなことは一切ないんでしょうか。 

堂之下商工観光課長 

今のところそこまでは考えておりません。募集いただいた方を機械的に抽選

する形になるかなというふうに考えております。 

白石純一委員 

通常は市民が多いと思われますけれども、先日、愛称を募集したときにです

ね、市外からの応募のほうがはるかに多かったという事態もありました。今回

も市在住、在勤者が市民に比べて割合として想定以上に多かった場合、やはり

私は市民を優先すべきだと思いますが、その辺りもぜひ検討していただきたい

と思います。 

竹原恵美委員 

成果説明書で教えてください。一つ目、１４４ページ、７款１項２目、メデ

ィアプロデューサーのことです。受講生８名はいましたけれども、 終までい

った人は４名、経費から言うと１人８０万程度かかっているんですけれども、

地域おこしのキーパーソンとしての人材育成を図るというところの目的でされ

たということになりますが、その後、自発的な活動につなげたようなものがあ

るのでしょうか、教えてください。 

堂之下商工観光課長 

受講生のほとんどが商工業者ではあります。その中で、やはり新商品開発で

あったりとか、ここで培った認知開発力というか、そういったものを生かしな

がら商品開発とか、いろんな分野に進出されている方もいらっしゃいますし、

また、受講生同士の連帯感というのも強くなっております。その中でお互いに

連携した新たな動きというのも見えてるというふうに考えております。 

竹原恵美委員 

ここまで育てたのであれば自発的に、継続的にしていただけるようなつなが

りも、こちらも声掛けはしなければいけないのかな。そうでないと個人の知識

だけで終わってしまうのではないかと思いました。お願いします。 

もう一つ教えてください。１５６ページの７款１項３目、阿久根まちの駅運

営補助があるんですが、５２４万４千円。計算基礎はどのようになっています

か、教えてください。内容を教えてください。 

堂之下商工観光課長 

５２４万４千円の計算基礎ということでございますけれども、これについて

は観光連盟事務局の事務局長及び事務局員１名分、２名分の人件費になります。

あと、いろんな観光宣伝に行く際の旅費と、シークイーンやあっ君を出演させ

たときの、その人たちへの謝金と旅費、あと広告の負担金等でございます。 
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竹原恵美委員 

これも継続されることであろうと思いますけれども、恐らく明瞭にしたほう

が活動が、市から出すわけなので、明瞭にされたほうがいいのかなと思います。

お願いします。 

野畑直決算特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

山田勝委員 

決算に関する説明書で質問しますが、４９ページ、７款１項、このふるさと

納税特産品発送業務に関連してね、ちょっとお尋ねしますが、ここ近年ね、

初のとしからすれば減っているような気がするんですよね、ふるさと納税の金

額がですよ。これは原因は何だと思いますか。 

堂之下商工観光課長 

返礼品の数はふえたんですけれども、少額の寄附がふえたということと、あ

と魅力的な商品の見せ方が足りてないんじゃないかという反省をいたしており

ます。 

山田勝委員 

ふるさとチョイスで載ってるんですよね。ふるさとチョイスに阿久根市はど

れだけお礼をするんですか。手数料か何かを具体的にどういう払い方をされる

んですか。 

堂之下商工観光課長 

平成２９年度におきましては、ランクが一番下のほうの寄附金額の１％とい

うことでしたけれども、平成３０年度においては、もう一つランクを上げてお

ります。 

山田勝委員 

ランクを上げておりますじゃなくて、何パーセントなんですか、それとも定

額ですか。 

堂之下商工観光課長 

すみません、今、手元に資料がございませんので、正確な数字をあともって

報告させていただきます。 

山田勝委員 

それはそれでいいんですけど。ただ、ちょっと耳にはさんだんですが、ふる

さとチョイスのほうがですね、何かちょっと不具合が生じて阿久根市のふるさ

と納税の部分がですね、うまくいってないという話を聞いたんです。そういう

事実があるんですか。 

堂之下商工観光課長 

そういう事実はございません。 

山田勝委員 

それは私の聞き間違いかな。そういう事実があるので、ちゃんとふるさとチ

ョイスのほうに申し入れをされたのかな、されないのかなという話を聞いたん

ですけれどね。 

堂之下商工観光課長 

申しわけございません。私どものほうではそういう話は承知いたしておりま
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せん。 

山田勝委員 

私がそんなら聞いてみましょう。それからですね、次のページなんですが、

物産品販路拡大事業２５５万５千円、例えば山形屋とかですね、あるいはいろ

んなところに阿久根市の特産品を販売に行かれる。あるいは販路拡大に行かれ

るわけですが、１年間に何回あってですね、それでどれぐらい売り上げをして

いるのか、ちょっとお尋ねしてみたいと思いますが。 

堂之下商工観光課長 

これは物産展だけでなくて、商談会が主でありますので、それについては販

売はいたしておりません。実際、この物産品販路拡大事業の補助金を使って販

売額が上がったのは、関西鹿児島ファンデーだけでございまして、このときは

８業者が参加をして１４７万５,０３０円の販売額でございます。あとは３回

の商談会に業者が参加をいたしておりますので、ここでは販売はいたしていな

いところでございます。 

山田勝委員 

今聞いてですね、非常に売り上げが少ないな、あるいは経費を使う職員が行

ってるのにかかわらずですね、その効果があるのかという気がするんですよね、

いつも。だから、そういう中で、ほかにいい方法はないのかって思ったことは

ないですか。 

堂之下商工観光課長 

物産展というよりも、商談会において新しい顧客を見つけていただくという

ことが大事かなというふうに思っております。ですから、直接販売には結びつ

きませんけれども、商談会に出ていくことによって、新たな取引先を見つけ、

また、新商品開発につながっていくというふうに考えております。 

山田勝委員 

新しい商談会に行ってですね、その成果は調査してないんですか、その成果。 

堂之下商工観光課長 

昨年の分につきましては現在調査中でございます。 

山田勝委員 

昨年の分じゃなくて、その前の分についてはデータが出てると思うんです。

その前の分はどうですか。 

堂之下商工観光課長 

すいません。その前年分を持ってきておりませんので、あとでまた御報告さ

せていただきます。 

山田勝委員 

やはりね、つくづくこう思ってるんですけどね、例えば今、華のバーベキュ

ー大会をしますね。少なくても県内外からかなりの人が来ますよ。阿久根でや

るイベントを仮にいろいろやるじゃないですか。そういう中で、商談会、それ

もやはり商談会の一つかなと思うんですけれどね。だから、せっかく商談会と

か物産展とかやられてですね、どれぐらいの効果があるのか。昔は、例えばで

すね、物産屋というのがおって、山形屋の物産展をする、あるいは東京とか大

阪のね、物産展で物産展をやってそれなりの成果を上げてきよったじゃないで
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すか。それと比較したときに、どれぐらいあるのかなという気がするもんです

からね、効率がどうなのかという気がするものですからね。もっと効率のいい

方法はないのかと思ってこういう質問をするわけでして、だから、できること

なら、ことしの分はできなかったとしても過去においてのその成果というのは

ね、あとで報告をしてください。 

濵之上大成委員 

説明書のですね、７款１項２目商工振興費、４９ページから５０ページに関

してちょっとお尋ねしたいと思うんですが、現在、少子高齢化、人口減少が大

きな問題となってるんですが、本市のような小さな自治体において地域資源を

生かすということが、非常に重要となっているということを感じておりますが、

そこで、万全な受け皿体制づくりが非常に大事だというふうに私は思っており

ます。 

そこでですね、４９ページの産官学金連携事業、９９万９,９９９円に関連

してですが、ここの課題の、成果説明書課題の１４５ページに書いてあるんで

す。現状と課題がありますね。ここで私は思うんですが、事業所への移転等に

取り組む必要があると書いてあるんですけれども、ここであなた方にお聞きし

たいんですが、例えば鶴翔高校の卒業生を、卒業し、単独の事業所を考えると

いう考え方は課長としてはお考えありますか。単独の事業所、受け皿、卒業生

が生産する、やる気を起こす、こういった事業所を単独でする。あるいは指定

管理者をつくるかどうか知りませんが、これは市長が言わないかんことですけ

ども、あなたとしてどのようにお考えですか。 

堂之下商工観光課長 

市が単独でというのはなかなか難しいのかなと思いますけれども、そういっ

たＮＰＯ法人なりなんなり、そういったものが立ち上がって受け皿ができれば

いいというふうには考えております。 

濵之上大成委員 

わかりました。私の聞き方が悪かったのかもしれません。商品の加工技術を

地域の事業所への移転等にと、こう書いてあったものですから、本来であれば、

その卒業生を生かした事業所を単独でできないものかなということを検討いた

だきたいと思って質問いたしました。 

次に、５０ページのですね、観光費の番所丘公園活用調査業務２９９万７千

円の予算の中で、この業務に関して、結論と言いますか、状況はどのようにな

っていますか、今。 

堂之下商工観光課長 

成果説明書にありますとおり、成果説明書の１５２ページでありますけれど

も、番所丘公園のアウトドア事業として活用することに対する観光資源として

の価値は高いというふうに、可能性としては見出すことができたというふうに

考えております。今後、今、国のほうで新しい民間との官民連携によるパーク

ＰＦＩ事業とかございますので、そういう活用ができないかというところで、

今検討をしているところでございます。 

濵之上大成委員 

後にですね、成果説明書の１５０ページ、１５１ページの委託業務です。
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脇本、大川海水浴場、それから大島公園の管理運営業務委託の関係にちょっと

お聞きますけども、先ほど言いました万全な受け皿体制というものを市がきち

っとしていかないかん中で、私としては、例えば、決算額が脇本、大川島に７

５６万、大島に１,３３０万の決算をされてるんですが、市として公共施設の

管理上大変と思うんですけれども、脇本海水浴場に駐車場足りてると思います

か。 

堂之下商工観光課長 

足りてるか足りてないかとおっしゃいますと、不足する部分もあるかと考え

ます。ただ、民有地でありますので、そこのところはまた交渉していかなけれ

ばいけないというふうに考えています。 

濵之上大成委員 

足りてないというふうに考えるんであれば、先ほど言いました公共施設の管

理、運営上大変とは思いますけどもね、土地の購入ということを検討いただけ

ることを願って質問を終わります。お願いします。 

野畑直決算特別委員長 

ほかに。 

仮屋園一徳委員 

７款１項３目、映画の件ですが、かぞくいろですね。パンフレットができて

るんですけど、あれを全戸配布される考えはないんですか。 

堂之下商工観光課長 

パンフレットとはどういうことでしょうか。 

仮屋園一徳委員 

入場券の。１１月２３日の映画の件について。 

野畑直決算特別委員長 

仮屋園委員、このパンフレットのことですか。 

仮屋園一徳委員 

そうです。チラシ、チラシ、ごめんなさい。それを言うのを忘れましたけど、

決算じゃないんですが、もうちょっと受付が始まって期間がないと思いますの

で、すいませんけど、これに関連して質問をさせてください。 

堂之下商工観光課長 

１０月号の広報誌に掲載をする予定でございます。ただ、広報では時期的に

遅い、配布が遅れる部分もございますので、防災無線等で呼びかけをしていき

たいというふうに思っているところでございます。 

仮屋園一徳委員 

その方法についてですね、私の理解をする範囲内のことでいいのか、午前中

の分と午後の分２回上映なんですけど、午前中の分に申し込みます、午後から

申し込みますということは書いてくださいというふうにしてありますよね。と

いうことで、１人の人が、１枚の往復はがきに２人までは有効というふうにな

ってますけど、１人の人が午前中にも午後にも申し込みをする、往復はがきで

ですね。そして、１人で何十枚も送ったほうが確率がいいので、そういうこと

に結果としてなるのかなと思いますけど、そういう理解の仕方でよろしいので

しょうか。 
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堂之下商工観光課長 

一応、重複する名前については削除していくことになると思いますので、何

枚出されたからといってそれが効果的というふうには考えておりません。 

仮屋園一徳委員 

それともう一つですね、商工会議所の６０周年記念事業としてということも

書いてあるんですが、特に、映画上映の前後、会場等の中でどのような結びつ

きがあるんでしょうか。イベントとかそういうのが何かされる予定があるので

しょうか。 

堂之下商工観光課長 

商工会議所が映画の誘致に大変御尽力くださったということもあります。商

工会議所の６０周年記念事業が前日にございますので、その６０周年記念とい

うことも商工会議所として入れてほしいという御依頼もありました関係で、こ

ういう形になっております。 

仮屋園一徳委員 

そういうことでチラシの中に記載されたということですね。はい、よろしい

です。終わります。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、商工観光課所管の事項について、審査を一時中止

いたします。 

この際、暫時休憩いたします。 

（商工観光課退室） 

 

（休憩 １１：０２～１１：１２） 

 

（都市建設課入室） 

野畑直決算特別委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、認定第１号中、都市建設課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

冨吉都市建設課長 

それでは、決算説明を行います前に２カ所資料の語句の修正をお願いします。

主要事業の成果説明書の１７２ページ、事業名欄の市道尾城線改良事業（原子

力発電施設立地地域基礎整備支援事業）と記載されていますが、正しくは、原

子力発電施設立地地域基盤整備支援事業であります。修正をお願いします。 

また、１８６ページ、事業実施状況欄の市営住宅解体６棟と記載してありま

すが、正しくは市営住宅解体７棟であります。 

以上、修正方をよろしくお願いをいたします。６棟が７棟です。 

大変、申しわけありませんでした。 

それでは初めに、平成２９年度の都市建設課所管の主要事業について御説明

させていただきます。 
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主要事業の成果説明書は、１６１ページから１９０ページとなります。 

１６４ページをお願いします。北薩横断道路や南九州西回り自動車道の整備

促進を図るため、各種協議会に加入し、各種活動に取り組みました。南九州西

回り自動車道の阿久根川内道路は、測量、地質調査、設計などが進められてい

ますが、阿久根川内道路建設促進協力会におきましても、現地対策本部の立ち

上げや早期整備の要望活動に取り組み、用地買収の着手など事業の促進が図ら

れました。一方、北薩横断道路も、阿久根高尾野道路が平成２８年度から新規

事業化区間となり、用地調査や測量設計などが進められており、北薩空港幹線

道路整備促進期成会において、早期開通に向けた要望活動の取り組みを行い、

一部の区間におきましては供用が開始されるなど整備の促進が図られました。 

次に、１６６ページをお願いします。市が管理します市道は、平成２９年４

月１日現在、６４８路線で、実延長３８万７,２５０.５メートルであります。

改良率は全体で６５.１６％、舗装率は、全体で９９.０９％となっております。

道路維持費関係でありますが、維持改修工事、伐開委託等を実施し、通行の安

全向上に努めました。道路維持修繕事業の件数としましては、設計業務委託４

件、側溝敷設や舗装改修などの道路維持工事２６件を実施し、通行の安全向上

と生活環境の改善が図られました。 

次に、１６９ページをお願いします。市道舗装事業は、交付金事業の舗装修

繕事業により、４路線の舗装修繕工事と１件の調査委託及び３路線の通学路の

カラー舗装を実施し、路肩のカラー舗装により車両運転者に対し注意喚起が促

されました。また、原発交付金事業により２路線の舗装修繕事業を実施し、通

行の安全向上が図られました。 

次に、１７１ページをお願いします。道路新設改良費関係でありますが、４

路線で交付金事業を実施し、継続事業となります３路線の槝之浦深田線、折口

大辺志線、不動下線につきましては、改良工事を進めるとともに土地評価業務

を行い事業の促進が図られました。 

次に、１７２ページをお願いいたします。原子力発電施設立地地域基盤整備

支援事業の市道尾城線の道路改良事業は、改良舗装工事を完了し、平成２４年

から着手しました延長約７５０メートルの供用を開始し、通行の円滑化と安全

向上が図られました。 

次に、１７４ページから１７５ページをお願いします。橋りょう維持費関係

でありますが、橋りょうの長寿命化計画に基づき、交付金事業と原子力発電施

設立地地域基盤整備支援事業により、修繕工事３件、設計委託５件と橋りょう

点検及び肥薩おれんじ鉄道協定を委託し、橋りょうの長寿命化事業の促進が図

られました。 

次に、１８０ページをお願いします。公園費関係でありますが、公園施設長

寿命化計画に基づき、交付金事業により、鶴見公園の老朽化した遊戯施設の更

新を行い、利用者の安心・安全の向上が図られました。また、鹿児島国体に向

けてボクシング会場となります総合体育館周辺を、大会運営の支障とならない

よう周辺整備工事を実施し、利便性の向上が図られました。地域振興整備事業

おきまして、黒之瀬戸に面する梶折鼻公園の展望施設等の整備を行い、薩摩よ

りみち風景街道沿線の周遊ルートとして、利用者の増加が図られました。 
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次に、１８２ページをお願いします。都市下水路費関係でありますが、大丸

都市下水路整備事業は、延長２３５.６メートルの都市下水路の整備事業であ

り、平成２９年度は５７.６メートルの整備を実施しました。これにより、平

成２６年度から着手しました整備事業が完了し、周辺地域の生活環境の改善が

図られました。 

次に、１８３ページをお願いします。街路整備事業関係でありますが、都市

再生整備計画に基づき、交付金事業により市道琴平浜中央線、浜中央線及び本

町河畔線の整備工事を実施し、歩道空間の確保によりまち歩きの歩行者の安全

向上が図られました。 

次に、１８４ページから１８５ページをお願いします。住宅管理費関係であ

りますが、現在の市営住宅管理戸数は、公営住宅５１４戸、一般住宅６戸の合

計５２０戸であり、住宅の各種維持修繕事業を実施し、施設の維持管理に努め、

居住者の環境整備が図られました。 

次に、１８６ページをお願いします。老朽化住宅撤去等事業関係であります

が、長寿命化計画により老朽化が著しい住宅において、入居者の退去後、空き

家となりました住宅を解体し、周辺住民の生活環境の改善が図られました。 

次に、１８７ページをお願いします。危険空家等解体撤去事業関係でありま

すが、６件の危険空家等の解体撤去を実施し、周辺住民の生活環境の改善が図

られました。 

次に、１８８ページをお願いします。住宅建設費関係でありますが、寺山住

宅６号棟建築工事のほか６件を、平成２８年度の繰越事業と平成２９年度事業

により実施し、６号棟が整備され、入居促進と住環境の改善が図られました。 

次に、１９０ページをお願いします。土木施設災害復旧事業関係であります

が、梅雨前線豪雨等により被災しました道路１件、河川５件の迅速な復旧事業

に取り組み、被災拡大の防止と周辺住民の安心・安全の向上が図られました。 

以上で、主な主要事業の成果説明を終わり、続きまして、一般会計歳入歳出

につきまして、歳出から御説明いたします。 

事項別明細書は４９ページ、決算説明書は５１ページからとなります。２項

１目８節報償費の４７４万４千円は、市内各区が行いました市道等の伐開・清

掃に対します謝金であります。１３節委託料の７４３万７,４８６円は、道路

台帳作成業務委託３９４万２千円と市道用地測量業務委託３２５万５,７２６

円が、主なものであります。不用額の４４万７,５１４円は、害虫駆除や官民

界修正の申し出等が無かったことに伴います執行残額であります。 

次に、事項別明細書の５０ページ、決算説明書は５２ページとなります。２

目１３節委託料の２,１１０万２,１２０円は、市道阿久根出水線など１４路線、

延長２４.９４キロメートルの伐開委託１,３２３万９,７２０円と、道路維持

修繕事業に伴います測量設計業務委託等の７８６万２,４００円であります。

１６節原材料費の４５９万７,７３６円は、道路補修用のアスファルト合材や

砕石、セメント、蓋版等の購入費用であります。 

３目１３節委託料の６７８万６千円は、市道不動下線の土地評価業務委託と

高之口佐潟線の地質調査委託であります。１７節公有財産購入費の２１８万２,

７０６円は、道路新設改良工事に伴います折口大辺志線１１筆の用地購入費で
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あります。１９節負担金補助及び交付金の１９０万円は、県が実施しました地

方特定道路整備事業、県道脇本赤瀬川線の槝之浦工区の事業費３,８００万円

に対します地元負担５％であります。 

次に、事項別明細書は５１ページになります。６目１５節工事請負費の４０

０万円は、市道１６路線において、ガードレール、区画線の設置工事費であり

ます。 

３項２目１３節委託料の１５０万円は、洪水時に流れを阻害する竹木や雑草

を除草する河川伐開委託を実施したものであります。１５節工事請負費の２９

９万９,１６０円は、南畑川ほか２河川の改修工事を実施したものであります。

４目１５節工事請負費の１,２７０万円は、梅雨前線豪雨により被災しました

塩屋浦地区と丸内地区の県単急傾斜地崩壊対策事業であります。１９節負担金

補助及び交付金の７２９万２,４００円は、県が実施しました県単砂防事業塩

屋浦谷地区及び県営急傾斜地崩壊対策事業尻無１地区、仲仁田地区に対します

市の負担金であります。 

次に、事項別明細書は５２ページになります。４項３目１３節委託料の３４

３万８千円は、港湾海岸保全施設４港の長寿命化計画策定業務委託であります。

５項１目１３節委託料の１,２３２万６４０円は、都市計画区域変更業務委託

６０４万８千円及び建築形態状況調査業務委託６１５万６千円が主なものであ

ります。１９節負担金補助及び交付金の不用額２８７万９千円は、定住促進の

補助金を予定しておりましたが、実績がなかったことによります執行残額であ

ります。 

次に、事項別明細書は５３ページになります。３目１３節委託料の４,６１

７万３,８１０円は、番所丘公園ほか公園等の管理委託料が主なものでありま

す。１７節公有財産購入の１,４３６万２,３５６円は、総合運動公園テニスコ

ート前の第７駐車場３,１５４平方メートルと、総合体育館東側通路部分の２

２平方メートルの用地買収費が主なものであります。１８節備品購入費の２８

８万８,５１４円は、番所丘公園備品購入の草払い機１台、エンジンブロワ―

１台、ゴーカート２人乗り２台の購入費用であります。 

次に、事項別明細書は５４ページになります。６項１目１１節需用費の２,

０９７万１,７４５円は、寺山住宅シルバーハウジング緊急通報装置修繕１,４

７８万２,５０４円と、老朽化に伴います修繕料５８４万５,５２９円が主なも

のであります。１３節委託料の４２４万５,２０１円は、寺山住宅のエレベー

ター保守点検業務の２９５万４,８８０円が主なものであります。不用額の７

０万７９９円は、業務委託に伴います執行残額であります。１７節公有財産購

入費の２４４万７６円は、市営住宅設備等更新の風呂釜、流し台、換気扇等の

購入費であります。不用額の４８万２,９２４円は、設備等の更新に伴います

執行残額であります。１９節負担金補助及び交付金の２４１万１,５１５円は、

危険空家等解体撤去事業の６件、１７７万３千円が主なものであります。 

次に、事項別明細書は５５ページになります。２目１５節工事請負費の２億

４,３６６万４千円は、寺山住宅６号棟建設事業に係ります工事費で、現年度

分が３,５２６万２千円、繰越分が２億８４０万２千円であります。３目１９

節負担金補助及び交付金の４３９万４千円は、がけ地近接等危険住宅移転事業
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によります住宅除去１件の補助８０万２千円と、建物助成１件の補助３５９万

２千円であります。 

次に、事項別明細書は６６ページ、決算説明書は６７ページになります。１

１款６項１目１３節委託料の不用額１００万円は、該当の事案がなかったこと

によります不用額です。１４節使用料及び賃借料の３７９万３,３３８円は、

梅雨前線豪雨等により発生した崩土の除去等に使用しました重機借上料であり

ます。不用額の７０万６,６６２円は事業執行に伴います執行残額であります。

２目１５節工事請負費の２,１７６万２千円は、梅雨前線豪雨等により発生し

ました市道１件、河川５件の災害復旧工事費であります。 

次に、歳入について御説明いたします。決算説明書の８ページをお開きくだ

さい。１０款１項１目交通安全対策特別交付金の２９５万９千円は、交通反則

金の収入を各地方公共団体に配分されるもので、交通事故の発生件数や人口な

どにより配分額が決定されるものであります。 

次は、１０ページになります。１２款１項６目土木使用料の道路橋りょう使

用料６８８万１,１８１円、都市計画使用料２８万８,０９３円、港湾使用料１

万８,１８４円は、市道や公園、港湾等における電柱、電話柱の占用料が主な

ものであります。住宅使用料の８,１２７万８,８４８円は、内訳としまして、

市営住宅使用料が過年度分も含めて７,９３９万８,５００円、駐車場使用料が

過年度分も含めて１６９万２,３００円、電柱、電話柱等の占用料が１８万８,

０４８円であります。 

次は、１３ページになります。１３款１項１０目災害復旧費国庫負担金の土

木施設災害復旧費負担金１,４５１万５千円は、道路１件、河川５件の災害復

旧工事費に係る負担金であり、補助率は６６.７％であります。 

次は、１４ページになります。２項７目土木費国庫補助金の道路橋りょう費

補助金６,２９４万円は、社会資本整備総合交付金事業によります道路改良工

事４路線、歩道整備工事３路線、舗装修繕工事４路線、橋りょう修繕工事３橋、

橋りょう設計等４件の委託業務に対します補助金であり、補助率は補助対象額

に対し５９.４％であります。次の、港湾費補助金１７１万９千円は、社会資

本整備総合交付金事業によります４港湾の海岸保全施設長寿命化計画策定業務

委託に対します補助金であり、補助率は補助対象額に対し５０％であります。

次の、都市計画費補助金２,２００万円は、社会資本整備総合交付金事業によ

ります総合運動公園及び鶴見公園の施設改築工事の補助金であり、補助率は補

助対象額に対し５０％であります。次の、住宅費補助金８,６７５万６千円は、

社会資本整備総合交付金事業によります寺山住宅６号棟建築に係る公営住宅整

備事業費８,３６８万２千円、がけ地近接等危険住宅移転事業費２１８万９千

円、空家再生等推進事業８８万５千円であり、補助率は補助対象額に対し２分

の１であります。 

次は、１６ページになります。１４款２項７目土木費県補助金の河川費補助

金８５０万円は、県単急傾斜地崩壊対策事業により平成２８年度から繰越事業

を行いました小漉区塩屋浦地区の補助金５５０万円と、平成２９年度事業の丸

内地区の補助金３００万円であります。次の、都市計画費補助金２,５５４万

２千円は、地域振興推進事業により事業実施しました梶折鼻公園の整備事業に
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対します県の補助金であり、補助率は２分の１であります。次の、住宅費補助

金１０９万８千円は、がけ地近接等危険住宅移転事業に対します県の補助金で

あり、補助率は４分の１であります。 

次は、１９ページになります。１５款２項１目不動産売払収入の土地建物売

払収入７１４万４,１００円のうち、都市建設課所管分は６４９万円でありま

す。 

次は、２１ページになります。１９款５項４目雑入の１億６,９２０万１,２

７２円のうち、都市建設課所管の主なものは下から８行目、寺山団地維持管理

県負担金５２１万２,８９５円であります。 

次は、２３ページから２４ページになります。２０款１項７目土木債の道路

りょう債８,４９０万円、河川債９９０万円、都市計画債９,６６０万円、住宅

債１億６,０４０万円は、それぞれの対象事業費に市債を充てたものでありま

す。同じく、１０目災害復旧債の道路橋りょう施設災害復旧債９１万７千円、

河川施設災害復旧債６４８万３千円は、それぞれの対象事業費に市債を充てた

ものであります。 

以上で都市建設課所管に関します平成２９年度決算の概要説明を終わります

が、御審議、よろしくお願いいたします。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

牟田学委員 

成果説明書の１８７ページ、８款６項１目、危険家屋解体撤去事業について

ですね、実施状況の中で社会資本整備総合交付金の内示が１８０万ありました

と。今、課長の説明ではほとんどの事業にこの社会資本整備総合交付金がある

わけなんですが、この危険家屋については、これだけ１８０万とありますが、

そういった感じで決められているんですか、交付金自体が。 

松木都市建設課長補佐 

補助金の額についてはですね、こちらのほうから県のほうに国庫負担金の要

望をする形になっているんですけれども、要望が去年は８件で要望しておりま

して、実質６件の内示があったということです。 

牟田学委員 

では、こちらのほうから要望をして、内示を受けるという感じなんですね。

あともう一つ、この事業でですね、折多小学校の裏にある危険家屋が今度解体

されたんですが、この事業で行われたんですか、この事業を使って。 

松木都市建設課長補佐 

今回の折多小学校の建物についてはですね、補助金は利用されずに自分で解

体をされました。 

［牟田学委員「はい、わかりました」と呼ぶ］ 

竹原信一委員 

成果説明書の１８５ページ、一番下のところ、家賃滞納者が悪質化している。

どういうふうな事実があるんですか。悪質化の中身を説明してください。 

湯田住宅係長 
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これまでも住宅使用料については、さまざまな問題になってきてるんですが、

これまで滞納されてる方、同様の方の滞納がなかなか解消されてない、そうい

った意味で家賃滞納者の悪質化がされているということになっています。 

竹原信一委員 

言葉がおかしいでしょう、言葉の使い方が、ね。滞納されていた、滞納が続

いている、そのことをもって悪質化が、悪質化している、ね。君たちのその言

葉のものの言い方というのは、非常に誤解を誘導するような言い方ですよ、こ

れ、ね。それと私が思うのはですね、市営住宅をちゃんと管理しないで、よく

家賃をよこせとか言うようなレベルのところがたくさんある。自分たちの責任

もあるちゅうのもわかっとってください。以上です。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

渡辺久治委員 

成果説明書の１７９ページ、８款５項１目、都市計画総務一般事務について

お聞きします。２９年度は何回都市計画審議委員会がありましたか。それと、

ちなみに今年度は何回今ありました。 

下澤都市計画係長 

都市計画審議委員会は、平成２９年度１回実施しました。平成３０年度にお

いては、まだ実施はしていないところです。 

渡辺久治委員 

じゃあ、２９年度１回して、まだ今年度は１回もしてないと、あんまりして

ないんですね。すごくこれは取り組みがどうなのかなと思いますけれども。こ

れに関しては、いろんな市民の方からも心配する意見が大変出て、きのうも私

は聞いて、これは今さら都市計画に認定してどうなるんだとか、そういうこと

を心配する声がたくさん聞けるんですけども、そういう声は説明会とか、この

審議会の中では出ていませんかね。 

下澤都市計画係長 

都市計画区域の変更につきしては、平成１３年の市の都市計画マスタープラ

ンでも、現行都市計画区域に加えて脇本地域を加えるというような形で言及さ

れております。それに基づいて調査をしましたところ、人口はふえないんです

けど、そういう都市的な土地利用が、実際、車のとおりが多くなったりとか、

コンビニエンスストアーが建ったりとか、その他いろいろな商業施設、それか

ら西回り道の高規格道路、それから阿久根高尾野道路の北薩横断道路に代表さ

れます地域高規格道路が開通する２０年、３０年、今後のまちづくりを考えま

すと、人口は減りますけれども、そういったのに対してですね、ちゃんとした

そういう基本的なルールを定めていく必要がありますので、必要な調査を行っ

て、この建築形態規制につきましても都市計画区域に入りますと、建築基準法

の適用を受けますので、そういう現状の調査を行って、所定の建ぺい率と容積

率の決定をして、調査を行ったところですので、よろしくお願いします。 

渡辺久治委員 

調査を行うのはいいんですけども、本当にこれが必要なものなのかどうかは

よくよく検討してもらいたいというふうに思いますけれども、課長の意見はい
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かがですか。 

冨吉都市建設課長 

都市計画区域に、やはり一体的な阿久根市ということで考えていかないとい

けないのかなというふうには思ってます。やはり住宅が建ち並んでいる状況の

中で、やはり救急車とかいろんな緊急車両等も入っていけないような状況等も

ありますので、今後もまちづくりをする中においてもですね、一定のルールを

きちっと決めて対応していくのが必要ではないのかなというふうに考えてます。 

渡辺久治委員 

今現在、車が通れないとか、そういうような不ぐあいは全く感じないんです

けども。それとですね、１００歩譲って、もしこれが、こうなってほしくない

んですけども、実際に実施されて、この計画がですね、実際に脇本で建築確認

が必要になるのはいつからですか、もしそうなった場合は、順調にいって。 

下澤都市計画係長 

都市計画区域につきましては、変更につきましては、県が定める都市計画区

域で市が案の申し出を行うような形になっておりまして、順調にいきますと、

手続になりますけど、平成３１年の７月ごろの県の都市計画審議会での審議を

予定しているところで、それが決定されますと必要な手続を経て、その上で都

市計画区域の変更がなされていくようなスケジュールになっております。 

渡辺久治委員 

ということは、平成３２年度ぐらいということになるんですかね。 

下澤都市計画係長 

３１年の７月には県の都市計画審議会で審議を行ってもらったのち、必要な

手続、告示行為だったりとか、そのようなあれで、途中からでもそういった運

用をしていく可能性もあります。 

渡辺久治委員 

心配する声がたくさん聞こえていますので、よくよく検討して、もっと審議

委員会も頻繁に開いてもらって、そういう声もあることを加味して検討してい

ただきたいということを強く要望して終わります。 

中面幸人委員 

決算に関する説明書の５１ページと５２ページに渡りますが、８款２項１目、

市道清掃謝金の４４７万４千と、８款２項２目、市道伐開委託料、１,３２３

万９,７２０円について。この事業についてはですね、事業の成果が同じです

ので関連して話をさせてください。まずですね、８款２項２目のですね、市道

伐開委託についてですね、わかっとればこの道路の延長、キロ数はわかります

か。 

大野維持係長 

伐開の延長については、２万４,９４０メートルです。 

中面幸人委員 

２４キロからな。長さは２４キロでよろしいですね。この委託料の１,３２

２３万９,７２０円をですね、このキロ数で割った場合にですね、メーター当

たりになおして５５１円というふうな形になるんですが、いいですか。メータ

ー当たりになおした場合に５５１円です。そうすると、例えば、今度は８款２
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項１目のですね、市道謝金の謝金を４００キロで割れば大体１１円になるんで

すよね。よく聞いとってくださいよ。いいですか、何を言おうかというのは。

所管の皆さんもいろいろ地域の方からの声も上がってきてると思うんですけれ

ども、なかなか今高齢化でですね、人口が減ってるもんだから、集落で行う伐

開もですね、相当難儀してるんですよね。集落ではもうできないというところ

もあります。聞いておりますが、確かに今までは自分たちの集落の環境を自分

たちで守ろうと言って、今までこういうふうに環境整備にも守ってきたわけな

んですが、でも時代の流れで人口が減っていって、実際作業できる年齢の人が

いなくなればですね、やはり今後考えていかなければならないと思うんですよ。

それで私も再三ですね、一般質問でも言ってるんですけれども、具体的に私の

いる区はですね、大体、その委託をしている路線が６路線あるんですよ。加え

て県のほうの河川も１.５キロに渡って。これがですね、年に２回、３回とす

るんだけど、もう１日で終わらない作業量なんですよね。そこでですね、私は

一般質問等でも提案をしてるんだけど、例えば実際業者に委託すればメーター

当たり５５０円ぐらいかかると。これを今集落でやっている４００キロを業者

すべてやってもらえば、それこそ２億幾らかかるわけなんですよね。だからこ

れをですね、例えば、各集落にですよ、この業者にやる委託料のですね、単価

のもう３分の１でもいいからこれを委託に、各集落に年間ですね、その路線ご

とに各集落に委託するんですよ。そうすればですね、その集落で若い人たちが

いる集落は若い人たちがですね、例えばまあ、２週間の間にですね、あなたは

何メーターを受け持ってくれという形で、いわば個人に出てくる作業員にです

ね、日当をやるわけです、日当を。その日当が私が言うのは日当に当たる分の

委託というのが業者に委託している単価の３分の１以下でいいというんですよ。

そうすればですね、例えば２週間ぐらいの間に、１日では無理だから２週間ぐ

らいの間にその路線がきれいになっていくわけですよね。例えば、日曜日であ

ったり、土曜日であったり、また仕事が終わって帰ってから伐開をやるわけで

すよ。だから、そういうようなですね、やり方を今後考えていかないと、幾ら、

例えば市道の清掃はほかの業者等に委託した場合、現在より費用が高騰すると

思われて、当然私が言うように、全ての集落の市道を業者に任せば２億以上か

かるわけだからですね。だから真剣にちょっと、私も何回も言ってますけど、

ちょっとこの辺を真剣に考えていかないと、ほんとうに集落の環境は守ってい

けません。もう何回も言ってるからたぶん皆さんもわかってると思うんだけど。

どうですかね、こういう考え方はできませんか。考えて検討できませんか。 

冨吉都市建設課長 

いろいろとこの市道伐開についてはですね、意見があるというふうに思いま

す。我々のほうもですね、今、委託ということで行っておりますが、集落と集

落を結ぶような幹線道路であったり、阿久根出水線みたいな大きな交通量の多

いようなところの部分をですね、委託をかけている状況で、あと集落の中でい

ろんな部分のあったときにはですね、お手伝いというか、していくような状況

であります。集落においてはですね、今、中面委員が言われましたとおりです

ね、若い方がいらっしゃって、作業ができる集落もありますけど、限界集落的

な部分の中でですね、やれないところもありますので、一概に同じようなこと
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はできないのかなというふうに思いますので、これについてはですね、やはり

今後検討していかなければいけないのかなというふうには、伐開委託について

はですね、思うところであります。 

中面幸人委員 

今、課長が言われるようにですね、集落と集落の間は、例えば、今、業者に

委託して約２４キロ程度委託しているということはわかります。でも、この集

落、阿久根市内の集落がですね、自主的にやってるのは４００キロですよ、４

００キロ。だから、具体的に言いますけど、例えばですね、集落によってはで

すね、どうしても伐開できないから市のほうで業者でやってくれないかと言っ

ても、それは大変件数も多いし、作業班の８名だけではなかなか回りつかない

わけですから、市のほうに要望してから相当かかったりするんですよね。だか

らそうすれば当然市民からの苦情もあるわけだから。だから一つ提案としてで

すよ、課長が言われるように、各集落人口の数も違うし、若い人の数も違うか

ら全てはできないと思いますけども、どうかですね、一つ、まあ私の区でもい

いですからモデル的にですよ、ちょっとしてもらえませんか。これはほんとは

今、区長さんたちもですね、今説明した話が出てるんですよ。だから、ただ、

課長、私も一般質問で市長にも言いましたけれども、例えば、そうすれば業者

の仕事が少なくなる、減ってくるとかですね。でも現状は、入札の現状、伐開

委託の現状を見とれば忙しいときには業者もとらないじゃないですか。ですよ

ね。不調になってますよね。不落が多いじゃないですか、不調が。 

野畑直決算特別委員長 

中面委員、ちょっといいですか。今、メーター当たり単価を１１円の根拠の

４００キロと言われましたけど、課長、その４００キロは間違いないですか。

市道は全長で３８７キロしかないわけだから、４００キロで単価１１円が間違

いないのか確認をする必要もあると思うし、そしてまた、中面委員の場合はそ

の単価を比較されておりますけれども、ここでその解決はしないと思いますの

で、その単価の確認と今後はまた検討していかなければならないという回答も

もらってるし、課長が単価の変更は答えられないと思いますので、今、言われ

てるのは充分通じていると私は思いますので、ほかの委員の質問もまだあるよ

うですが、このことについてはあまり長くなるのも。もう少し簡潔に。 

４００キロでよかった。 

中面幸人委員 

４００て書いてありますよ。 

野畑直決算特別委員長 

４００キロでよかったですか、市道は３８７キロしかないのに。 

池田都市建設課長保佐 

これにつきましてはですね、成果説明書には大体約４００キロと書いてある

んですけれども、これについては市道を区によっては２回するところもあり、

３回するところもありますので、それの総延長が４００キロということと、こ

れについては区に均等割という、清掃してもらったところには均等割で１万２

千円払って、残りの分をメーター当たりでですね、謝金という形でお支払して

まして、そのメーター当たりの単価で言えば約９.８円というところになって
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いるところです。 

中面幸人委員 

若干じゃあ、１人で長くなればいけませんので締めさせてください。今、単

価については９.８円というのが出ましたけれども、当然、業者に委託してい

る単価とはだいぶ違うわけですからですね。だから、私が提案するのはですね、

一つ、本当に実際作業する人間が減ってるわけだから、これではやっぱり考え

ていかなければならないということを私は言ってるんですよ。今までどおりで

はいけないと。だから言うように、例えば集落に私が言うように、そういう年

間通して委託をするという形のですね、それはちょっと本当に検討してもらえ

ませんかね。それだけです。課長どうぞ。 

冨吉都市建設課長 

先ほどから申しましたとおりですね、市道の部分についてはいろいろな部分

があると思いますので、それについてはですね、どういう方法が一番いいのか

というのは、やはり考えていかないといけないというふうに思ってますので、

それについて、早急にという結論が出るかということも言えませんけど、検討

はしてまいりたいというふうには思います。 

白石純一委員 

成果説明書の１６６ページ、８款２項２目とですね、１７１ページ、８款２

項３目、道路の維持あるいは新設改良なんですけれども、市道６４８路線は、

すいません、勉強不足だったら教えてください。分類的に何種類に分けられる

というのはあるんですか。例えば１、２、３とか。 

冨吉都市建設課長 

市道はですね、１級、２級、その他路線というふうに分けられます。 

白石純一委員 

１７１ページで、一番下ですね。幹線道路地域の生活道路、整備の優先度、

これは市民の方にとっては自分のうちの前、普段利用するのが一番優先度がそ

の方にとっては高いので、なかなか客観的に言ってもですね、わからないと思

いますけれども、１級、２級、その他がある。そして緊急度、恐らくこれは安

全性だと思うんですけれども、例えば安全性のＡ、Ｂ、Ｃを仮につけるのであ

れば、そうした１級のＡ、あるいは２級のＢ、そういう形ではっきりとわかる

ような形で優先順位がつけられて、その市民の方を納得、あるいは区長さんを

ですね、納得できるようなそういうマニュアルというか、そういう判断をする

基準というのはあるんでしょうか。 

冨吉都市建設課長 

集落と集落をですね、結ぶ路線的な部分が１級とかというようなことでです

ね、地区内の路線を結ぶ部分が２級であったりとかというふうになっています

ので、これで１級だからと言って２車線の道路であったりとかというような部

分はありません。狭い１級路線であったりとか、２級路線であったりとかいう

ような部分。その他路線であっても２車線道路であったり、歩道もついている

ようなところもあります。 

白石純一委員 

ですから、１級、２級、その他、安全性、緊急度の例えばＡ、Ｂ、Ｃと付け
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るのであれば、その中から、例えば１級のＡは必ず優先的ですと、そういう文

書でですね、示したマニュアルというようなものがあって、それを区長さんや、

あるいは市民から要望が出たときにそれできちんと示すような客観的なですね、

基準というものがありますかとお伺いしてますけど、いかがですか。 

冨吉都市建設課長 

そのようなマニュアルは、まだつくってないところです。 

白石純一委員 

ぜひですね、そういったものをつくっていただかないと、なかなか皆さんは

自分のところはやっぱり優先してほしいというような、皆さん思っていらっし

ゃるでしょうから、その点をぜひお願いいたします。 

すいません、 後になりますけれども、１８２ページ、８款５項４目で１８

３ページの８款５項５目、これに共通した質問なんですけれども。まず、１８

２ページについては、これは都市下水のところ、今の、私が一般質問でも申し

上げましたが、しらゆきさんの前の通りだと思いますが、縁石上に赤と白のポ

ールが連立している部分。これについては私も一般質問で非常に景観的にどう

なのかと申しました。これはほかのまちから来られた方に聞いても、あまりと

いうか、かなりひどいねという御意見を多くいただきます。そして、１８３ペ

ージで浜、そして高松川のですね、道路はきれいに整備されていると思います。

こうした同じまちでありながら、まったく私は同じまちなのかと疑うような、

一方では景観に配慮した道路、一方ではとても景観に配慮されているとは思え

ない道路、こういったものがあると思うんですが。ある阿久根と同じぐらいの

まち、水俣のですね、この大丸の地区と同じような飲食店が連なるところの道

路整備については、歩道と車道に、もちろんポールとか縁石はなく、ただ細か

いカーブを描いてるんですね。そこに植栽等がありまして、非常に散歩するの

にいい、特に夜などは気持ちのいい散歩道になるんですが、そうしたところも

参考にしていただきたいと思います。いまだに都市下水工事のポールの連立に

ついては、私は非常にまずい景観だと思うんですが、課長、そのようには思わ

れませんか。 

冨吉都市建設課長 

大丸都市下水路においてはですね、縁石の上にコーンを立てましたけど、こ

れについてはやはり安全性というようなことでですね、通行の安全性、車が縁

石にぶつからないようにということのですね、啓蒙というのを一番考えたとこ

ろでありますので、これについてはですね、そのように御理解をいただきたい

と思います。また、今、言われる高松川の川沿いの部分でありますが、これに

ついてはですね、歩行者空間というふうなことでですね、カラー舗装等もやり

ながらまち歩きを促すというような部分の中で、先ほど説明をいたしましたが、

歩行者空間と。今までは空間がなかったわけですけど、今回、歩道という、カ

ラー舗装の歩道を整備してまち歩きを促したというところであります。 

白石純一委員 

ですから、その高松川沿いは非常に私は評価します。そうした考え方がなぜ

大丸では一番観光客が歩くところにできなかったんだろうかと、非常に残念に

思います。以上です。 



 

- 26 - 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、都市建設課所管の事項について、審査を一時中止

いたします。 

午前中の審査をこの程度にとどめ、午後は１時１０分から開始します。 

休憩に入ります。 

（都市建設課退室） 

 

（休憩 １２：１０～１３：０８） 

 

（教育総務課・学校教育課・学校給食センター入室） 

 

野畑直決算特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を開会いたします。 

ここで、商工観光課から本日の質疑に対する資料の提出があり、配布してあ

りますので、御確認をお願いします。 

次に、認定第１号中、教育総務課、学校教育課、学校給食センター所管の事

項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

山元教育総務課長 

教育総務課及び学校教育課並びに学校給食センターが所管する分について御

説明いたします。 

初めに、平成２９年度の主な事業について御説明いたします。 

阿久根市民交流センターの建設工事につきましては、平成２９年２月２０日

に事業に着手し、平成３０年度の完了を目指して事業を実施いたしました。な

お、工期につきまして、当初、本年８月１３日までとしておりましたが、９月

２８日までの４６日間、１０月１５日までの１７日間と工期を延長し、現在、

完成に向けて事業を実施しているところであります。 

次に、少子化等による学校の小規模化が進行する中で、学校規模適正化協議

会を設置し、今後の児童生徒の教育環境や学校のあり方について検討を行って

いるところであります。このうち、大川中学校につきましては、生徒数の推移

や保護者、地域の方々との意見交換等も踏まえ、平成３１年度末を目途とし、

阿久根中学校との統合に向けた取組を進める方針でございます。さらに、学校

施設の適正な維持管理を図ることにより、一定水準の学習環境を維持し、児童

生徒の良好な教育環境を確保するため、学校施設等長寿命化計画を策定いたし

ました。 

また、学校施設の工事といたしまして、小学校では、阿久根小学校プールろ

過機取替工事ほか３件を行い、中学校では、阿久根中学校テニスコート改修工

事ほか３件を実施し、教育環境の改善を図りました。 

学校教育課では、豊かな心を育む教育の一つとして、市道徳指導法研修会を

開催し、新たに始まる特別の教科道徳の指導など、授業を通して今後の道徳教
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育のあり方について研修を行いました。また、市内の４中学校から生徒会など

代表の生徒を集め、中学生会議を開催し、インターネットやスマートフォンな

どの利用の仕方について話合いを行い、ルールやスローガンを決定したところ

でございます。さらに、７月から阿久根市在住のネイティブの人材を学校教育

支援教員として、小学校の外国語活動や中学校の英語の授業に派遣し、児童生

徒が生きた英語に触れる機会をつくることに取り組んだところでございます。 

次に、決算内容について、歳出から主なものについて御説明いたします。 

事項別明細書２５ページ、決算に関する説明書３１ページをお願いいたしま

す。第２款１項１８目市民交流施設建設費は、当初予算１億６,５４３万８千

円に、財源とする国庫補助金額の内定に伴い４億８,０１９万９千円を増額補

正し、繰越事業費８億４千万円を含めた予算現額１４億８,５６３万７千円に

対し、支出済額９億５,３０７万４,４６１円で、６４.２％の執行率でござい

ます。１３節委託料２,２６０万円は、阿久根市民交流センター建設工事監理

業務に係る委託料の当該年度の支払額であり、１,８４９万円を翌年度へ繰り

越したところであります。１５節工事請負費９億３,０２０万円は、同センタ

ーの建設工事及び舞台設備工事に係る当該年度の支払額であり、５億１,３８

５万９千円を翌年度へ繰り越したところであります。 

事項別明細書５６ページ、決算に関する説明書５７ページをお願いいたしま

す。第１０款教育費１項１目教育委員会費は、予算現額２３５万５千円に対し、

支出済額２２８万３,４４１円であり、１節報酬２１２万６,４００円の教育委

員報酬が主なものであります。 

事項別明細書は５７ページをお願いいたします。２目事務局費は、予算現額

１億６８２万６千円に対し、支出済額１億４７７万５,９９７円で、９８.１％

の執行率であります。２節給料から４節共済費までの支出済額は、教育長と職

員９名分の人件費であります。 

決算に関する説明書は５８ページをお願いします。８節報償費１５４万２,

７２９円は、就学相談やスクールガードリーダー等の謝金が主であります。１

９節負担金補助及び交付金３,５５４万１,９０３円は、県教育委員会派遣職員

４名分の負担金のほか、協議会などへの負担金が主なものであります。３目教

職員住宅費は、予算現額３１７万３千円に対し、支出済額２１９万７,０５０

円で、６９.２％の執行率であります。１１節需用費９４万６４８円は、教職

員住宅に係る修繕料であり、１５節工事請負費５８万３,２００円は、脇本小

学校教頭住宅の一部解体工事に係る費用であります。 

事項別明細書５８ページ、決算に関する説明書５９ページをお願いいたしま

す。次に、２項小学校費１目学校管理費は、予算現額１億９１０万４千円に対

し、支出済額１億１７９万３,１６６円で、９３.３％の執行率であります。１

節報酬１,６２０万６,５００円は、学校図書嘱託員６名と建築技能嘱託員１人

８カ月分、学校医１１名等の報酬であります。７節賃金１,３１３万７,８００

円は、学校用務員臨時職員９人分の賃金であります。１１節需用費２,７４３

万２,９３６円は、各小学校に配分しました学校消耗品や電気・水道料などの

光熱水費のほか、校舎等修繕料が主であります。１３節委託料１,５６４万８,

５２５円は、市内小学校の警備業務、浄化槽管理業務、学校施設等長寿命化計
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画策定支援業務などが主なものであります。１５節工事請負費１,５６８万９

千円は、阿久根小学校プールろ過機取替工事、脇本小学校ネットフェンス取替

工事など、４件の工事を実施いたしました。 

決算に関する説明書は６０ページをお願いいたします。１８節備品購入費３

５７万３,０７２円は、山下小学校及び折多小学校の事務室の空調機、児童用

机・椅子、放送設備、聴力検査機器など、学校管理に必要な備品購入が主なも

のであります。１９節負担金補助及び交付金８６万１,０９５円は、学校管理

下における児童の災害に対して給付を行う日本スポーツ振興センター共済掛金

負担金が主なものであります。２目教育振興費は、予算現額６,４３７万７千

円に対し、支出済額６,０７５万６,０３３円で、９４.４％の執行率でありま

す。 

事項別明細書は５９ページをお願いします。７節賃金１,７４２万円は、特

別支援教育支援員１３名分と理科支援員２名分の賃金であります。１１節需用

費１,２７４万４６２円は、市内９小学校の配当予算のほか、コピー代やプリ

ンタートナー代などの消耗品及び備品の修繕料が主なものであります。１３節

委託料１９９万２,５４２円は、脇本小学校に通学する旧隼人小校区の児童に

対する通学バス運行業務と知能検査及び標準学力検査業務料等であります。１

４節使用料及び賃借料１,４１０万５,３００円は、小学校パソコン関連機器の

リース料や小・中・高合同音楽会、小学校陸上記録会、集団宿泊学習時のマイ

クロバス借上料が主なものであります。１８節備品購入費３３７万８,８５２

円は、各小学校教材として必要な教材備品等のほか必読図書購入が主なもので

あります。１９節負担金補助及び交付金１６４万９,３０３円は、市内各小学

校で実施している「未来をひらく阿久根っ子」事業補助金が主なものでありま

す。２０節扶助費５５６万７,４７５円は、特別支援教育児童２５名と準要保

護児童９５名に対する学用品や給食費等の就学援助費の助成であります。 

次に、３項中学校費１目学校管理費は、予算現額６,２７２万４千円に対し

て支出済額５,８４６万１,１６９円で、９３.２％の執行率であります。１節

報酬７９６万７,８００円は、学校図書嘱託員３名分と、建築技能嘱託員１名

の４カ月分ほか、学校医５名の報酬であります。７節賃金６０５万１,２００

円は、学校用務員臨時職員４名分の賃金であります。１１節需用費１,４６９

万８,３５２円は、中学校に配分しました学校消耗品や電気水道料などの光熱

水費のほか、校舎等修繕料が主であります。 

決算に関する説明書は６１ページをお願いします。１３節委託料７４３万９,

８０３円は、各学校の警備業務、浄化槽清掃管理業務、学校施設等長寿命化計

画策定支援業務などが主なものであります。１５節工事請負費１,０７７万６,

２００円は、阿久根中学校テニスコート改修工事、大川中学校１７号棟防水工

事及びトイレ改修工事、鶴川内中学校建具改修工事の４件を実施しております。 

事項別明細書は６０ページをお願いいたします。１８節備品購入費６４３万

７,８６９円は、三笠中学校及び大川中学校の事務室の空調機、各中学校の生

徒用机・椅子、カーテンなど、学校管理に必要な備品を購入しております。１

９節負担金補助及び交付金４４万８,７２０円は、学校管理下における生徒の

災害に対して給付を行う日本スポーツ振興センター共済掛金が主なものであり
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ます。 

次に、２目教育振興費は、予算現額４,８０３万９千円に対して支出済額４,

４４１万１,６８３円で、９２.４％の執行率であります。１節報酬の１,０１

６万６,４８４円は、学校教育支援教員５人分の報酬であります。７節賃金２

７５万８千円は、特別支援教育支援員２名分の賃金であります。８節報償費１

８８万２,５７６円は、決算に関する説明書は６２ページをごらんください。

中学校卒業祝い商品券等が主なものであります。１１節需用費７２９万１,４

２３円は、中学校配当予算のほか、プリンタートナーなどの消耗品、教材備品

などの修繕料のほか、教科書改訂に伴う指導書等の購入が主なものであります。

１３節委託料２０４万８,３７６円は、三笠中学校に通学する旧隼人校区と鶴

川内中学校に通学する田代校区の生徒に対する通学バス等運行業務委託料と、

全中学校で実施する知能検査及び標準学力検査業務料等であります。１４節使

用料及び賃借料８３９万７,６８０円は、４中学校のパソコン関連機器のリー

ス料や集団宿泊学習時施設使用料及びバス借上料等が主なものであります。１

８節備品購入費２３５万６,８８７円は、各中学校教材として必要な教材備品

等や必読図書の購入費であります。１９節負担金補助及び交付金１３１万１,

０２７円は、地区中学体育連盟負担金１４万６,７００円と、市内各中学校で

実施している「未来をひらく阿久根っ子」事業に対する補助金６８万２,５２

７円ほか３件の補助金であります。２０節扶助費５７０万９,２８９円は、特

別支援教育生徒５名と準要保護生徒６７名に対する学用品や給食費等の就学援

助費の助成であります。次に、４項１目幼稚園費、予算現額５６万６千円に対

して、支出済額４２万円は７４.２％の執行率でありますが、これは、１９節

負担金補助及び交付金において、未来をひらく「阿久根っ子」事業として市内

の私立幼稚園に補助したものであります。 

事項別明細書６４ページ、決算に関する説明書６６ページをお願いします。

６項４目学校給食センター運営費は、予算現額７,９８８万１千円に対し、支

出済額７,７９９万５,８７９円で、９７.６％の執行率であります。２節給料

から４節共済費までの支出済額は、職員１名分の人件費であります。１１節需

用費１,９８１万１,０４６円は、給食センター管理の食器及び消耗品、光熱水

費、施設機器類の修繕費などであります。 

事項別明細書は６５ページをお願いします。１３節委託料４,２０２万８,３

８０円は、学校給食業務委託料のほか、衛生保守管理業務や廃水処理施設維持

管理業務などの施設の維持管理に係る業務委託料であります。 

決算に関する説明書は６７ページをお願いします。１７節公有財産購入費４

２万９,８４０円は、更衣室の空調機の購入費であります。１８節備品購入費

６３６万３,４１４円は、真空冷却機１台や配送用コンテナなどの購入費であ

ります。 

次に、歳入について説明いたします。 

事項別明細書４ページ、決算に関する説明書９ページをお願いいたします。

第１１款分担金及び負担金２項３目教育費負担金１節小学校費負担金及び２節

中学校費負担金は、日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金であり、

小学校費負担金が８２０名分で３７万７,２００円、中学校費負担金が４１３
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名分の１８万９,９８０円であり、１人４６０円の負担金であります。 

事項別明細書５ページ、決算に関する説明書１１ページをお願いします。第

１２款使用料及び手数料１項７目教育使用料２節小学校使用料４２万５,２０

０円及び３節中学校使用料４９万９,８６０円の収入済額は、学校開放におけ

る学校屋内運動場の照明施設使用料であります。 

事項別明細書８ページ、決算に関する説明書１４ページをお願いいたします。

次に、第１３款国庫支出金２項９目教育費国庫補助金２節小学校費補助金の収

入済額１０１万７千円は、特別支援教育就学奨励費に係る児童の扶助費に対す

る補助金と理科教育設備整備費に係る補助金であり、事項別明細書９ページの

３節中学校費補助金の収入済額１２万３千円は、特別支援教育就学奨励費に係

る生徒の扶助費に対する補助金であります。 

事項別明細書１１ページ、決算に関する説明書１７ページをお願いいたしま

す。第１４款県支出金２項９目教育費県補助金１節教育総務費補助金４９万６

千円は、スクールガードリーダー配置事業に伴う補助金が主であります。 

事項別明細書１３ページ、決算に関する説明書１８ページをお願いします。

第１５款財産収入１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入の収入済額１,

８０２万１,７７０円のうち、教職員住宅の７３５万２,５２０円は校長・教頭

等住宅２６軒分の家賃収入であり、２目１節利子及び配当金の１,７２２万９,

８１５円のうち、教育総務課所管分は、決算に関する説明書１９ページの奨学

金貸付基金利子５万９,３０６円であります。 

事項別明細書１７ページ、決算に関する説明書２３ページをお願いします。

第２０款市債１項１目総務債１節総務管理債のうち、市民交流施設建設事業債

５億１,９２０万円は、市民交流センター建設に係る費用に充当したものであ

ります。 

決算に関する説明書は２４ページになります。９目教育債５節保健体育債の

うち、給食センター施設等更新事業債５５０万円は、真空冷却機等の備品購入

費に財源として充当したものであります。 

なお、主要事業の成果説明書の所管事業は、教育総務課所管が１９２ページ

から２１３ページまで、学校教育課所管が２１４ページから２２１ページまで、

学校給食センター所管が２３４ページになります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

白石純一委員 

成果説明書の１９３ページ、１０款１項３目、教職員住宅費ですけれども、

現在、市内にある教職員住宅のトイレについて、水洗化、洋式化はどの程度進

んでいますでしょうか。 

山元教育総務課長 

これにつきましては全て水洗化されております。 

［白石純一委員「洋式化は」と呼ぶ］ 

すみません。失礼いたしました。全て洋式化されております。 
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白石純一委員 

私は本会議でですね、小中学校の校舎内の子供たち、校舎内のトイレですね、

主に子供たちが使う。これについて伺ったところ、洋式化は小学校、中学校で

２０％から３０％でした。先生方の住宅も１００％洋式化されている中で、ど

うして子供たちだけが犠牲を強いられるんですか。 

山元教育総務課長 

学校のトイレにつきましては数も多いということで、現在のところ、徐々に

年次的に整備を進めさせていただいているところでございます。 

白石純一委員 

私は全て１００％洋式化にしろと言ってるんじゃないですよ。２０％、３

０％ではあまりにも少なすぎると。先生方の前にまず子供たちのことを考える

べきではないかという趣旨で言ってます。 

次に、同じく成果説明書の１９８ページ、１０款２項１目、ここでプールの

工事なんですけれども、現在、９小学校、４中学校ですか、全て夏はプールを

稼働させているんですか。 

山元教育総務課長 

全ての小中学校でプールを稼働しております。 

白石純一委員 

せっかくＢ＆Ｇプールという屋根つきの温水にも対応したプールがあるわけ

ですから、それを活用することで必ずしも全ての小中学校のプールを稼働させ

る必要は、私はないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

山元教育総務課長 

今の件につきましては、現在ありますプール等の有効活用という部分では今

後考える部分ではあるんですけれども、現在のところはＢ＆Ｇのプールまでの

距離とか、そういうのもございまして、学校の授業のスケジュール等との兼ね

合いもございますので、そういう面では課題もあるんですけれども、今後はそ

ういう施設の活用というものについても検討ができたらというふうに考えてお

ります。 

白石純一委員 

ぜひお願いします。 

次に、同じく成果説明書の２３４ページ、給食センターの運営費ですけれど

も、１日当たり１,６１０食を提供されているということですが、小中学生で

アレルギーをお持ちのお子さんというのは何人おられるか、把握されてますか。 

松崎学校給食センター所長補佐 

それにつきましては、２９年度１４名の申請が出ております。 

白石純一委員 

１４名の中で、小麦粉に対するアレルギーのお子さんはいらっしゃいますで

しょうか。 

松崎学校給食センター所長補佐 

小麦粉のアレルギーにつきましては、ゼロ人でございます。 

白石純一委員 

はい、わかりました。ただし、今後出てくる可能性もあると思うんですけれ
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ども、以前に本会議で申しましたけれども、小麦粉は外国からはるばる持って

来て、そこにはやはり薬品とかも使われている可能性も高い、安全性が担保さ

れているかということもあります。それに対して地元のですね、米を使った米

飯給食は環境、地球環境に与える負荷、そして地元から調達できるという安全

性、そしてもちろん地元の産業振興、農業振興のために、今ある週５日のうち

３日が米飯であるということですけれども、これをやはり米飯をまたふやすな

りですね、あるいは地元産の米粉を使ったパン食の辺りも検討していっていた

だきたいと思ってるんですが、その点について課長の見解をお伺いできますか。 

山元学校給食センター所長 

米粉入りのパンにつきましては、パンを委託している業者等の兼ね合いもあ

るんですけれども、今後、活用が可能かということにつきまして、検討してま

いりたいというふうに考えてます。 

白石純一委員 

後の質問ですが、２２１ページ、１０款３項２目、２９年の７月から英語

教育でアメリカ人のネイティブスピーカーを雇用されたと。そして、私の理解

するところでは今年度新たにネイティブのＡＬＴの方が増員されたというふう

に伺ってますが、やはりこのネイティブの方を入れることよって、どのような

成果を得られていると考えられていますか。 

久保学校教育課長 

英語の支援員、ネイティブの支援員、それからＡＬＴ、ネイティブの支援員、

については２９年度から入れてるところですけど、これについて、具体的に学

力が向上したかというような結果はまだ出ておりませんけれども、ただ、子供

たちがＡＬＴとか支援員に生の英語を聞く、そういう点でこれから結果が出て

くるんではないかと、成果が出てくるんじゃないかと思います。ただ単にテス

トという結果だけじゃなくて、やはり自分の考えを外国の人に話をするという、

非常にそういういい経験をするんじゃないかというふうに思っております。 

白石純一委員 

ここにも書いてありますように、平成３２年度から小学生も英語が義務化さ

れますので、ぜひ小学生から、早いうちからネイティブの英語に親しんでいた

だいて、英語の恐怖心をとり払って、英語を勉強したと思うような環境づくり

をぜひお願いいたします。以上です。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、教育総務課、学校教育課、学校給食センター所管

の事項について、審査を一時中止いたします。 

 

（教育総務課・学校教育課・給食センター退室、生涯学習課入室） 

 

野畑直決算特別委員長 

次に、認定第１号中、生涯学習課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 
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尾塚生涯学習課長 

それでは、認定第１号、平成２９年度阿久根市歳入歳出決算認定について、

生涯学習課所管の事項について御説明いたします。 

まず、平成２９年度の生涯学習課の特徴的な事務事業について、主要事業の

成果説明書に基づいて御説明申し上げますが、生涯学習課では、平成２９年度

から新たに専門職として学芸員を１名配置いたしました。これは、各市町村で

埋蔵文化財が発見された場合や市内で埋蔵文化財包蔵地として指定されている

区域内での開発行為が行われる場合は、当該市町村の判断で発掘調査や試掘を

行うこととされておりますが、平成２８年度現在、離島を除く県内市町で本市

のみが専門員を配置していなかったことから、学芸員１名を配置し、専門的な

知見から文化財行政を推進していくこととしたものであります。 

それでは、成果説明書は２２２ページからになりますが、市民交流センター

管理運営計画策定業務は、施設の完成後の新たな管理、運営及び活用のあり方

についての計画策定を行ったものであり、平成２９年度に開催した６回の管理

運営委員会の委員謝金と計画策定の支援業務として、専門家に委員会参加を依

頼し、会議のファシリテートや他施設の事例、活用方法の情報提供とあわせて、

計画策定における指導、助言などの業務を委託したものであります。 

次に、２２５ページの自主文化事業は、２０１５年にノーベル賞を受賞した

大村智博士講演会と市立図書館が実施する本に親しむつどいに合わせて、児童

向けの人形劇を開催しました。大村博士の講演会は、「私の半生と社会貢献」

と題した講演で、当日は７００人を超す入場者があり、大変有意義な講演会と

なったところです。すみませんがここで成果説明書の２２５ページ、真ん中ほ

どの事業実施状況の欄で、入場者数約３２０人とありますが、訂正をお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。正確には７１０名という。 

次に、２２８ページの生涯学習フェアは、出会いふれあい学びあいをテーマ

に毎年開催していますが、２９年度は鹿児島県明治維新１５０周年推進室の専

門員、吉満庄司氏に「明治外交のパイオニア寺島宗則の挑戦」と題した講演を

いただき、郷土阿久根の偉人についての知識を改めて深めることができたよい

機会になったところです。 

次に、２２９ページのあくねキッズスクールは、夏休み期間中に３泊４日の

日程で郷土の海や川で自然を楽しむ体験教室を開催いたしました。この事業は、

平成２７年度から実施していますが、年々参加者もふえてきており、異年齢の

子供たちが親元を離れて共同生活をする中から、連帯意識や他者を思いやる気

持ちを育むよい機会となったところです。今後も、阿久根の自然を生かした活

動や体験活動等をとおして、子どもたちの健全育成を図っていきたいと考えて

いるところです。 

次に、２３０ページの自治公民館整備事業でありますが、平成２９年度は、

成果説明書に記載のとおり、牧内区自治公民館改修工事ほか７つの自治公民館

の改修工事等に係る補助を行いました。この自治公民館整備事業につきまして

は、昨年度の決算特別委員会で、各公民館の改修にあたっては、専門家の意見

等を参考にしながら助言等を行った上で事業を進めてほしいとの要望をいただ

いたところであり、事業の実施に当たっては、できる限り事前の協議を行いな
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がら、地域の憩いの場であり、また、コミュニティの場でもある自治公民館の

整備を行うことで各地域の自治活動の充実を図っていきたいと考えているとこ

ろです。 

続きまして、歳入歳出決算事項別明細書及び決算に関する説明書に基づき、

事業執行の主なものについて御説明いたします。 

初めに、歳出から御説明いたします。 

事項別明細書は２３ページ、決算に関する説明書は２９ページをお開きくだ

さい。第２款総務費１項１２目市民会館管理費は、予算現額１,８２５万６千

円に対し、支出済額１,７００万２,５８１円で、執行率は９３.１３％であり

ます。４節共済費及び７節賃金は、市民会館警備員２人と窓口事務補助員１人

の賃金及び社会保険料であり、８節報償費は、市民交流センター管理運営委員

会委員１５人分の謝金であり、市民交流センター完成後の施設の円滑な管理、

運営を行う計画を策定するため、平成２８年度から合計９回の委員会を開催し、

計画の原案作成後、パブリックコメントを経て今年度、市民交流センター管理

運営計画を策定したところであります。１１節需用費の不用額７４万４,０４

７円は、市民会館の光熱水費、燃料費及び修繕料の執行残が主なものであり、

１３節委託料の支出済額６２５万３,９３０円は、決算に関する説明書の備考

欄の２９ページに記載の音響・照明設備保守点検業務ほか９件の委託料であり

ます。 

次に、事項別明細書は６０ページから６１ページ、説明書は６２ページから

６３ページをお開きください。第１０款教育費５項１目社会教育総務費は、予

算現額５,３３１万４千円に対し、支出済額４,９９１万２０２円で、執行率は

９３.６２％であります。１節報酬は、社会教育指導員５人分の報酬ほか３件

の委員報酬であり、２節給料、３節職員手当等、４節共済費は、職員６人分の

人件費であります。８節報償費は、あくね洋画展審査委員謝金ほか３件の講師

謝金等であり、不用額の８９万２,４４２円は、講師謝金等の執行残が主なも

のであります。１３節委託料の支出済額９８万９,５００円は、市内１３の小

中学校で実施した家庭教育学級や県青少年劇場、自主文化事業など５件の委託

料であります。１４節使用料及び賃借料の不用額３５万８,６９２円は、県が

行う青少年のための芸術鑑賞事業に開催希望を申請しましたが、採択されなか

ったことによる生徒の送迎に係るマイクロバスの借上料が不用になったことと、

埋蔵文化財発掘調査のための重機借上料の執行残が主なものであります。１８

節備品購入費の支出額４８万４,０５６円は、平成２８年度末で出水地区視聴

覚教育協議会が廃止されたことに伴い、平成２９年度から新たに市視聴覚ライ

ブラリーを設置し、そのための教材としてＤＶＤソフト９本を購入したもので

あります。１９節負担金補助及び交付金の支出額３４２万５,７００円は、説

明書の備考欄に記載のとおり、県コミュニティづくり推進協議会ほか５件の負

担金と校外生活指導連絡協議会ほか７件の補助金であり、このうち、一般コミ

ュニティ助成事業は、成果説明書の２２６ページに記載のとおり、一般財団法

人自治総合センターの一般コミュニティ助成事業を活用した、ＷＡＤＡＩＫＯ

桜
お う

雅
が

に太鼓等の備品整備のための補助を行ったものであります。 

次に、２目公民館費は、予算現額２,６３１万６千円に対し、支出済額２,５
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０６万８,６２５円で、執行率は９５.２６％であります。４節共済費及び７節

賃金は、脇本地区公民館警備員２人分の雇用保険及び賃金であります。１１節

需用費の支出済額３０３万６,８５６円は、脇本及び大川地区公民館の光熱水

費が主なものであり、不用額はその執行残が主なものであります。１３節委託

料の支出済額２３５万４,７８４円は、説明書の６３ページの備考欄に記載の

とおり、脇本及び大川地区公民館の館内清掃業務ほか５件の委託料が主なもの

であります。 

事項別明細書は６２ページになりますが、１５節工事請負費の支出済額１５

５万５,２００円は、脇本地区公民館隼人分館のトイレ改修工事であり、和式

トイレ６基のうち３基を簡易水洗の洋式トイレ２基に改修したものであります。

１９節負担金補助及び交付金の支出額１,５５２万４千円は、先ほど成果説明

書の２３０ページで説明したとおり、自治公民館８カ所の改修工事に対する補

助金２９４万６千円と、同じく成果説明書２３１ページに記載の一般財団法人

自治総合センターが実施するコミュニティセンター助成事業を活用した大下自

治会の公民館新築工事及び備品購入に係る補助金１,０２０万円及び新町区の

備品購入に係る補助金２３０万円が主なものであります。 

次に、事項別明細書は６２ページ、説明書は６４ページになりますが、３目

図書館費は、予算現額２,９４６万４千円に対し、支出済額２,９１２万３,６

０９円で、執行率は９８.８４％であります。１３節委託料は、市立図書館の

指定管理者であるＮＰＯ法人ぷれでおに委託した図書館及び郷土資料館の管理

委託料の２,４５０万円が主なものであります。１８節備品購入費は、図書館

の図書購入費４００万円と１階閲覧室の空調機の購入４１万４００円でありま

す。なお、図書購入につきましては、成果説明書２３２ページに記載のとおり、

平成２９年度は一般図書及び児童図書合わせて計２,５２５冊を購入しており、

年度末の蔵書数は８万２,３９７冊であります。２５節積立金１４万５,５８８

円は、近畿地区阿久根会及び東海地区阿久根会からの寄附金１３万２千円と、

基金に係る預金利子１万３,５８８円を読書推進基金として積み立てたもので

あり、これらの積み立てによる平成２９年度末の基金残高は、１,２６９万７,

３３１円であります。 

次に、４目青年の家管理費は、予算現額１７６万９千円に対し、支出済額１

５７万８,８８６円であり、執行率は８９.２５％であります。１１節需用費の

支出済額７５万８,９８９円は、青年の家光熱水費が主なものであります。１

３節委託料の支出済額７３万９,２００円は、青年の家管理業務を初め、説明

書の備考欄に記載の計５件の委託料であります。 

以上で、歳出に関する説明を終わり、次に歳入についてでありますが、歳入

につきましては、決算に関する説明書により御説明いたします。 

決算に関する説明書の９ページをお開きください。第１２款使用料及び手数

料１項１目総務使用料の収入済額１４５万３,３４７円のうち、生涯学習課所

管分は市民会館使用料７２万１,１２６円であります。 

次に、説明書の１０ページ一番下の行から１１ページにかけての、７目教育

使用料の収入済額６３７万８,５９４円のうち、生涯学習課所管分は４節社会

教育使用料の４３万７,４８０円で、備考欄に記載の脇本地区公民館、大川地
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区公民館及び青年の家の使用料であります。 

次に、説明書の１８ページをお開きください。第１５款財産収入１項２目利

子及び配当金の収入済額１,７２２万９,８１５円のうち、生涯学習課所管分は、

１節利子及び配当金の備考欄の上から９番目に記載の読書推進基金利子の１万

３,５８８円であります。 

次の１９ページになりますが、第１６款寄附金１項１０目教育費寄附金の収

入済額２３万２千円は、４節社会教育費寄附金であり、東海地区阿久根会と近

畿地区阿久根会及び阿久根市文化協会からの寄附金であります。 

後に、２１ページから２２ページにかけての、第１９款諸収入５項４目雑

入２０節雑入の収入済額１億６,９２０万１,２７２円のうち、生涯学習課所管

分は９０万６,７５６円であります。 

説明書２１ページの備考欄に記載の順に、まず、一番上の雇用保険料の生涯

学習課所管分は社会教育指導員５人、臨時職員１人、市民会館警備員２人、脇

本地区公民館警備員２人の雇用保険料４万４,２７９円であります。その４行

下の書籍代６万２,４００円は、郷土誌等の販売収入であります。同じくその

下１３行目と１４行目の私用電話料は、市民会館に設置してある公衆電話設置

手数料５６０円とその他私用電話料の２万２,２８０円のうちの市立図書館公

衆電話代９,８５０円であります。その８行下のあくね洋画展出展料２６万９

千円は、あくね洋画展の一般の部に出展された１４８点の作品の出展料であり

ます。同じくその４行下の原子力立地給付金１６０万２,９２４円のうち、生

涯学習課所管分は２８万８,８１６円であり、対象施設は市民会館、市立図書

館、脇本及び大川地区公民館などであります。 

次に、２２ページに移り、下から１７行目のキッズスクール参加料１２万円

は、参加者３０人分の参加料であります。 

後に、その下５行目の市民会館自動販売機電気料１１万１,０６１円は、

市民会館に設置する２台分の電気料収入であります。 

平成２９年度は、自主文化事業等を初め、市民会館の利用実績につきまして

は、先の第３回定例会でも申し上げたとおり、施設の老朽化が著しい中、さら

に夏場の空調機の不ぐあい等も発生したことにより、施設の使用予約をやむな

くお断りするケースが続き、また、自主文化事業につきましても建設工事に伴

い、駐車場スペースが確保できなかったこと等により、例年並みの事業実施が

できなかったところであります。来月からいよいよ市民交流センターが開館し、

新たな施設での管理、運営を行うことになりますが、常に利用者の立場に立っ

た柔軟な対応を心がけながら、利用していただく皆様方に愛され、親しまれる

施設の運営を第一に心がけて、職員一丸となって業務推進に努めてまいりたい

と思います。 

以上、平成２９年度歳入歳出決算について、生涯学習課所管分の説明を終わ

りますが、よろしくお願いいたします。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりましたが、ここで暫時休憩いたします。 

 

（休憩 １４：０７～１４：１７） 
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野畑直決算特別委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

課長の説明の 初で、埋蔵文化財のための学芸員の採用ということでしたけ

れども、それほど年中学芸員が参加しなければいけないような事象というのは

ないと思うんですけれども、日ごろ何をやってるんですか、その方は。 

尾塚生涯学習課長 

昨年度から専門員で配置された学芸員につきましては、通常は一般事務もし

ながら、今、竹原委員が申し上げられたとおり、通常、阿久根市内においては

そう発掘の件数とか、そういうのはこれまでもありません。ただ、昨年、１１

月１０日付けで寺島宗則旧家の市の指定を行ったり、そういう事務について適

切に、スムーズに事務事業も行っていただいているところであります。それか

ら、今後、西回り道路等が阿久根に計画されているところですが、阿久根イン

ターから西目インターの間の山下地区というのは、もう皆さん御存じのとおり、

莫祢氏の居城というところで、もしかすると貴重な発掘が出てくる、発掘作業

をすると何かが出てくるのではないかという期待もあり、それは県、国の事業

であるんですけれども、一応、市も何かしらの支援はしないといけないという

ことで、先ほど説明もいたしましたとおり、離島を除く県内では阿久根市がこ

れまで唯一配置をしなかったということで、平成２９年度から配置をしたとこ

ろであります。 

竹原信一委員 

決算に関する説明書、一般会計のやつ、６２ページの１０款５項１目、文化

財保護審議委員会委員というのがありますけれども、今、課長が言われた寺島

宗則の件。この件は生涯学習課が担当はしていないんじゃないかという気がし

ますけど、この委員の議論の中に寺島宗則の件も入ってきたりしたんですか。 

尾塚生涯学習課長 

この寺島旧家のプロジェクト、開発につきましては都市建設課、商工観光課

が主体となって行っている事業でありますが、文化財の指定という所管は生涯

学習課ということで、教育委員会で市の指定として寺島旧家を指定したところ

であります。 

竹原信一委員 

指定にはかかわったけれども、実際の旧家の保全、保護、そういったことに

ついてはかかわっていないということですか。 

尾塚生涯学習課長 

生涯学習課もプロジェクトチームの委員として私も入っております。そして

また、担当職員もその中の、プロジェクトチームの中の委員以外の担当という

ことで職員も加わっているところであります。 

竹原信一委員 

職員て言ったって、文化財に対する専門的な知見という意味でかかわっては

いないんですか、誰か、どなたか。職員ではなくてですよ。文化財としての分
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析、そういったことというのは誰がわかってやっているんですか。寺島宗則の

件。 

尾塚生涯学習課長 

今回の指定につきましては、このプロジェクトチームに協力していただいて

おります砂田先生とか、そういう専門的な方の意見等も参考にして、貴重なも

のであるということで指定を今回したところで、昨年の１１月にしたところで

あります。 

竹原信一委員 

参考にして、誰が物ごとを決めていってるんですか。だから、何て言うのか

な、中心になるものが見えないんですよ。 

尾塚生涯学習課長 

文化財の指定というのは、まず教育委員会から文化財保護審議会に諮問をし

ます。そして教育委員会で審議をして、審議会に答申をするということで、そ

の後、指定という形をとっていくところですが、その過程の中で専門的な方の

意見等も聞きながら、参考にしながら指定をしたというところであります。 

竹原信一委員 

指定はいいですよ。指定をしたあとの保護についてはかかわっていないんで

すかと。 

尾塚生涯学習課長 

指定したあとの管理、そういうのには生涯学習課が中心となってかかわって

いかなければならないところです。 

竹原信一委員 

かかわっていかなければならない。今は、何というかな、コンサルタントに

６００万払って、デザイナーがつくったりしとるわけですけれども、そういっ

たことの適正さなどについてはかかわっていないんですか。調査、こんなんで

いいのかどうかという。 

尾塚生涯学習課長 

かかわっていないということはありませんが、あくまでも寺島旧家の敷地内

を指定したということで、今回、資料館等も建設する計画でありますが、その

建設予定の場所も試掘をするということで計画をしているところです。 

竹原信一委員 

試掘じゃなくて、結果がですよ、あそこに新しい建物を建てようとしてるわ

けですよね、デザインによって。そういったことの適正さというかな、そうい

ったものはどうなんでしょうね。デザイナーが来て、新しいものをぽんと建て

て、どっちかと言えば商工観光、商売の道具みたいな方向でしかクローズアッ

プしてないわけですよ。もちろんデザイナーもその視点で作品を６００万円使

って出してます。こんなんでいいのかっちゅうようなことは審査しないんです

かね。 

尾塚生涯学習課長 

あくまでも今、指定しているところは旧家、そしてその敷地内ということで

ありますが、その敷地内におっしゃるとおり資料館、そういうのも建てる、建

設の予定でありますが、今後、そういうことも合わせまして適正な文化財とし
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ての管理、活用、そういうのも生涯学習課としてやっていかなければならない

と思っているところであります。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

白石純一委員 

成果説明書の２２３ページ、１０款５項１目、総合文化祭ですけれども、こ

とし中止に決めたのはいつごろ決まったんでしたっけ。 

尾塚生涯学習課長 

ことしは 初から中止ということではなくて、例年ならば１１月の文化の日

前後に開催しているところではありますが、御案内のとおり、１１月初めは開

館ということで、それまで文化祭出演者のリハーサル、そういうのもできない

ということで、例年の時期の開催は見送ったところで、年度内のいづれかの時

点で開催できればということで、ずっとこれまで検討していたところではあり

ますが、日程的に開催できるところがないということで、９月の時点で中止を

決定して、実は今月号の広報阿久根１０月号で中止の掲載を予定をしておりま

す。 

白石純一委員 

これを楽しみに文化活動をされて、一生懸命練習とかされている方もいらっ

しゃると思うので、もちろんリハーサル等もありますけれども、まったく日に

ちがとれないというのは、私はどうかなと思います。 

次に、同じく成果説明書の２２９ページ、１０款５項１目、あくねキッズス

クール。これは３０人、定員いっぱいだったということでしょうか。 

尾塚生涯学習課長 

定員は３０名で計画しておりました。定員いっぱいの数で実施したところで

あります。ただ、対象をですね、小中学生としていたところですが、実際は３

０名全員小学生ということで実施したところであります。 

白石純一委員 

もちろん私は市民優先ですべきだと思うんですが、例えば阿久根出身者のお

子さんとか、お孫さんが里帰りで阿久根に夏休みだけ来てると、そういった子

たちは、もちろん市民の子供たちが優先で、もし空きがあればそういった子た

ちも参加できるというようなことはあるんでしょうか。 

尾塚生涯学習課長 

平成２９年度の事業についてはありませんでした。実は平成３０年、今年度

ですが、このキッズスクールに参加希望を出した子供さんの自宅にですね、大

阪のほうから親戚が３人、夏休み期間に帰省するということで、その３泊４日

の間、こちらの子供がキッズスクールに参加しているということで、もし空き

があれば何らかの形で参加させてもらえないかということで、宿泊は抜きにし

て日中の活動には参加させたところであります。 

白石純一委員 

ぜひ、そういった形でですね、市外の子供たちももし参加できる可能性があ

れば柔軟に対応いただければと思います。 

それと以前、本会議でも申したんですが、あくねキッズスクールという事業
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名なんですけれども、英語を訳すと子供の学校。今、小学生も英語を学ぼうと

してるわけですから、子供たちが夏休み、学校が休みのときにまた学校に行か

ないかんのか。こういう事業は一般的には、世界的にですね、サマーキャンプ

というネーミングが一般的です。キッズスクールというのとサマーキャップと

聞いたときにですね、子供たちが果たしてどっちがわくわくすると思いますか。 

尾塚生涯学習課長 

１０人いれば１０人それぞれ１０人の考えがあるとは思いますが、このネー

ミングにつきましても、白石委員のほうから去年、おととしですかね、質疑が

あったということは記録で確認をしております。ただ、昨年につきましても、

このネーミングの見直しをできないかということで質疑があったことで、昨年、

課内でも協議をいたしました。ただ、これも平成２７年から、 近実施した事

業ということで、始めてすぐネーミングを変えるというのもいかがなものかと

いうことで、しばらくはこのキッズスクールというネーミングで事業を続けて

いくということで、課内で協議をしたところであります。 

白石純一委員 

役所の考え方でなくて、やはり子供たちに聞いてみてですね、子供たちに聞

いてキッズスクール、サマーキャンプ、どっちが参加したいと思うかと聞いて、

子供たちがこっちがいいですよと言ったらそう変えなきゃ市民目線じゃないと

思うんですよね。その辺もよく検討してください。以上です。 

渡辺久治委員 

成果説明書の２２３ページ、２２２、２２３ですね。１０款５項３目、図書

館のことについてお伺いします。ここの一番、２２３ページのところに、郷土

資料館の利用者が２,５９８名とありますけれども、事業の成果のところです

ね。２,５９８名ですね。 

野畑直決算特別委員長 

渡辺委員、成果説明書の。 

渡辺久治委員 

２３３ページです。 

［発言する者あり］ 

野畑直決算特別委員長 

２２３ページと言って、２３３ページでは誰もわかりませんよ。 

渡辺久治委員 

失礼しました、２３３ページです。 

郷土資料館利用者が２,５９８名、大体１０名ぐらいだと思うんですけれど

も、聞くところによるととても貴重なものがあると聞いてるんですけれども、

残念ながら図書館の３階にありますので、なかなか人が行かないんじゃないか

なというふうに、非常に残念なんですけれども。今度の市民交流センターに図

書館が増設されるまではこの状態が続くと思うと残念なんですけれども、貴重

な品物とか、そういうものをですね、スペイン砲とかありますよね。ああいう

のと同じように、交流センターのロビーのところとか、そういう一角に展示す

るような考えはありませんか。 

尾塚生涯学習課長 
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いつになるかわかりませんが、図書館が新たに建設されたときは、併設する

交流センターのロビー、そういうところに展示スペースを考えて展示したいと

計画はしているところです。それと、今、郷土資料館の貴重なものもあるとい

うことを申しいただきましたが、実はことし、平成３０年度から広報阿久根４

月号からずんばい阿久根という、これも学芸員の専門員の一つのことしからの

業務ということで、広報阿久根にずんばい阿久根というコーナーを設けてあり

ますが、その８月号でですね、郷土資料館に所蔵してあります白薩摩の焼き物

も８月号で紹介してあるところです。そういうふうにして学芸員の活用もして

いきたいと考えているところであります。 

渡辺久治委員 

まだだいぶ図書館が増設されるのはまだ先のことになりますから、貴重なも

のがありましたら展示室を箇所を設けて、交代にでも見せていくような形でで

すね、特に地元の貴重なものはそういうふうにして見せていただければありが

たいなと思いまして提案です。よろしくお願いします。 

尾塚生涯学習課長 

もう一つ付け加えて、実は今度、１１月１日から開館にあたって阿久根砲は

ロビーのほうに展示する予定であります。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、生涯学習課所管の事項について、審査を一時中止

いたします。 

 

（生涯学習課退室、スポーツ推進課入室） 

 

野畑直決算特別委員長 

次に、認定第１号中、スポーツ推進課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

小中スポーツ推進課長 

それでは、認定第１号のうちスポーツ推進課が所管する分について御説明い

たします。 

まず初めに、新規事業や改良を加えた点、事業執行による行政効果等につい

て説明いたします。かごしま国体については、昨年７月に、本市において、正

式競技としてボクシング競技、デモンストレーションスポーツとしてビーチフ

ラッグスと遠泳が開催されることが正式決定いたしました。これを受けて、昨

年１１月に燃ゆる感動かごしま国体阿久根市実行委員会を立ち上げ、大会運営

の準備を進めているところです。また、同実行委員会には、常任委員会と６つ

の専門委員会を設置し、本年２月から５月にかけて各専門委員会を開催し、各

基本計画等を審議いただいたところです。なお、この審議結果については、本

年６月に開催しました第２回実行委員会に報告しております。また、施設整備

としまして、かごしま国体の会場となります総合体育館の空調機設備２号機の

修繕などを行い、国体に向けた環境整備を行いました。 
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次に、決算内容について、歳出から主なものについて説明いたします。 

事項別明細書６３ページ、決算に関する説明書６４ページをお願いします。

１０款教育費６項保健体育費１目保健体育総務費は、予算現額９,２９７万４

千円に対し、支出済額９,０４４万７,８３５円で、９７.３％の執行率であり

ます。１節報酬２８３万７,７７８円は、スポーツ推進委員の委員報酬と地域

おこし協力隊１名の嘱託員等報酬であります。２節給料から４節共済費までの

支出済額は、職員４名分の人件費であります。１４節使用料及び賃借料６２万

６９８円は、地域おこし協力隊の住宅使用料が主なものであります。１９節負

担金補助及び交付金１,２４７万３,３５７円は、決算に関する説明書の６５ペ

ージにかけて記載してあります各協議会等への負担金のほか、競技会等参加補

助金及び合宿等誘致推進補助金であります。２５節積立金４千万円は、国民体

育大会運営等基金への積立金であります。 

次に、１０款６項２目体育施設費は、予算現額９,７０３万円に対し、支出

済額８,９４１万１,５４５円で、９２.１％の執行率であります。１節報酬４

１３万６,１４７円は、体育指導・施設管理嘱託員２名分の報酬であります。

７節賃金１７１万８,１４５円は、臨時職員１名分の賃金であります。１１節

需用費３,４８８万９,２１９円は、消耗品や電気水道料の光熱水費のほか、修

繕料が主なものであり、修繕料のうち総合体育館の空調機設備吸収冷温水機２

号機の修繕として２,１６０万円を支出しております。１３節委託料２,２９９

万２,１００円は、決算に関する説明書に記載の委託料で、除草管理業務、浄

化槽清掃業務、樹木管理業務など総合運動公園内の施設の維持管理業務が主な

ものであります。事項別明細書は６４ページをお願いします。１５節工事請負

費１,９４１万３,８００円は、陸上競技場改修工事と、総合体育館卓球場照明

器具改修工事ほか２件を実施しました。 

決算に関する説明書は６６ページをお願いします。１８節備品購入費３８３

万３,３５２円は、ボクシングリング１基を購入したほか、総合体育館トレー

ニング室にエアロバイク２台や陸上競技場関係備品等の購入が主なものであり

ます。 

１０款６項３目海洋センター管理費は、予算現額１,８１９万８千円に対し、

支出済額１,６１２万９,３７８円で、８８.６％の執行率であります。８節報

償費１２１万１６９円は、チャレンジアップスイミングや水泳教室に係る講師

謝金が主なものであります。１１節需用費３９４万１８４円は、Ｂ＆Ｇ体育館

及びプールの光熱水費や燃料費が主なものであります。１３節委託料８９９万

２,４６３円は、施設の維持管理に関する業務のほか、プール一般開放監視業

務及びＢ＆Ｇ体育館改修工事に係る設計業務の費用であります。１５節工事請

負費１０９万７千円は、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールトイレ屋外配管改修工事費

であります。 

次に、歳入について説明いたします。 

事項別明細書６ページ、決算に関する説明書１１ページをお願いします。１

２款使用料及び手数料１項７目教育使用料５節保健体育使用料５０１万６,０

５４円のうちスポーツ推進課所管分は５０１万４,９５４円の収入済額で、総

合運動公園及び海洋センターの施設使用料と照明施設使用料等であります。 
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事項別明細書１６ページ、決算に関する説明書２１ページをお願いします。

１９款５項４目雑入２０節雑入の収入済額のうち、スポーツ推進課所管分の合

計額は９２万１,０２９円で、海洋センター水泳教室参加料、総合運動公園自

動販売機電気料、原子力立地給付金などが主なものであります。 

事項別明細書１７ページ、決算に関する説明書２４ページをお願いします。

２０款市債１項９目教育債５節保健体育債、陸上競技場改修事業債１,３１０

万円は、陸上競技場改修工事に充当した過疎債であります。 

なお、主要事業の成果説明書の所管事業は、２３５ページから２４１ページ

までで、ボンタンロードレース大会及び九州選抜高等学校駅伝競走大会のほか

各改修工事等について記載しております。このうち、ボンタンロードレース大

会は第３４回を数え、２,１１９人の参加を得て開催しました。また、九州選

抜高等学校駅伝競走大会は、男子２８回、女子第２５回を数え、男子１９校、

女子１３校の参加を得て開催いたしました。 

以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

白石純一委員 

成果説明書の２３５ページ、１０款８項１目、あくねボンタンロードレース

大会ですが、私も何回も参加させていただいて大変いい大会だと思っておりま

すが、ロードレース大会、昔はロードレース大会と言っていました。今の方々

が聞くと大変競技志向の高い大会のように、少なくとも私には思えるんですね。

今はこれが始まったころと違って、市民ランナーもふえて、ほとんどの市民ラ

ンナーが、もちろん公認のコースも含めて市民ランナーが走る大会は、４２キ

ロではなくてもマラソンと、何とかマラソン大会という呼称が一般的だと思わ

れます。ちなみにロードレースというのをネットで入れてみますと、まずロー

ドレースで出てくるほとんどが今、サイクリングの大会なんですね。より広く

人数を集めるためには、ボンタンマラソンという、マラソン大会というネーミ

ングの検討も必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

小中スポーツ推進課長 

ボンタンロードレース大会につきましては、ことしで第３５回目を数えると

いうことで、長年、親しまれてきた名称ではないかと思っております。確かに

ロードレースと言えば競技者の志向が強いのかなという理解もできますけれど

も、市民も多く参加しておりますので、これまで親しまれてきた名称ですので、

これを継続したいというふうには考えておりますけれども、今、議員から御指

摘のあったことについて、今後、検討の材料としたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

同じ１０款６項１目です。ボンタンロードレースについてお尋ねしたいんで

すけれども、他市などから来た方が、応援者がなかなか市外の人に応援をして
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くださらないというようなことを聞いたこともあるんですが、楽しく走れる場

所かというと、いろんな走りをする中では応援がほしいなという声が、それは

聞かれたことはありますか。 

小中スポーツ推進課長 

今の御意見については、特に御指摘を受けたことはないということでござい

ます。 

竹原恵美委員 

私は１回ではない回数は聞いていたので、そうなのかなと思って見ていたと

ころではありましたし、いろんなところの走るところで名物な方は誰でも応援

するという方を聞くこともあります。そんなことが、気になることがありまし

たら、ちょっと片隅においておいてください。以上です。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

濵﨑國治委員 

同じくあくねボンタンロードレース大会についてでありますが、よく耳にす

るのがですね、ファミリーで参加した場合、どうしても４人とか５人となって、

参加費がかなり５千円とか、あるいは５,５００円、６千円になるということ

で、おみやげはファミリーの場合は参加賞は１つでいいんじゃないか。そうし

て参加料金を下げたほうがいいんじゃないかなという声も聞くんですが、その

点の声はありませんか。 

小中スポーツ推進課長 

御指摘のとおり、ファミリーに参加される方、４人家族で参加されると４人

分の参加料を払って同じ景品をお配りするということにしておりますので、実

際、もっと参加しやすいような参加料金の設定とか、そういうのはできないだ

ろうかというお話がありましたので、今回、実行委員会にお諮りしまして、フ

ァミリーで、大人が２人以上で参加される場合については大人の２人目につい

ては千円（訂正あり）を値引きさせていただくということで、実行委員会のほ

うでは決めて、千円（訂正あり）ですけれども、値下げをしたところでありま

す。 

濵﨑國治委員 

参加料もなんですけれども、１人１人におみやげがあるんですね。これを少

なくすることによって、私は参加料の引き下げにも効果があるんじゃないかな

ということで申し上げてるんですが、その点はいかがですか。 

小中スポーツ推進課長 

申しわけありません。先ほどの答弁にちょっと訂正をしていただきたいんで

すが、５００円の値引きと言いましたけれども、千円、３千円の参加料を２千

円にさせていただくということにしているということで、これについてまず訂

正をお願いいたします。 

それから参加費につきまして、確かに、冊子等について、４人が全員４冊も

らうというのは必要ないということでありますので、今後、検討していきたい

と思います。 

濵﨑國治委員 
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ぜひお願いします。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、スポーツ推進課所管の事項について、審査を一時

中止いたします。 

 

（スポーツ推進課退室） 

 

野畑直決算特別委員長 

きょうの予定は、スポーツ推進課まででしたけれども、時間がありますので、

水道課のほうを進めていきたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

異議がありませんので、水道課に入室してもらいます。 

 

（水道課入室） 

 

野畑直決算特別委員長 

次に、認定第１号中、水道課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

中野水道課長 

認定第１号、平成２９年度阿久根市一般会計の歳入歳出決算のうち水道課所

管に係る事項について、決算に関する説明書及び事項別明細書により、御説明

申し上げます。 

初めに、歳入に係る事項については、該当がありませんでした。 

次に、歳出について、御説明申し上げます。 

決算に関する説明書は４２ページ、事項別明細書は３８ページをお開き願い

ます。４款衛生費３項１目上水道費の予算現額１億３,０２５万９千円に対し、

支出済額は１億２,５６６万円で、不用額は、４５９万９千円であり、執行率

は９６.４７％であります。支出済額１億２,５６６万円の内訳としましては、

簡易水道特別会計１億２,５００万円、水道事業会計６６万円になり、簡易水

道特別会計の不用額は需用費と役務費を補助事業で賄え、漏水修繕が少なく、

水質検査が定期的なもので賄えたことであります。内訳としましては、２８節

繰出金は、繰入金は繰入基準分６,２６４万７千円と繰入基準以外６,２３５万

３千円の繰り出しであります。 

以上で、認定第１号についての説明を終わりますが、よろしくお願い申し上

げます。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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なければ、認定第１号中、水道課所管の事項について審査を一時中止いたし

ます。 

 

○認定第３号 平成２９年度阿久根市歳入歳出決算認定について（簡易水道特別

会計） 

野畑直決算特別委員長 

次に、認定第３号を議題とし、審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

中野水道課長 

認定第３号、簡易水道特別会計について、決算に関する説明書及び事項別明

細書により御説明申し上げます。 

初めに、歳出から御説明申し上げます。 

決算に関する説明書は１８ページ、事項別明細書は２４ページをお開きいた

だき、歳出合計の支出済額の欄をごらん願います。 

平成２９年度簡易水道特別会計における歳出の支出済額４億１,８２９万９,

７７４円、予算現額４億２,３６５万７千円に対する予算残額５３５万７,２２

６円で、執行率は９８.７４％であります。 

決算に関する説明書は１７ページ、事項別明細書は２３ページにお戻り願い

ます。１款総務費１項総務管理費１目一般管理費予算現額１億３５７万７千円

に対し、支出済額は、９,９３６万６,４３８円であり、不用額４２１万５６２

円で、執行率は９５.９３％であります。 

内訳を申し上げます。１節報酬支出済額１７６万４,０２２円は、簡易水道

事業に係る事務補助等の嘱託員１名分の報酬であります。２節給料、３節職員

手当、４節共済費は職員２名の人件費が主なものであります。給料と共済費の

予算残は人事異動によるもので、職員手当などの予算残は時間外手当が少ない

ことが主な理由であります。１１節需用費支出済額２,２１５万８,８１３円は、

市内の４簡易水道事業に係る電気料１,１８８万９,２１４円、漏水修理及び機

械設備等の修繕費７１８万５,５５３円であり、そのうち黒之瀬戸簡易水道隼

人第二配水池ほか流量計修繕１２３万１,２００円が主な実績であり、不用分

の１７７万６,１８７円は、消耗品、光熱水費、修繕料等の執行残が主なもの

であります。１２節役務費支出済額１,１８７万９,５２８円は、郵便料、電話

料等の通信運搬費１７４万４,４５６円、口座振替手数料７０万５,６０５円、

水質検査料等の役務費９１６万５６０円が主なものであります。不要額の１３

１万６,４７２円は、水質検査の臨時再検査が不要であったことに加え、緊急

時の漏水調査が少なくて済んだことが主な要因であります。１３節委託料支出

済額４,３６９万３,１２０円は、４簡易水道施設の管理及びメーター検針１,

８６７万２千円と簡易水道台帳作成業務委託１,７４４万６千円、公営企業法

適用に係るアドバイザリー等業務委託４６０万４,０４０円、計装設備保守点

検業務委託分の２５９万２千円が主なものであります。１４節使用料及び賃借

料支出済額９６万５,６６３円は、台風５号と１８号による発電機リース代５

２万４,３４０円が主なものであります。１６節原材料費支出済額５９万５４

４円は、漏水修繕等の材料購入に係る経費であり、不用額２０万９,４５６円
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は、漏水修繕による材料購入が少ないことによる執行残であります。１９節負

担金補助及び交付金支出済額１３１万５,５６０円は、鹿児島県水道協会への

負担金と水道料金システムサポート負担金が主なものであります。 

続きまして２款１項１目簡易水道施設整備事業費は、国庫補助事業による中

部地区簡易水道施設整備事業に係る経費であり、支出済額は１億９,７１４万

２,３６２円で執行率は、９９.９４％であります。１３節委託料支出済額７３

９万８千円は、中部地区簡易水道に係る実施設計の委託料であります。１５節

工事請負費支出済額１億８,９５５万円は中部地区簡易水道における送配水管

布設替、電機計装等の工事請負費であります。平成２９年度末の事業進捗は、

６８.８％であります。なお、詳細につきましては、別紙、主要事業の成果説

明書の２４２ページから２４４ページの参照をお願いします。 

次に、３款１項公債費予算現額１億２,１８１万５千円に対し、支出済額は

１億２,１７９万９７４円であり、執行率は９９.９８％であります。１目元金

２３節償還金利子及び割引料支出済額１億１１３万２,０１６円は、簡易水道

施設整備事業債の償還元金であります。２目利子２３節償還金利子及び割引料

支出済額２,０６５万８,９５８円は、同じく利子の償還であります。平成２９

年度末の未償還元金は、１９億５,５８７万３千円であります。 

４款予備費の支出はありませんでした。 

次に、歳入について御説明申し上げます。 

決算に関する説明書は１６ページ、事項別明細書は２２ページをお開きいた

だき、歳入合計の収入済額の欄をごらんください。平成２９年度簡易水道特別

会計における歳入の収入済額は、予算現額４億２,３６５万７千円に対し、調

定額は４億１,８８１万６,５６１円であり、収入済額は４億１,８３６万１,１

３１円で、予算現額に対する割合は９８.７５％、調定額に対する割合は９９.

８９％であります。 

決算に関する説明書は１５ページ、事項別明細書は２１ページにお戻り願い

ます。１款使用料及び手数料１項使用料１目水道使用料予算現額８,５１２万

８千円に対し、調定済額は８,４７２万２,３３０円、収入済額は８,４２４万

３,９００円、収入未済額４７万８,４３０円であります。１節水道使用料は、

調定額８,４７１万５,４３０円、収入済額は８,４２３万７千円で、徴収率は

９９.４４％であります。収入未済額４７万８,４３０円の内訳は、現年度分水

道使用料が１９６件の７８名で、４２万３,０２０円、過年度分が５２件の１

６名で５万５,４１０円であります。 

３款国庫支出金２項国庫補助金１目１節簡易水道施設整備費国庫補助金は、

予算現額、調定済額、収入済額とも６,２８９万２千円で、執行率は１００％

であります。 

５款繰入金１項１目１節一般会計繰入金予算現額１億３,００５万８千円、

補正額１,１６２万２千円の減額により調定済額及び収入済額は１億２,５４５

万９千円、予算残額４５９万９千円であり、執行率は９６.４６％です。減額

理由は、工事による中部地区電気設備等に伴う電線管と送水管の同時埋設によ

る経費削減や、送水管の延長増による配水管と給水取出箇所の減によるもので

す。そして、県道工事では側溝と同時埋設による経費削減を修繕料で賄えたこ
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とや、市道工事の発注が見送られたことによる減額です。また、需用費と役務

費は補助事業で賄え、漏水の修繕が少なく、定期的な水質検査で賄えたことに

よるものです。繰入金は繰入基準分の６,２６４万７千円と繰入基準以外６,２

３５万３千円及び消火栓維持管理費であります。 

７款諸収入２項１目１節雑入予算現額１,０７５万４千円で、調定額及び収

入済額とも１,０７６万１,１１３円であり、消費税及び地方消費税還付金１,

０４４万８,５７２円が主なものであります。 

８款１項１目市債１節簡易水道施設整備事業債調定額及び収入済額ともに１

億３,４２０万円であり、中部地区簡易水道施設整備事業費に係る財政融資資

金であり、全て簡易水道事業債であります。 

以上で認定第３号についての説明を終ります。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

［発言する者あり］ 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第３号について、審査を一時中止いたします。 

暫時休憩します。 

 

(休憩 １５：０５～１５：１４) 

 

○認定第７号 平成２９年度阿久根市水道事業会計の決算の認定について 

野畑直決算特別委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、認定第７号を議題とし、審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

中野水道課長 

認定第７号、平成２９年度阿久根市水道事業会計の決算につきまして、御説

明申し上げます。 

阿久根市水道事業会計決算書の７ページをお開きください。初めに、平成２

９年度阿久根市水道事業報告書の総括事項から御説明いたします。 

安全で安定した飲料水の供給を図るための施設整備として、右側下段の建設

工事の内容に記載してありますように、市道稲牟礼線配水管布設工事、国道３

号（赤瀬川地区）配水管布設替工事、第３配水池流量計室上屋解体工事、倉津

遠見ケ岡線配水管布設替工事、市道陳之尾大下線配水管布設替工事を実施しま

した。 

業務量についてでありますが、平成２９年度末における給水戸数は、６,４

４９戸で前年度に比べ７４戸減、給水人口は１万３,５４９人で、前年度に比

べ２７４人の減少となりました。また、年間の有収水量は２３５万４千立方メ

ートルで、前年度より３万３,９９２立方メートルの減になりました。 
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経営状況の収益的収入及び支出についてでありますが、総事業収益は税抜き

３億５,１１０万５,４６１円で、前年度より４２８万２,６４５円、１.２１％

の減収となりました。 

一方、事業総費用は、２億８,２７１万４,７２２円で、前年度より４７万１,

３０４円、１.４６％の増であります。その増減の主なものを前年度と比較し

ますと、原水費の委託料の上水道中央監視制御及び計装設備保守点検業務で、

計器が９年目になることからの交換部品等により約２８１万円の増となり、修

繕費では山下浄水場の送風機やろ過ポンプ、薬注設備修繕を行い、前年度より

約１４０万円の増、また、動力費が約１６８万円の増となりました。 

配水及び給水費の報酬は、平成２９年度から工務係で水道台帳整備及び上水

道経年変化修正や給水装置申請受付簿整理などの業務補佐として、嘱託職員を

１名配置したことにより約１６８万円の増となりました。なお、減価償却費で

約５９万円、営業外費用で企業債支払利息が約１９３万円それぞれ減少してお

ります。 

損益勘定における収支は、６,８３９万７３９円の当年度純利益となってい

ます。 

次に、資本的収支につきましては、建設改良費が２,４１９万５,３２０円、

企業債償還金が５,７５８万９,６３９円で、資本的支出合計８,１７８万４,９

５９円に対し、資本的収入は水道施設用地の固定資産売薬代金１３９万７,８

００円で、その収入不足額８,０３８万７,１５９円につきましては、過年度分

損益勘定留保資金７,８６４万４,３６２円と現年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額１７４万２,７９７円で補てんしました。 

起債借入については、当初２千万円の予定でありましたが、過年度及び現年

度の損益勘定留保資金等の補填財源を確認した上で、後年度の企業債利息の支

払額抑制を優先し、借入れをしませんでした。 

次の８ページは、議会の議決事項、職員に関する事項及び料金その他供給条

件の設定、変更に関する事項であります。 

次の９ページは、改良工事の概況であります。 

次に、１ページをお開きください。水道事業会計決算における予算額と決算

額及びその増減について御説明いたします。 

初めに、収益的収入から御説明いたします。第１款水道事業収益は、当初予

算額３億５,５２５万９千円、補正予算なしに対し、決算額は３億７,８１０万

６,９７３円であり、予算額に対し２,２８４万７,９７３円の増となっていま

す。予算との比較増の主な要因は、水道料金と給水負担金の増であります。 

次に、支出について御説明いたします。 

第１款水道事業費用は、当初予算額３億５,１３７万５千円、補正予算なし

に対し、決算額は３億７７９万３,４９９円で、４,３５８万１,５０１円の不

用額であります。予算執行残の主なものとして、営業費用では原水費の備消耗

品費、水質検査手数料、修繕費、動力費、薬品費の執行残などで、原水費の残

額約１,２５５万円、配水及び給水費では、通信運搬費、漏水調査業務委託料

の執行残、ダンプトラック等の借上げ賃借料、修繕費、量水器取替の執行残な

どで、配水及び給水費の残額約１,４２７万円、業務費では各区への納付書配
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布や水道料金徴収に対する報償費、印刷製本費、手数料の執行残などで、業務

費の残額約２４４万円、総係費では旅費や備消耗品費などの執行残で約２０３

万円、営業外費用では消費税及び地方消費税の執行残約６４０万円などとなり

ます。 

次に、２ページをお開き願います。資本的収入及び支出について御説明いた

します。初めに、収入から御説明いたします。 

第１款資本的収入は、当初予算２千万１千円、補正予算なしに対し、決算額

は１３９万７,８００円であります。第１項企業債については借入を行ってお

りません。第２項固定資産売却代金については、平成２９年８月に桜ケ丘配水

池の水道用地一部を活用し、社会福祉法人桜仁会が、施設の東側から車が出入

りできるように自ら道路建設を計画し、相談があったことから協議の結果、道

路建設に必要な部分について売却したことによるものです。 

次に、支出について説明いたします。第１款資本的支出につきましては、当

初予算額８,７３０万１千円、補正予算なしに対し、決算額は８,１７８万４,

９５９円であり、不用額は５５１万６,０４１円となっています。第１項建設

改良費は、当初予算額２,６７１万円に対し、決算額は２,４１９万５,３２０

円で、不用額は２５１万４,６８０円であります。不用額の主なものは、改良

工事や水道検針用ハンディタブレット６台の購入を控えて、平成３０年度にリ

ースにより使用することとしたこと、また、メーター購入の執行残によるもの

です。 

決算書９ページの改良工事の概況及び１２ページの重要契約の要旨につきま

しても記載しておりますので、あわせて御参照ください。 

第２項企業債償還金は、決算額５,７５８万９,６３９円であります。企業債

償還ついては、決算書２０ページをごらんください。企業債明細書にあります

ように、昭和６２年度から平成２１年度までに資金運用部資金などから借り入

れた企業債の元金の償還金であり、この結果、中ほどになりますが、平成２９

年度末における未償還残高は５億９,６６７万７,６０８円でなります。 

３ページにお戻りください。平成２９年度阿久根市水道事業損益計算書につ

きまして、その主なものを御説明いたします。 

１営業収益は、３億３,９８８万５７８円であり、そのうち水道料金及び給

水負担金が主なものである給水収益は３億３,７４５万３,９７８円、開栓・閉

栓・検査等の手数料や督促手数料が主なものであるその他営業収益は２４２万

６,６００円となりました。 

２営業費用は、２億６,６９４万８,６６６円となりました。これは人件費や

水道料金収納等の事務費、水道施設の維持管理等に伴う原水費、配水及び給水

費、業務費、総係費及び減価償却費、資産減耗費などであります。結果、当年

度の営業利益は７,２９３万１,９１２円となっています。 

３営業外収益は、受取利息と原子力立地給付金や嘱託職員個人負担分雇用保

険料などの雑収益と、過去に国・県補助金等を財源として取得した償却資産の

減価償却に応じた額を収益化する長期前受金戻入９２８万５,７２０円とあわ

せて、営業外収益は１,１２２万４,８８３円となりました。 

４営業外費用は、１,５７６万６,０５６円であり、その主なものは、企業債
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償還に係る利子分１,５７１万２,３６３円であります。 

結果、当年度の経常利益は、６,８３９万７３９円となりました。当年度純

利益の６,８３９万７３９円と、前年度繰越利益剰余金１億２７５万６,７４８

円を加えた１億７,１１４万７,４８７円が、平成２９年度末における未処分利

益剰余金となりました。 

次に、４ページをお開きください。水道事業剰余金計算書です。左側の資本

金につきましては前年度処分額、当年度変動額の増減はありませんでしたので、

当年度末残高は１８億３,７５４万４,８１６円でありました。表の右側、利益

剰余金でありますが、減債積立金につきましては、前年度処分額、当年度変動

額に増減がありませんでしたので、平成２９年度末残高は５,９３４万２千円

であります。建設改良積立金につきましては、前年度処分案に基づき１億円積

み立てて、当年度の当該積立金処分額はなく、結果、当年度末残高は５億７,

８１３万６千円となります。平成２９年度末積立金合計金額は、減債積立金と

建設改良積立金を足した６億３,７４７万８千円となります。 

次に、未処分利益剰余金につきましては、平成２８年度末における未処分利

益剰余金２億２７５万６,７４８円から、建設改良積立金に１億円積み立てた

結果、処分後残高は１億２７５万６,７４８円となり、当年度の純利益６,８３

９万７３９円を加算した結果、平成２９年度末の未処分利益剰余金は、１億７,

１１４万７,４８７円となりました。 

次に、下段の平成２９年度末の剰余金処分計算書案につきまして御説明いた

します。去る９月２５日の本会議において、議決していただきましたので、案

の削除をお願いいたします。資本金及び資本剰余金につきましては、処分案は

ありません。未処分利益剰余金につきましては、平成２９年度末現在高１億７,

１１４万７,４８７円となっておりますが、建設改良積立金へ７千万円の積み

立てを行い、平成３０年度への未処分利益剰余金残高を、１億１１４万７,４

８７円にしようとするものであります。 

次に、５ページの貸借対照表について御説明いたします。初めに、資産の部

でありますが、左側中段１固定資産の有形固定資産合計は２３億５,６５９万

２,１２８円であり、対前年度比１億２６８万３,１７６円の減となっています。

無形固定資産１０万５００円は、電話加入権３線分であります。また、投

資６０万７千円は、地方公営企業等金融機構への出資金であります。 

次に、２流動資産についてでありますが、現金預金は過年度損益勘定留保

資金、減債積立金、建設改良積立金など１０億９,２０８万４,２３０円となっ

ています。未収金は、７４１万７,５６０円であり、その内訳は、現年度分

の未収給水収益１,８９６件の５１３万６,８６０円、過年度分の未収給水収益

は６３７件の２２８万７００円であります。また、貯蔵品は量水器２０個分

４万４５０円となり、資産合計は３４億５,６７０万６,８６８円となっていま

す。 

次に、負債の部でありますが、３固定負債企業債は１年以内に返済期限の

到来しない５億４,０１９万７,３２６円と、引当金の修繕引当金１,４０８

万円の合計５億５,４２７万７,３２６円となりました。 

４流動負債のうち、未払金の１,７０７万３,３４７円は、上水道設備中央
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監視制御及び計装設備保守点検業務委託代金７４０万円、公営企業会計運用に

係る指導助言業務委託料８６万円、未払消費税４９１万９,１００円などが主

なものであります。預り金の６万２,０３０円の内訳は、過誤納金１万２,０

３０円とゆうちょ口座引き落とし業務の担保補償金５万円であります。企業

債は、平成３０年度に償還する企業債で５,６４８万２８２円となります。

賞与等引当金５０６万９千円は、平成２９年度末職員における平成３０年６月

支給の期末勤勉手当及びその相当分及び法定福利費の予定額のうち、平成２９

年１２月から平成３０年３月分の勤務に係る額を平成２９年度費用として計上

したものであり、この引当分については、平成３０年６月支給の期末勤勉手当

及びその法定福利費相当分として取り崩すものです。よって、流動負債合計は

７,８６８万４,６５９円となりました。 

５繰延収益のうち長期前受金は、平成２８年度末において資本剰余金として

計上されていたものを、公営企業会計制度改正により期首移行処理において計

上した４億４,７６０万３,９１９円から、当年度において有形固定資産のうち

除却を行った分について、その相当額を減額処理した合計２３万６,５５３円

を差し引き４億４,７３６万７,３６６円となり、これまでの減価償却に相当す

る分を収益化した長期前受金収益化累計額は、２億６,９７９万２,７８６円差

し引まして、繰延収益合計は１億７,７５７万４,５８０円であります。結果、

負債合計は８億１,０５３万６,５６５円となりました。 

次に、資本の部の６資本金でありますが、自己資本金については、４ページ

の水道事業剰余金計算書で説明いたしましたが、１８億３,７５４万４,８１６

円であります。 

次の７剰余金は、減債積立金５,９３４万２千円、建設改良積立金５億７,８

１３万６千円、当年度未処分利益剰余金１億７,１１４万７,４８７円、剰余金

合計８億８６２万５,４８７円となりました。したがいまして、負債資本合計

は３４億５,６７０万６,８６８円となっており、資産合計及び負債資本合計と

もに対前年度期末比６０３万４,９３６円の増となっています。 

６ページは、公営企業制度改正により、重要な会計方針に係る事項に関する

注記などを記載してあります。７ページから９ページは、先ほど御説明申し上

げましたとおりであります。また、１０ページは、漏水防止工事の件数、水道

メーターの新設・取替等の件数、水道事業における業務量について掲げたもの

であります。１１ページから１２ページは、事業収入及び事業費用に関する対

前年度比較と、未収金及び未払金に関する事項と重要契約の要旨、企業債及び

一時借入金の概要であります。１３ページは、期末に幾らのキャッシュが残っ

ているのかを示すキャッシュ・フロー計算書を掲載してあります。資金期末残

高は１０億９,２０８万４,２３０円となります。１４ページから１８ページは、

収益的収支の明細書と資本的収支の明細書であります。１９ページは固定資産

明細書、２０ページは企業債借入明細書であります。 

以上で、認定第７号についての説明を終わりますが、よろしくお願い申し上

げます。 

野畑直決算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 
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これより質疑に入ります。 

竹原恵美委員 

監査委員の意見書のほうでお尋ねしたいんですけれども、中ほどに、結びの

ところで、いろんな条件、給水人口の減少、人口の減少、利用水道量の低下な

どなどで、締めは施設のダウンサイジング化を含め、より一層の経費削減と経

営の効率化に努められたいとあるんですけど、これはどういうふうに理解して

いらっしゃいますか。 

中野水道課長 

今後、人口減少に伴う水道料金の減少によって、水道の施設自体は固定化し

てますので、それの運営について、安定経営を行うために平成２９年度に新水

道ビジョン計画及びアセットマネジメントを２８年、２９年度にかけて作成し

ましたが、それに基づいて、現在、いらない施設はダウンサイジングを行うな

ど、そういう計画を行う中で施設の利用を、全てをフル稼働させるのではなく、

人口に伴って、そういう経営戦略を立てていくための言葉でそういうふうにし

てあると考えております。 

竹原恵美委員 

その資料を確認せずに、一つ教えてほしかったんですけれど、ダウンサイジ

ングは実際可能であれば、よく書いてあるのが、可能であればいいんだけれど

もというところで確認がしたかったんですが、もうこれから計画を着々と立て

て実行していくということを確認させていただきました。お願いします。 

中野水道課長 

今回、今の文章で説明申し上げましたが、まずはその中で、まず第４桜ケ丘

配水池が道路も、桜ケ丘の法人会のほうで道路ができましたことによりました。

うちとしても、そこは今１,２００トンの配水池なんですが、そこから１日に

約４千トン水が出ますので、配水しますので、実際は２千トン、実際能力がな

いと基準的によくないんですが、１,２００トンしかないないものですから、

そこを今回造成して、来年度、一応配水池の増強を図ろうと。そこをメイン配

水池に考えまして、もしできたら 終的には今、大曲という第１、第２配水池

というところが、高さが配水池が４５メートルなんですが、今の桜ケ丘は６０

メートルなもんで、４０メートルのところの配水池を６０メートルのほうで、

人口が減ると、そこをどうにかフル活用しないで、桜ケ丘をメインでするとい

う感じで、今、桜ケ丘のほうの工事に。そこを第１目標という、今後の整備の

ですね、整備というか、水道事業を安定するための目標として、今、取り組ん

でいるところです。 

野畑直決算特別委員長 

いいですか。 

ほかにありませんか。 

渡辺久治委員 

２９年度の阿久根市の水道の漏水率と言いますが、メーター器から先の漏れ

てる以外の漏水率は何パーセントぐらいですか。 

中野水道課長 

２次側ということで。上水道、簡易水道、どっちですか。 
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［発言する者あり］ 

野畑直決算特別委員長 

雑談はしないでくださいね。 

渡辺久治委員 

全体でもいいし、簡易水道別でもいいです。昔の水道課長が地球に飲ませて

る水をなるべく少なくしようしようと言ってるのを思い出して聞いてみました。 

中野水道課長 

２次側についての漏水については、なかなか把握ができないんですが、ただ、

大量に、多く漏水２次側でしますと、減免申請という形で、減免の数でのお答

えにさせていただいてよろしいでしょうか。 

田原簡易水道係長 

簡易水道の１次側の減免につきまして、平成２９年度は減免件数５件です。

減免額につきましては１万７,２００円、減免した量は３９９トンになります。

以上です。 

福永水道課長補佐 

平成２９年度減免件数が１５件、減免額が４７万８５０円となります。 

野畑直決算特別委員長 

よろしいですか。 

渡辺久治委員 

本当は聞きたかったのは、自治体の漏水率というか、１０％以上は多いかな

とか、５％のようなところもあるのかなというのを聞いているんですけれども、

その辺のところ、もしわかったら、今、ここでなくていいですから教えてくだ

さい。以上です。 

野畑直決算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第７号について、審査を一時中止いたします。 

 

（水道課退室） 

 

野畑直決算特別委員長 

ここで、現地調査についてお諮りいたします。 

委員の意見を伺います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

御意見がありませんので、現地調査はきょうの段階では行わないことにいた

します。 

ここでお諮りいたします。 

本日の審査はこの程度にとどめ散会したいと思いますが、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、本日はこれにて散会いたします。 

あすは、午前１０時より再開いたします。 
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（散 会  １５時４１分） 

 

決算特別委員会委員長   野 畑   直  

 


