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鹿児島市交通事業経営健全化計画（仮称）骨子案について
鹿児島市交通局では、今回、新たに計画期間を
平成２２年度から２６年度までの５年間とする経営
健全化計画を策定する為にまとめ
た同骨子案を公表し、市民意見を
募集（７/６㈪〜８/５㈬）することと
なりました。

総務消防委員会
鹿児島市税条例一部改正について
地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税に
新たな住宅借入金等特別税額控除及び土地等の
長期譲渡所得に係る特別控除が創設されました。
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建設委員会
万田ヶ宇都土地区画整理事業（上福元町）の組合解散について
市が開発を許可し、予定区域を市街化区域に編
入した万田ヶ宇都地区の土地区画整理組合が解
散する見通しとなり、今後、宅地造成廃止により、予
定地を市街化調整区域に戻すことになります。

環境文教委員会
新鴨池公園水泳プール整備・運営事業について
当該プール建設用地の油含有土壌対策等の必
要経費を計上（約4億5,200万円の事業費増）。
本年3月、飛込プール解体時の杭抜き作業にお
いて確認された油含有土壌
の浄化対策として、油含有土
壌の「掘 削 除 去」
と油を分 解
する細菌を注入する
「原位置
浄化」
を講じることになりました。

「鴨池第一雨水ポンプ場」建設工事の現場視察

市民相談は
公明党市議団へ
℡.099‑216‑1439

市政報告

経済企業委員会

がん検診受診率向上対策事業について
鹿児島市では、元気いきいき検診事業の広報・
啓発を行い、がん検診の受診率向上を図るととも
に、がん検診等の実態を把握する事を目的として、
がん集団検診予定日の３〜4週間前に、検診会場
の周辺地域を対象として、個別訪問を実施するとと
もに、市の行事やイベント、講座等に直接出向い
て、啓発チラシによる事業案内及び受診実態を把
握するためのアンケート調査を行います。

※党市議団視察状況（左側 6 人）

公明党鹿児島市議団

鹿児島市では、現在、低地区総合浸水対策緊急事業
（9地区）
が行われています。同事業の進捗状況を調査する
ため、党市議団6名全員で工事現場（鴨池第一雨水ポンプ
場）
を視察しました。本市では2004年8月、9月、05年9月の
3回、大潮と台風が重なり、市街地で甚大な浸水禍を引き起
こしてきたことから、低地区の浸水対策について、党市議団
として、議会質問や予算要望などを通して
「緊急かつ抜本
的な対策」
を要望し続けていたものです。
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【平成２１年 第２回定例会を終えて】
平成２１年第２回定例会は、
６月９日
（火）
から６月２５日
（木）
までの１７日間にわたって開催され
ました。今議会では、
「鹿児島市税条例一部改正の件」
をはじめ、議案１６件を原案通り可決、
承認ならびに同意しました。一般会計予算は、
７億３,９７９万５千円を追加し、補正後の総額は、
２,０５４億７０８万円となりました。

【可決された決議の要旨】
〈北朝鮮の核実験に抗議する緊急決議〉
北朝鮮が実施した核実験に抗議し、政府においては、国際社会の世論を喚起し、北朝鮮に
対して核実験の中止と核の放棄に向けて、断固たる行動をとるよう求める。
〈振り込め詐欺の撲滅に関する決議〉
巧妙な手口による振り込め詐欺が全国的に多発しており、本市でもその
被害は、本年４月末現在で、昨年1年間の被害件数25件に迫る２１件、
被害額約3,600万円にも上っていることから、総力を挙げて振り込め詐欺
の撲滅に努める。

【お知らせ】

（市啓発用パンフレット）

《市営住宅申込手続きの簡素化》
平成１７年第３回定例会の我が会派の代表質疑において、市営住宅申込時の長い待ち時間
や添付書類に係る経費等の問題について指摘し、
『申込手続きを簡素化し、
住民サービスの向上を図るべき』
と要望。その後、添付書類の省略等により
仮当選方式が導入されました。さらに本年度の第１回（６月）募集からは、
申込書の記入項目の大幅な見直しにより、待ち時間の解消が図られました。
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公明党市議団の
個人質疑より
個人質疑の主な内容

クールアース・デーの取組みについて

問

CO₂削減/ライトダウンキャンペーン（6月
21日、7月7日）
における本市の取組みは。

答

昨年に加えて、松方正義銅像と歴史ロード維新ふ
るさとの道の2箇所が増えて、39施設でのライト
ダウンを予定している。

問

七夕ライトダウンに合わせたノー残業の
実施などに対する本市の見解は。

答

本年度の七夕ライトダ
ウンは、取組みの趣旨
を踏まえ、業務に支障
のない範囲で、できる
だけ残業を行わない
よう呼びかけてまいり
たい。

不妊治療について

問

国の補正予算による助成費の拡大内容
及び実施スケジュールは。

答

国はこれまで特定不妊治療１回につき10万円で
あった助成限度額を15万円に引き上げているが、
具体的な実施スケジュールなどは、今後示される
予定である。

問

特定不妊治療以外の不妊治療に対する
助成を実施している中核市とその助成内
容を示せ。

答

問
答

民間団体から寄贈して頂い
た電動アシスト自転車2台
を活用し、かごしま環境未
来館において6月2日から
試乗体験をして頂いてお
り、このこともホームペー
ジに掲載するなど広報・啓
発に努めてまいりたい。

問
答

国の補正予算による
「女性特有のがん検診
推進事業」の目的及び概要、２２年度以降
の事業予定を示せ。

特定の年齢に達した女性に対して、女性特有のが
ん検診の受診促進と、健康意識の普及啓発により、
健康の保持及び増進を図る目的で、平成20年4月
2日から平成21年4月1日までの間に、子宮頸がん
検 診 は、20歳 から40歳 まで の5歳 刻 み、乳 が ん
検診は、40歳から60歳までの5歳刻みの年齢に
達した女性に、検診費用が無料となるクーポン券、
検診手帳等を送付し、検診に必要な費用を国が補
助する事業である。なお、国は平成22年度以降に
ついては、事業の成果を検証の上検討するとして
いる。

問

国の補正予算に伴う介護職員処遇改善交
付金の目的と今後のスケジュールを示せ。

答

国においては、介護報酬改定（プラス3％）に加え、
さらに他の業種との賃金格差を縮め、介護が確固
とした雇用の場として一層成長していけるよう、介
護職員の処遇改善を行うため「介護職員処遇改善
交付金」を設けた。また、実施のスケジュールは、
本年10月サービス分から適用されることとなって
おり、対象となる事業者に12月には国保連合会か
ら支払いが開始されることになっている。

問

介護施設への今後の指導内容を示せ。

答

本年度の介護施設への指導監督業務を行っていく
中で、適切な職員処遇の観点を含め、
必要な指導をする。また、
「社会福祉
法人・施設指導監査説明会」に
おいて、今回の介護従事者の
処遇改善について説明し、周
知を図っていきたい。

ＤＶ被害者対策について

問

ＤＶ被害者自立の為、中間施設としての
市営住宅の目的外使用に対する見解は。

本市における
「スクール・ニューディール
構想」
への対応について

問

市立学校における太陽光発電システム導入
計画及び校庭芝生化計画の前倒し対応は。

答

緊急に迫られる事情があり、要件を満たす方につ
いては関係部局と協議の上、原則１年以内の入居
を認めると共にその入居
期間中の一般公募による
申し込みも取り扱うこと
とする。

答

事業の進捗を早めることについては、関係部局と
連携を図りながら、検討してまいりたい。

＜その他の質問項目＞
●新エネルギー及び省エネルギー機器導入に対する
助成について
●かごしま環境未来館３Ｒ啓発事業における廃食油
リサイクルについて
●雇用の創出について（下段参照）
●国の本年度補正予算における地域活性化対策について
● 美味のまち鹿児島 魅力づくり事業について
●今後の文化財保存のあり方及び生涯学習や学校教育
への活用について
●地域公民館について（今後の地域公民館の整備・谷
山市民会館への市民等の声に対する対策など）
●在宅で要介護者を介護して
いる高齢者世帯等に対する
サポートについて

介護従事者の処遇改善について

電動アシスト自転車普及促進事業について
市民への試乗機会の提供等に
よる啓発の取組みは。

鹿児島市を除く40の中核市のう
ち、9市が一般不妊治療に対して
も助成を行い、その助成限度額は
3万円から5万円となっている
（こ
れとは別に大分市が独自の助成）
。

がん検診について

鹿児島市の緊急経済・雇用対策事業 ［６月補正予算関係］
〜

主な
取組み

予算額

約７億 1,300 万円

〜

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
予算額 約 7,100 万円 雇用予定者数 80 人
● 主な事業 ① 悪質商法・振り込め詐欺被害防止強化事業
② ちびっこ広場安全点検事業
③ がん検診受診率向上対策事業

ふるさと雇用再生特別基金事業
予算額 約 7,700 万円 雇用予定者数 22 人
● 主な事業 ① 大島紬アンテナショップ運営事業
② ソーシャルビジネス育成・支援事業

公共事業の前倒し

予算額

約５億 5,900 万円

● 主な事業 ① 道路維持・側溝整備・舗装新設改良事業
② 市営住宅ストック総合改善事業

その他事業

予算額

600 万円（増額補正）

● 電動アシスト自転車普及促進事業

電動アシスト自転車購入に対する助成
（上限3万円）
の希望者が多いため、
当初予算と同額の600万円
（約200件分）
を増額補正するもの

