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議会の動き

平成21年

２

12 月 定 例 市 議 会

12月 定 例 会 日 程
月

12

日 本会議（議案上程・提案説明・質疑・委員会付託）

（一般質問）

日 本会議（一般質問）

日 本会議（一般質問）

日 委員会（総務委員会）

日 委員会（建設経済委員会）

日 委員会（予算委員会）

日 本会議（議案上程・提案説明・質疑・採決）

（委員長報告・質疑・討論・採決）

日 本会議（請願・陳情・質疑・委員会付託）

８ ３

22 15 14 11 10 ９

平成22年２月１日

平成21年第８回議会定例会が、12月３日から22日までの20日間
の日程で開かれ、平成21年度一般会計補正予算を始め、議員提出
議案７件、市長提出議案12件が審議され、いずれも原案のとおり
可決されました。
また、一般質問では16名の議員が市政全般にわたって、市長の
考えをただしました。

市長の４選出馬の決意をただす室安議員

「新過疎法」
の制定促進を求める意見書の
提出について

＝内容＝
年末年始を迎え、経済情勢の悪化は国
民生活並びに雇用へ大きく影響すること
から、デフレ脱却や経済安定を図るため
の早急な対策の実行を求める。

＝内容＝
過疎対策を強力に推進するため、平成
22年３月末で失効する「過疎地域自立促
進支援法」
後の
「新過疎法」
の制定を求める。
原案可決（賛成全員）

原案可決（賛成全員）
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決
を求める意見書の提出について

国として直接地方の声を聞く仕組みを保障
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決
することを求める意見書の提出について
を求める意見書の提出について

＝内容＝
北朝鮮に拉致された日本人全員の一刻も
早い救出を実現するため、北朝鮮に対し圧
力を一層強め、拉致問題の完全解決に向け
政府が一丸となって行動することを求める。

＝内容＝
行政府として直接地方の声に耳を傾け、
しっかりと受け止める適切な仕組みを保障
することを求める。
原案可決（賛成全員）

原案可決（賛成全員）
■電源立地地域対策交付金制度の交付期間
延長等を求める意見書の提出について
■改正貸金業法の早期完全施行等を求める
意見書の提出について

＝内容＝
請願・陳情で、採択されたもの（14・15ページ参照）
いずれも原案可決（賛成全員）

北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決
永住外国人に対する地方参政権付与に関する
を求める意見書の提出について
法律の制定に反対する意見書の提出について
＝内容＝
国民的議論も深められていない中で、国
の根幹に拘わる永住外国人に対する地方参
政権付与に関する法律案が提出される動き
が出ているため反対する。
原案可決（賛成多数）

議 員 提 出 議 案

経済・金融不安から国民生活・雇用を守る
ことを求める意見書の提出について

３

補正予算審議

平成22年２月１日

市議会だより

2億
億4,678 万円増
万円増

一般会計
補正予算

地域医療・経済雇用対策を中心に補正。予算総額174億6,924万円（参考）昨年度同月予算総額は163億711万円

（水道事業会計除く４会計）

原案

可決

953万円増
万円増

特別会計補正予算

平成21年度12月補正予算の主要事業
事

業

名

地 域 医 療 等
支援対策事業

予防接種事業

予

算

額

事

業

の

概

要

1,435万円

済生会江津総合病院の病床等に
対する支援（周産期医療病床１
床、小児医療病床８床）
＜増額補正＞

457万円

季節性インフルエンザ予防接種
の個人負担金軽減対策などによ
るもの。
＜増額補正＞
賛

された議案

なお、その他に審議

○原案可決【賛成全員】

◆条例議案（３件）

◆予算審議結果

・一般会計補正予算

◆一般議案（３件）

については、いずれも

・ 特別会計補正予算（国

民健康保険事業、住宅

原案のとおり可決され

当初予定していた桜江中学校の
耐震補強工事のうち、校舎西棟
が判定委員会により、補強の必
要がないと判定されたため取り
やめるもの。
＜減額補正＞

員

新築資金等貸付事業、

▲3,588万円

いて補強工事を行う。
（郷田・渡津）
＜増額補正＞

全

ました。

中学校教育施設
耐 震 化 事 業

3,634万円

耐震２次診断の結果、
Is 値が低く、
補強が必要とされた２小学校につ

集落排水事業）

小学校教育施設
耐 震 化 事 業

375万円

防災情報伝達システムの高度化
を計るため、瞬時警報システム
を改修する。

・水道事業会計

防災行政無線
整 備 事 業

6,981万
8,000円

公共下水道事業、農業

企 業 誘 致
推 進 事 業

市条例（工業立地・ソフト産業
立地促進条例）に伴う３年間の
固定資産税相当額及び家賃等の
支援（４事業所）
＜増額補正＞

成

総 務 委 員 会

22 24

論

いか。この場合１位と
２位が逆転するが採点
方法に問題があるので
は。
■答 候補者に採点方法
を事前に示してはいな
かったが、この採点方
法は市職員の採用試験
にも取り入れられてお
り、特殊な方法とは考
えていない。
■問 条例の公布が平成
年９月 日で、施行
日が平成 年４月１日
であり、条例の施行前
に進めている準備につ
いて法的に問題がある
のでは。
■答 通常、公布によっ
て周知をはかり、施行
までに準備を進めてい
くもので、債務負担行
為等の手続きは取って
おり問題はない。

討

の疑問がある。また、
選定採点表の回収は一
斉でなく、後日回収さ
れた者もあり、改ざん
等疑惑の念をいだかれ
ても仕方がない。選定
委員は庁内委員が外部
委員より多く、執行部
の意向が強く反映され
る可能性があり、公
平・公正なルールの下
で選定が行われていな
いと思われるため、本
議案には反対。
【賛成討論】
○必要な手続きは経て
おり、問題はない。
＝結果＝
『賛成多数』により
可決すべきものと決し
た。
※この他にも、請願２
件・陳情５件、条例議
案２件、一般議案２件
が審議されました。
なお、所管事項の調
査として、平成 年
月 日に発生した養豚
場汚水流出事故の調査
のため、いわみファー
ム（邑南町）を訪問し
ました。

11

21

【反対討論】
●候補者について、設
立されたばかりで実績
や経営の実務経験もな
く、選定内容や基準の
情報が示されない中で
選定されたことに多く

21

◆公の施設に係る指定
管理者の指定について
＝内容＝
平成 年４月１日か
ら、公の施設である
「江津斎場」の新たな
管理者を指定するた
め、選定された㈱Ｓ・
Ｋ・Ｍについて、指定
管理者として決定する
もの。
【委員質問】
■問 候補者や選定につ
いて再三の資料要求に
もかかわらず情報が示
されておらず、候補者
がどのような方なの
か、どのような選考が
行われたかが分からな
い中で審議はできない
のでは。
■答 個人情報保護と情
報公開の制度に基づき、
出せる情報はすべて出
すよう努力している。
■問 今回の採点方法は
最高点と最低点の者を
カットして平均を出し
ているが、通常は全体
で平均を出すのではな

26

22

４
平成22年２月１日

委員会審議内容
市議会だより

委員会

総務・建設経済 審議内容

建設経済委員会

◆江津市道の駅条例に
ついて
＝内容＝
道路利用者への良好
な休憩の場の提供や地
域情報の発信等によ
り、市民と来訪者との
交流を促進するととも
に、農林水産物等の地
場産品の販売による地
域産業の振興や、地産
地消の推進を図るため
の施設として江津市道
の駅条例を定めるも
の。

【委員質問】
■問 条例の名称や条項
の内容は。
■答 条例の名称は、他
市町の条例を参考に、
国土交通省の道の駅施
設と江津市の農林水産
物直売所施設を一本化
したものとした。ま
た、施設の利用減免基
準については開業まで
に規則で定める。
■問 指定管理者の決定
については議会の議決
が必要であるのに、あ

たかも議決が済んでい
るかのごとく説明がな
されているのでは。
■答 条例の提案が遅れ
ていて申し訳ない。早
急に指定管理者の決定
の議決がいただけるよ
う対応する。
■問 道の駅における観
光情報と駅前の観光案
内所の関係は。
■答 道の駅には情報コ
ーナーを設置しなけれ
ばならず、他市の道の
駅同様に、その中で案
内所的なものを考えて
いる。観光協会との調
整や駅前の再生整備計
画の兼ね合いもある
が、将来的には観光案
内所を移していくつも
りである。

＝結果＝
異議なく、原案のと
おり可決すべきものと
決した。

※この他にも、陳情２
件が審議されました。

市議会だより
研究フォーラム報告
平成22年２月１日

５

日・

日の２

22

沢市で開催された「第
４回全国市議会議長会
研究フォーラム」に

ています。

に開催され

ことを目的

りに資する

た地域づく

活力に満ち

能の充実と

した議会機

時代に即応

地方分権の

換を行い、

や意見の交

いての情報

課題等につ

通する政策

に会し、共

人）が一堂

回は約２千

会議員（今

全国の市議

た。このフォーラムは

名の議員が参加しまし

18
■補助金頼みの行政運

に賛同。（森脇悦朗）

ートすべきという意見

局を共同設置し、サポ

め、市町村広域で法制

■議員立法促進のた

〔感想〕

全国市議会議長会
研究フォーラム参加報告
月
21

日間にかけ、石川県金

10

◆基調講演

「日本再生の起爆剤～地方分権改革～」
地方分権改革推進委員会委員長

氏
丹羽宇一郎

（島田修二）

（茅島 昇）

（石橋孝義）

（川﨑泰孝）

図されている印象。

統一した条例策定が意

会規則等と同様、全国

■議会基本条例が委員

（盆子原民生）

臨むべき。

努力し、議会人として

■議員自ら資質向上に

べき。

情にあったものである

■議会基本条例は、実

欠。

政策づくりが必要不可

を活用し、地域本位の

■「条例の上書き権」

る。

持った議員が求められ

し、財源確保の意識を

営でなく、行政を管理

＜フォーラム内容＞

◆パネルディスカッション

■コーディネーター各

■「議会、議員に期待

（藤代昌希）

捉えて活動したい。

氏の発言は的を射たも

しない」という識者世

（藤田利作）

のであり、報告のあっ

論の皮肉めいた事も事

（室安延博）

た議会改革の取り組み

る。

は参考になった。

誉）

実関係から存在し得

（山本

すべき。（山中愛三）

あった議会基本条例に

■その地方の身の丈に

厚）

の役割分担を明確にす

理からも、地方と中央

■近接性と補完性の原

研鑽、自己

とと、自己

取り組むこ

■議会改革に積極的に

取り組む。（福原昭平）

開かれた議会づくりに

に 行 う 必 要 性 を 感 じ、

への新たな動きを着実

■自立性を高める改革

（永岡静馬）

要がある。

い自治体経営を行う必

有を自覚し、過ちのな

■研鑽を重ね、市民に

■総合振興計画の審議

啓発に努め

■確かな視座・視点を

において「基本計画」

なければな

信頼され分かり易い議

まで議決対象とする条

らない。

持ちながら、真に市民

例の取り組みは参考と

（坂本照良）

会運営、執行部とは緊

なった。（土井正人）

■市県国へ

に必要な議員・議会を

■議会の持つ機能を認

働きかけ変

張を保ちつつ責任の共

識し、現状に即して十

えることが

模索したい。

分にその役割を果たす

べき。

（田中直文）

（山根英毅）

べき。

出来る地方

（藤田

■自ら政策提案、審議

議会である

②「議員立法の現状と課題」

決定し実行を監視する

①「議会基本条例を考える」

という発言

◆課題討議

こと、政策効果を評定

◆意見交換

をしっかり

－首長と議会の新たな関係」

することが今後の課題。

「地方議会はどう変るべきか

市長／出馬を決意
10

室安延博
るが、平成 年５月に

全遂行には道半ばであ

て、まだ新市計画の完

る。新市初代市長とし

が、多くの課題があ

□問 平成 年 月に、
合併５周年を迎えた
21

22

た議員自身が要

※原稿は質問し
旨をまとめたも

をいただき、私の使命

のです。

予定されている市長選
と強く認識した。
これまで培った経験

挙に４選出馬の決意
は。

がある。また、後援

課題解決を果たす責任

市建設計画の残された

初心に立ち返り、引き

った総参加のなかで、

企業・行政が一体とな

しを糧として、市民・

と、皆様の温かい励ま

会、多くの議員からも

続き市政を担当し責任

市民に約束した新

市政の安定と施策の断

を果たすべく、決意を

■答

行を責任を持って担う

した。

政権が変わって見

財源・事業

市長／的確に反映
来年度は市長の改

見込み（見通し）は。

枠組みの考え方と歳入

が、来年度予算編成の

はする。的確な情報収

予測しづらいが、試算

化する。歳入見込みは

業の中で継続費は予算

規事業として地域医療

化対策・定住対策。新

良・学校耐震化・少子

ン整備・山中線道路改

シビックセンターゾー

■答

集に努め、編成に反映

選があり、骨格予算と

街地・密集市街地対策

や給食センター整備等

い。

業と新規事業について

継続事業として、

を主要な事業とした

■答

の考えは。

新年度主要継続事

対策・江津駅前中心市
なる。国の予算の動向
や地方財政計画が示さ
れていないので言いづ
らいが、物的経費・経
常的経費・普通建設事

□問

する。

現在の江津駅前の様子

べきとの力強いエール

出馬の決意を述べる田中市長

来年度予算・事業は

えにくい状況ではある

□問

石橋孝義

市民の声を行政へ

市長選挙

市長選挙への
４選出馬の意向は

６
平成22年２月１日

一般質問
市議会だより

本市独自の対応を
市長／事業者に要請

件数は６件ある。ま

発電所では騒音の苦情
う今後も要請する。

え、適切に対応するよ

を速やかに事業者に伝

風力発電所の運転状況
た、住民の方々から苦

市内で２ヶ所ある

は。島根県知事あてに
情があれば、その内容

□問
公開質問状が出された
江津高野山風力発

が、本市の見解は。

■答

浜田市の殺人事件

市長／協働関係をつくる

会計の実態を踏まえ取

市町はそれぞれの国保

険料を収入の減額に合

り組まれていると考え

他市では国保の保
自治会で負担すること

せて減免している。本

る。平成 年度から国

□問
は、各地区で説明会を

市も実情にあった対応

防犯灯の電気代を

開き理解してもらって

今年の収入が前の

が制度を作ろうとして

いる。市民と行政の協
働関係を築く中で安心、

免するとしている。各

年の２分の１以下を減

■答

を。

■答

し、安全なまちづくりを。

ず、現在の負担は凍結

気代は自治会負担にせ

から学び、防犯灯の電

□問

危機管理

防犯灯の
負担見直しを

安全なまちづくりを目
指す。

いるので、それに沿っ

て対応する。

防犯グッズを活用して手軽に防犯力アップ

電所は、本年２月より
営業運転を開始してい
る 。 江津東ウインド
ファーム風力発電所は
月から本格稼動して

いる。
公開質問状自体は、島
根県に出されたもので
あり本市に直接関係あ
現在市内に２ヶ所

るものではない。

□問
ある風力発電所の騒音
問題での現状は。今
後、風力発電所で騒音
問題が発生した場合、
高野山風力発電所

本市独自の対応を。

■答

は公開質問状が県に提
出されている。江津東

川上テル子

島田修二
民家近くに建設された風力発電所

風車問題
ウインドファーム風力

22

11

市議会だより
一般質問
平成22年２月１日

７

養豚場から糞尿汚

環境問題

□問
トンが流出した

平成６年「糞尿を

を一切排出しない」旨

農場内で処理し、汚水

■答

としての見解は。

繰り返してきた。本市

みファーム」は流出を

が、これまでも「いわ

水

長原富夫
の覚書を取り交わし、

再三汚水が流出し、把
廃止に動くべきでは。

町長から「今後、県や

汚水流出後、邑南

回を数える。今回の糞
保健所と相談しながら

■答

尿流出も、謝罪説明会
２度とこのようなこと

手術及び体外装置

も 平 成 年4月から保

器のモデルチェンジが
万葉の歌人人麻呂
ゆかりの地として、市

内耳は、機器の買い替

ない高度難聴者の人工

い。日常生活用具給付

保険が適用されていな

点では機種の変更には

観光ボランティアによる万葉の歌碑めぐり（平成21年11月15日）

握しているだけでも

直後に発生したもの
がないように不退転の
決意でこの問題に取り

で、許すことのできな
い行為である。
組む」との連絡があっ
た。県と邑南町が連携

「元のきれいな川

に戻せ」「養豚場やめ
して対応されるのを

□問
ろ」これが地元の気持

待って、本市の今後の
対処を議論する。

ち。約束が幾度となく
反故にされてきたこと

観光振興

■答

クシーは平成 年３月

て、展開する。観光タ
人麻呂ゆかりの本
市で、短歌を活用した

までＪＲで取り組んで

険適用となっている。

充実も含め進める。

の部品の破損について
観光振興や観光コース

いる。ボランティアガ

□問

を低料金で案内する観

技術の進歩により機
観光施策の充実を。

民の自主的な活動が発

えに約 万円。電池代

等事業実施要綱の見直

行われているが、現時

展するのが重要であ

の費用は年３万円以上

しを含め検討する。

補聴器では聞こえ

り、行政や観光協会、

する。支援の考えは。

□問

イドや道案内板の整備

市長／連携し展開

光タクシーの実施など、

永岡静馬

22

から、市として養豚場

観光施策の充実を

商工会議所等と連携し

■答

18

22

市長／許せない行為

平成７年 月 か ら 操 業

現地で説明を受ける総務委員会メンバー（平成21年12月11日）

汚水流出の見解は
11

を開始した。しかし、

90

80

８
平成22年２月１日

一般質問
市議会だより

夜間の運転中止を
校の存続については将

の統合時の約束は、ス
り廃止又は統合はしな

さんが了解しないかぎ

市長／苦情は認識

クールバスの運行は地
い。これらが約束であ

来にわたり、地元の皆

は睡眠薬を飲んでい
元との協議によって決

り、改修の考えはない。

風車騒音で「夜間

る」などの声に応え、
定すること。跡市小学

住民の皆さんから

平成 ～ 年にかけて

ることは認識。政府が

騒音に対する苦情があ

■答

中止を。

定を求め、夜間の運転

針・環境影響評価の策

政府に大型風車立地指

□問

森川佳英

全国５ヵ所で騒音と低
周波音に関して実態調
査をする予定。事業者
に対して住民の方々か

同じ材料では高い周波数ほど音が透過しにくい

省庁へも行く、両方を

業統合等７、継続中

■答 計画 事業中、今
年度末で完了 、他事

示され、これに従うが

精査し改革されたいと

・４％。
活動の状況と今後の対

新政権への要望、陳情

利益を優先し、今後も

解を得たので、市民の

は

６千万円の内、発行額

合併特例債限度額 億
応は。

・５％の 億７１
に本市の実情や県下共

の見通し、特に副次拠

間総括の概要と残事業

整備は検討中の組織体

を目途とし、副次拠点

８事業は平成 年 度 末

６０万円となる。残る
通の課題につき要望、

点整備については教育

制のあり方で議論す

新市建設計画の中

陳情を行った。その間、

委員会事務局移転を前

る。

政権交代後、早速

省庁への直接陳情は認

提に検討を。

□問

身を挺して行動する。

前政権との違いを
アピールし、マニフェ

で実施率は

川﨑泰孝

訴え、筆頭幹事長の理

市長／市民利益を優先
ストの実現に腐心する

□問

政権交代

新政権への対応は

めない民主党ルールが

■答

新市建設計画の中間報告（地域審議会：平成21年11月27日）

53

77

らの苦情を速やかに伝
え、適切に対応される
旧跡市中学校を地

ようにお願いする。

□問

15

47

26

域住民の気持ちに寄り
添い誠実に対応し、身
近でもっと自由に使え
るように充実した宅老
跡市中と青山中と

83

90

22

所などに改修を。

■答

61

風力発電
21

市議会だより
一般質問
平成22年２月１日

９

人口減少対策は

森林の再生対策は

市長／地元産材の活用

育力、人間力、文化力

□問 本市の森林率は
％。森林放置による荒

市長／各種事業の展開

を高め、その結果、高

廃が深刻化している。

光るまちをめざし、教
いることが理想なのか
齢者も若者もあらゆる

水資源涵養、温暖化防

今後を見据え、本
考えは。
ものがきずなを深め、

止等の機能が低下して

□問
本理念「元気・勇気・

協働して創り上げてい

いる。森林の再生対策

都市からの移住促

口減少対策は。

■答

め、現在行っている人

市が存続していくた

感動ごうつ～江の川が

く地域力のあるまちが

新市建設計画の基

育むイキイキ協働体」

■答

進や、産業振興を進め

森林施業の集約化、

79

境の改善が必要だ。大

徒の安全確保と教育環

は老朽化が著しく、生

事は本年完了した。校

リー等配慮した改修工

アー、またバリアフ

耐震補強工事及びフロ

強工事の必要がなく

る。校舎西棟は耐震補

度を勘案し順次改修す

の他の改修箇所は緊急

は今年度実施する。そ

桜江中学校の校舎

規模改修を計画してい

舎西棟の昇降階段の改

■答

体育館については

たが早急な対応を。

なった。

田中直文

修工事、トイレの改修

□問

活用を推進する。

の森づくり税事業の利

の支援を行う。水と緑

業の担い手確保、雇用

森林循環を目指す。林

用、植栽、保育という

利用により、伐採、利

を図る。地元産の木材

的な整備事業で効率化

し、道路網整備等集中

木材製作団地化を推進

■答

は。

理想と考える。

林業振興

と小さくてもきらりと

東京の大手町で行われた石見定住フェア（平成21年11月22日）

河野正行

ている。実績を上げて
いる空き家活用
事業や東京で石
見定住フェアを
開催。企業誘致
のＰＲの結果、
４月に小笠原建
築設計事務所、
６月にドクター
リセラのコール
センターの開設
があった。
また、子育て
支援も積極的に
４期目の出

展開している。

□問

年

馬を表明された
田中市長は

年後の本

市がどうなって

後、

10

木質チップ等生産に多忙な市内事業所

人口問題
20

10
平成22年２月１日

一般質問
市議会だより

農林水産物直売所

り入れによる作業の省
森づくり事業を活用

り組みとして水と緑の

森林を再生する取

力化や、補助事業の導
し、 年生以上の荒廃

■答

入により解消に取り組
した森林の再生や伐採

げ、乗用型草刈機の借

んでいる。

地域情報の発信を

いうことでそれぞれの

市長／費用対効果で検討

を勘案し検討する。防

事情があるので、一律

て、礼には礼を尽すと

災情報は、自主的に石

跡地への広葉樹の植栽
等を行っている森林所

民が求める地域情報を

現在行っている有

害鳥獣対策は対処療
有者に、再生や保全の

に市や関連団体も含め

ＣＡＴＶによる市

法。鳥獣が里に下りな

見ケーブルテレビジョ

くてもいいように森林
もらい推進する。

発信するシステムの導

再生の施策展開を。

出来ることから実行す

は個々の判断に任せた

ではなく、礼状の廃止

するという性質のもの

■答 ＣＡＴＶは平成
年度事業で市内全域の

べき。各種団体からの

財政ひっ迫の今、
エリア拡張工事が終了
予定。保健、医療、福

礼状については、

（石見ケーブルテレビジョンホームページより）

祉、ショッピング、防

テレビでもお楽しみいただけます。

それぞれの団体が今ま

2011年に完全移行予定の地上デジタル放

災情報が求められ、住

＝地上デジタル放送対応＝

で培ってきた風土とし

、地上デジタル対応の受信機器でケーブル

■答

い。

□問

必要性を十分理解して

□問

山中愛三

て礼状の廃止をお願い

牛の放牧による耕作放棄地復元事業（跡市地区）

ンが対応する。

□問

36

入を。

送サービスにも対応しています。

礼状は廃止を。

21
民ニーズや費用対効果

海テレビ、山陰放送、山陰中央テレビ）は

農林振興

□問
の役割のひとつでもあ
る、耕作放棄地や遊休
農地の防止策の取り組
放棄地を含めた、

み状況は。

■答
ほ場整備など基盤整備
の推進やイノシシ等の
緩衝帯設置を目的に牛
を放牧し、耕作放棄地
の復元を推進する。さ

タル放送（ＮＨＫ総合、ＮＨＫ教育、日本

森脇悦朗
ら に 平 成 年８月より

現在、当地域で放送されている地上デジ

市長／基盤整備の推進

対策協議会を立ち上

ＣＡＴＶ
ケーブルテレビで視聴する

耕作放棄地対策は
21

市議会だより
一般質問
平成22年２月１日

11

行革大綱の総括を
市長／内容検討し策定
的に協力していく。社

ローワークでのワンス
員を派遣する。

本のハローワークへ職

会福祉課より浜田、川
トップサービスデーに

地方分権改革推進

のためには、第４次行
は、要請があれば積極

□問
財政改革大綱実施計画

ワンストップサー

市長／国の動向を注視

の考えは。
関係・教育関係と２課

労省と文科省に分かれ

れるが、現時点では厚

などのメリットがあ

的な提供が可能になる

利になることが考えら
にまたがり縦割りの弊

ていることからむずか

り、認定子ども園等の

子育て支援で保育

害が指摘されている。

しい。子ども家庭省な

検討をする。すくすく

保育と教育の一体

妊産婦から思春期まで

どの国の動向を注視し

■答

の行政一元化を図る考

手帳は母子健康手帳と
えは。

は。また障がいのある

すくすく手帳に代わる

現在発行していない。

重複していることから
は、母子健康手帳が発

子どもに応じたきめ細

ものを相談支援チーム

幼保一元化の考え
行されてから青少年期

やかな支援を行うため

会議において検討を進

□問
に至る情報の一元化

のすくすく手帳の状況

めている。

子ども行政一元化

や、窓口が一本化され

と子どもカルテの導入

■答

たい。

□問

子ども行政

子ども行政
一元化を

市民に分かりやすく便

子育て支援活動（イメージ）

の総括の中から第５次
財政効果について

の計画策定を。

■答
は 平 成 年度の決算を
基本に各年度の効果額
を積算している。消防
名が各分団に

団については女性消防
分団員
加入し、欠員は 名で

□問

昨年から緊急経営

設置している。県内ハ

ついて総合窓口案内を

ている。雇用や生活に

雇用安定対策を実施し

ビスへの対応は。

■答

する。

５次の実施計画を策定

目の内容を検討し、第

も議論している。各項

している。幼保一元化

目標達成に向け動き出

44

厚
藤田

誉
山本
定数の見直しが求められる消防団（消防出初め式より）

地方分権
16

20

12
平成22年２月１日

一般質問
市議会だより

地域経済

昨年よりさらに厳

政運営は。
我がふるさと江津、

好きと言えるまち、誇

■答

いだせない。今後の市

将来に明るい展望を見

域経済の中で、市民は

年々先細りしていく地

しい雇用情勢にある。

□問

山根兼三郎
りの持てるふるさとを

で今日がある。今後も

に取組んできたおかげ

民総ぐるみで一生懸命
では。

を大切にしていくべき

ことは重要。市内業者

市内活性化のため

には、市内の業者に請

■答

治体を目指していく。
け負っていただくこと

自主自立した基礎的自
そのためには財政破綻

太陽光発電所の
設置を

市長／民間進出は支援

が、法律や制度に基づ

地条件も最高、事業運

を常々基本にしている

に、本市の身の丈に
いて公平公正厳格にし

営で若者の雇用定住を

することの無いよう
合った市政を展開して
ていくことも必要。

太陽は無限で無
料。江津工業団地は立

□問

いく。

図り、経済発展となる

地元のことは自分

※他に「江津斎場」の

□問

太陽光発電所が工

昇

ての採算性は厳しい。

道、高速道路、産業道

策定を住民方々に説明

当時、総事業費等が

した。

総合的に検討し進展を。

路、シビックセンター等を
には自然エネルギーに

が多大なため事業計画

大きく住民、行政負担

て都市計画区域内の市

の作成に至らず、現在

都市計画行政とし

民が安心して居住でき

でも計画自体は成立し

よる太陽光発電は有効

る整備を行う。事業導

ており、今後も一緒に

と考える。
で新川東・蛭子北土地

入可能かの基礎調査を

なり検討する。

都市計画事業の中
区画整理について、行

完了し、基本計画案の

□問

政としての考えは。国

■答

地球温暖化問題の解決

業は可能だが企業とし

支援する。水道電気事

出されれば可能な限り

ない。民間企業等が進

体の事業化は考えてい

※ 1975年を100とした場合の推移(1975～2006)
【資料：事業所・企業統計調査（総務省統計局）】

用創出となる。行政主

有効利用が図られ、雇

業団地に建設されれば

■答

事業化を。

太陽光発電所を設置

江津市

茅島

大規模電力供給用太陽光発電実証研究施設（山梨県北杜市）

新エネルギー

指定管理者について質

江津市

たちで守り継承してい

島根県

80％

し、本市での水道電気

90％

問しました。

100％

く地域力を育てていく

2005
2000
1995
1990

市長／身の丈の市政

目指し、市民・企業・

島根県

今後の市政運営は
行政が一体となった市

事業所数
110％

2005
2000
1995
1990
1985
1980

1985
1980
70％
1975

従業者数

130％
120％
110％
100％
90％
80％
70％
1975

市議会だより
一般質問
平成22年２月１日

13

市議会だより

請願と陳情

県の福祉医療費助成制度の定率（応益）
負担を廃止・撤回し定額負担に戻すこと
を求める意見書の提出について（請願）
紹介議員／長原富夫

平成22年２月１日

14

請願と陳情

＝内容＝
島根県の福祉医療費助成制度が2005年10月に
定額負担から定率負担に改正されたことについ
て、定率負担制度を廃止して定額負担制度に戻
すことを求める意見書を島根県に提出してほし
い。
＜賛成意見＞
森川

後期高齢者医療制度を廃止し高齢者
が安心できる医療制度創設の意見書
の提出について（請願）
紹介議員／長原富夫
＝内容＝

改悪後「どんな病気でも、医療費のこと

後期高齢者医療制度を廃止し、高齢者が安心

は心配しない」で病院等にかかることができな

できる医療制度を創設するよう求める意見書を

くなっている。日本国憲法では国は社会福祉・

国に提出してほしい。

保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

＜賛成意見＞

ばならないとしている。

長原

このことからも元の定額負担に戻すことは政

75歳以上の高齢者・健康診査受診率が急

落している。これは実施義務から努力義務に後

治の役割と考え賛成。

退したため。健康診断まで改悪したこの制度の

＜反対意見＞

害悪実態は明らか。

門

県議会でも溝口知事が「今後の国の医療制

新政権の選挙公約でもあり、廃止するのが国

度のあり方を見極めて検討したい」の答弁があ

民の要求であると考え賛成。

り、江津市でも負担軽減事業の実施により福祉

＜反対意見＞

の充実を図っている。今後の国の新制度に向け

藤田利

ての動向等に注視すべきである。

正がなされ、既に充実、安定した制度として皆

保険料の軽減など、さまざまな制度改

さんからも充分受け入れられている。新政権で
は廃止の意向があり、今後の動向を見極めるべ

不採択（賛成少数）

きである。

電源立地地域対策交付金制度の交付
期間延長等を求める意見書の提出に
ついて（陳情）
＝内容＝
電源立地地域対策交付金の水力発電施設周辺
地域交付金相当部分は、多くの市町村で平成22
年度末に交付期限を迎えますが、このことにつ
いて交付期間の延長と交付条件の改善等を求め
る意見書を政府等に提出してほしい。
＜反対意見＞

不採択（賛成少数）

改正貸金業法の早期完全施行等を求
める意見書の提出について（陳情）
＝内容＝
現存する多重債務者が早期に救済されるよう
に平成18年12月に改正された貸金業法の早期完
全施行等を求める意見書を国に提出してほし
い。

なし

＜反対意見＞
なし

採

択（賛成全員）

採

択（賛成全員）
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請願と陳情

公共工事における電気設備工事の分
離発注について（陳情）

市議会だより

新型インフルエンザワクチン接種の
緊急対応について（陳情）
＝内容＝

＝内容＝
公共工事における電気設備工事等の分離発注

本市の独自助成対象の更なる拡充と希望者全

をしてほしい。

員のワクチン確保を国に要望してほしい。

＜反対意見＞

＜賛成意見＞
川上

なし

本市がいち早く接種費用を無料化したこ

とは評価する。１歳未満の両親、小学生から高

採

択（賛成全員）

校生、65歳以上の高齢者など本市独自の更なる
助成と国への対策強化を要請することは当然で
あり賛成。
＜反対意見＞

国民健康保険に対する国庫負担の見
直し・増額を求める意見書の提出に
ついて（陳情）

茅島

すべての国民へのワクチン接種の見通し

が立ったことから、費用助成の拡大と国への要
望は必要ない。

＝内容＝
国民健康保険料の国庫負担が1984年以降「か
かった医療費の45％」から「保険給付費の50
％」になり、さらに市町村国民健康保険の事務

不採択（賛成少数）

負担金の国庫補助が廃止になったことについ
て、国庫負担を見直し、増額するよう求める意
見書を国へ提出してほしい。
＜賛成意見＞
川上

医療費の国庫負担の削減、事務負担金の

廃止などで本市・国民健康保険制度の現状は財
政的にも非常に厳しくなっている。国庫負担を
元に戻し、増額を求めることは国保財政安定の
ためには当然の要求であり賛成。
＜反対意見＞
石橋

国保運営は増え続ける医療費や収納率の

低下などから経営が年々厳しくなっている。本
市や全国市長会でも国に要望をしています。国
の新制度に向けての動向に注視すべきである。

地球温暖化をくいとめる国際的な責
任を果たすよう政府に強く求める意
見書の提出について（陳情）
＝内容＝
温室効果ガス削減の具体化と実行に向け、政
府に対して国際的な責任を果たすように求める
意見書を提出してほしい。
＜賛成意見＞
森川

国際公約である温室効果ガス排出量25％

削減を、全体の８割を占める産業界に対して新
政権が責任を果たすために具体化を求めること
は当然であり賛成。

不採択（賛成少数）

＜反対意見＞
盆子原

国、政府でも具体的に検討中であり動

向を見極めるべきであり、時期尚早と考え意見
書を提出すべきではない。

日米間におけるFTA（自由貿易協定）
に関する意見書の提出について
（陳情）

継続審査

不採択（賛成少数）

市議会だより

トピックス・編集後記

平成22年２月１日
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～太陽のエネルギーを地上に実現しよう！～
『核融合開発講演会 ― 江津市議会主催』
私達市議会は議員の資質の向上を図るため勉強会を繰り返し、議会改革を目指して来ました。
今回は地球環境を考えるエネルギー問題を取り上げ、究極のエネルギーといわれる太陽のエネルギー
を地上に実現するための「プラズマ核融合」について議員研修を兼ねた講演会を開催いたしました。
講師に核融合科学研究所教授でフェロー（特別研究員）の世界的権威である

須藤

滋先生をお招き

しました。当日会場には、江津工業高等学校及び石見智翠館高等学校の生徒の皆さんを初め、総勢
200名近い市民の皆さんにお越しいただき盛会に開催でき、大変喜んでいます。
さて、『核融合て何なのでしょう？』それは太陽のエネルギーそのものが核融合なのです。水素原
子同士が結びつき（融合し）、ヘリウム原子（ヘリウムは完全無害です）になる時出るエネルギー
で、水素１ｇで石油８トン分のエネルギーが出せます。その水素（重水素）は海水の中に無尽蔵にあ
ります。現在、全世界での石油埋蔵量は富士山の体積の７分の１しか残ってなく、後40年くらいしか
持ちません。次世代のエネルギー開発が急がれます。
海のある江津で、この様な開発がなされたら人類が救えるかもしれません。そんな思いで開いた講
演会でした。（土井正人）

＜核融合のイメージ図＞

編
集
後
記

昨年 月の議会では
議員提出議案７件の意
見書を国に提出し、そ
の中で国が直接地方の
声を聞く仕組みを保障
することを求めていま
す。新政権でも地方主
権の確立を課題として
います。
▼地方議会が市民に身
近な政治であるととも
に、これからは国とも
対等に地方の声をあげ
ていくようにしていか
ないといけません。こ
れまで以上に地方議会
の力量を向上していく
ことは大切と思います。
（山根兼三郎）

長 福原 昭平

編集・発行責任者

議

議会広報・情報公開対策特別委員会

員
員
員
員
員
員

委員長 森脇 悦朗
副委員長 山根兼三郎
島田 修二
森川 佳英
河野 正行
藤田
厚
田中 直文
土井 正人

委
委
委
委
委
委
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お知らせ

○請願・陳情の受付

について

請願書および陳情書

の受付は、本会議初日

の８日前の午前中まで

です。

〔例〕

日

26

３月定例市議会で、

本会議初日が２月

日の午前中ま

18

の場合

『２月

で』となります。

それを過ぎますと、

次定例市議会（６月定

例市議会）に付託・審

議されることになりま

す。

お詫びと訂正

前回の議会だよりに、

一部誤りがありました

ので、次の通り訂正し

頁「発行１００号

お詫び申し上げます。

◆

記念」での竹下氏から

の寄稿文中

【誤】次長浅野覺氏

【正】次長浅田覺氏
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