
昨年8月、中央公民館から鹿児島中央駅前のキャンセビルに
移転した市結婚相談所（マリーサポートかごしま）を訪問、調
査しました。
交通至便な立地に加え、開所時間の見直し等により、ひと月

平均の新規登録者数（31人（27年度）⇒71人（28年8月～2
月））も伸びており、結婚支援に係る各種事業とも連動し、更に
安心して結婚できる環境づくりに努めていくとのことでした。
私たちは、利用者アンケートの調査結果などから、少子化対策

の一つでもある非婚化・晩婚化の改善が必要であると考え、これ
まで市結婚相談所の所管・設置場所等の変更を含め、民間事業
者等との連携により、婚活に関する講座の開催や結婚を希望す
る未婚者の出会いの場のコーディネートなどを要望してきました。

※市役所への問い合わせは、サンサンコールかごしま ☎099-808-3333まで（年中無休 あさ8時～よる9時）
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市民相談はお気軽に公明党市議団へ TEL.099-216-1439
し ら が 郁 代 崎元 ひろのり 小森 のぶたか 長 浜   昌 三 上田 ゆういち 松 尾  ま こ と

平成29年第1回定例会においては、一般会計で2,411億2,700万円、特別会計1，380億100万円、企業会計630億
6,700万円、総額4,421億9,500万円の平成29年度当初予算を含め、条例制定・改正などの議案37件を原案通り可決
承認し、また「指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書」を全会一致で可決し、37日間の日程
を終了しました。 

移転した市結婚相談所（マリーサポートかごしま）が好評！！

●11時～20時、但し月曜・祝日・12/29～1/3休業 　●利用料無料：登録、相談等の費用は一切ありません

鹿児島市の平成２９年度 一般会計歳入歳出予算規模　２，411億円
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公明党市議団の主張が実現しました！！（主な項目）

●平川動物公園行のシャトルバスは５/３～６の期間、谷山港３丁目の県有地から運行

●空家活用アドバイザー派遣事業（公的活用希望団体等と空家所有者とのマッチングなど）
●地域防災計画「火山災害対策編」に『大量降灰対策』を追加策定検討
●民間建築物耐震化促進事業を拡充
　（耐震アドバイザー派遣制度を創設）

●ＪＲ上伊集院駅の大規模バリアフリー化への助成（エレベーター新設など）

●新生児聴覚検査費用の一部を市が助成（上限3千円、4/1生まれから）

●安全・安心な地域の構築を推進するため「国土強靭化地域計画」の策定に着手

●「難病対策地域協議会」を設置（難病患者とその家族の安定した療養生活の確保等を図る）
●生物多様性地域戦略に基づき、小学生向け教材の作成に着手
●市立美術館の館内表示等の多言語化を推進
　（外国人観光客の利用促進）

●交通局にリフト付き貸切観光バスを導入
　（車椅子のまま乗降可能、平成31年度納車予定）

●黒神埋没鳥居前に退避壕を新設
　（案内表示の多言語対応、緊急連絡先の表記など）

●市有施設にリース方式によるＬＥＤ照明を導入
　（谷山支所・松元平野岡体育館等）

●出会い・ふれあい企業対抗運動会を拡充
　（日置市・いちき串木野市・姶良市と連携し、9/24開催予定）

●しごと情報ポータルサイト構築事業（市内の仕事に関する情報をワンストップで提供）

介護予防の新しいサービスが始まります！

●お問い合わせ
保健センター又は支所の保健福祉窓口

●平成32年度開設予定
●お問い合わせ：公園緑化課

市立病院跡地基本計画（素案）を発表
民間活用など公明党の提案が盛り込まれました!
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■お問い合わせ／市結婚相談所（マリーサポートかごしま） 鹿児島市中央町１０キャンセビル７階 

●写真左３人目から、白賀・崎元・長浜・小森・松尾・上田

☎099‐252‐1888

■ 調理・洗濯・掃除などの生活援助のみのサービス
■ ３時間程度の運動・入浴などのデイサービス等

■ 体操を中心とした健康づくりの場
  「よかよか元気クラブ」

①対象は要支援１・２の人に加え、生活機能の低下が
　みられると認定された方
  （新たなサービス内容）

②６５歳以上の全ての方への新たなサービス内容

（単位：百万円）

●30年ぶりに桜島の黒神町に新設された退避壕

●リフト付き観光バスのイメージ

●お問い合わせ：長寿あんしん相談センター（市内17ヶ所）
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公明党鹿児島市議団

市政報告 〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市議会公明党控室
TEL.099-216-1439
FAX.099-216-1498
URL
http://komei-kagoshimashi.com

■ 党市議団団長　
■ 建設委員会委員
■ 議会運営委員会副委員長
■ 桜島爆発対策特別委員会委員

HP http://komeikg-komori.sblo.jp/
FB https://www.facebook.com/nobutaka.komori
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小森のぶたか
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今後は、国や県の動向を注視するととも
に引き続き、地域福祉の中核的役割を担う
市社協などの関係機関と連携しながら検討
することとしており、２９年度は成年後見制
度利用支援連絡会において意見交換等を
行っていきたい。

答

問 今後の取組みは。

「成年後見センター」の設置等の検討

現物給付方式に係る動向として、県は平
成30年10月から、住民税非課税世帯の未就
学児を対象に、医療機関等における窓口負
担をゼロとする考えが示され、29年度に、有
識者懇談会を設置することとされている。
本市としては、市町村への財政措置等に

も十分に配慮しながら、窓口での一時払い
完全ゼロの実現に向けて取り組んでいただ
くよう要望していきたい。

答

問 現物給付に係る県の動向及び本市の対応は。

こども医療費助成事業

国は、29年度から産婦健康診査の費用
助成など産後の初期段階における支援を強
化することとしており、本市においては、助
成要件である産婦人科医や精神科医の確
保・連携などを含め、関係先と協議してい
きたい。

答

問 産後うつの国の新たな施策に対する本市
の対応は。

産後うつの支援

地域住民を対象としたマニュアルについ
ては、他都市の状況も踏まえながら、検討し
ていきたい。

答

問 地域住民で主体的に避難所運営ができる
マニュアルの作成を。

災害発生時における
避難所運営のマニュアル

新たに選択できるサービス・支援を充実す
ることで、高齢者の自立支援と介護予防の
推進が図られると考えている。

答

問 ２９年４月から始まる介護予防・日常生活
支援総合事業の効果は。

介護予防の取組み

路面電車観光路線の新設は、ルート案の
整理、検討や関係機関との協力体制の構築
を目的として「路面電車観光路線導入連絡
会議」を設置し、事業の前進を図る事とした。
今後、この会議等を通じて、県をはじめ関係
機関とより一層、緊密に取り組んでいきたい
と考えている。なお、実現の時期については
本港区における県の施設整備の方針が明確
になった時点で、基本計画策定等に着手す
る事とし、着手後、少なくとも４、５年の期間
を要するものと考える。

答

問 森市長が実現に意欲を示されている、路
面電車の延伸について、どのように県等と
連携を図り実現に向けて取り組むのか、また
実現の時期をどのように想定しているのか
市長の思いは。

市長の政治姿勢

鹿児島市のこども医療費助成事業は、２８年４月から
は、我が会派の要望であった「中学３年生まで」を助成
対象としています。
近年、全国の自治体において、子育
て世帯の医療費負担軽減の動きが
加速しており、今回、県の新たな動
きがあったことから、改めて、保護
者が立替え払いをしなくて済む現物
給付の早期導入を要望しました。

質問の背景等

熊本地震では、避難所担当の職員だけでは仕事量が
多く、本来の業務にも支障をきたしたとのことです。

国の「避難所運営ガイドライン」
には、地域住民でも避難所の運
営ができるように、女性の視
点も取り入れた避難所運営の
マニュアルを作成する必要性
が指摘されています。

質問の背景等

これまで、介護予防の重要性と取
組みの強化を求めてきています。
新たな介護予防の事業が始まり

ますが、元気なうちに予防に取り組
むことが大切です。（裏面参照）

質問の背景等

妊娠や出産によるホルモンのバランスの急激な変化
や育児への不安、社会的孤独など多様な要因から産後
うつ病を発症する割合は、国の調査によると平成25

　年は９％となっており、高い発症率
のようです。
子どもへの虐待や育児放棄
女性本人の自殺などに繋がる恐
れがあり、その支援は喫緊の課
題となっています。

質問の背景等

これまで本会議等で、本市におい
ても成年後見制度の利用ニーズが
高まっている現状を明らかにし、認
知症高齢者や障がい者の権利擁護
につながる同制度の利用環境の整備
の必要性を訴え続けてきました。
この度、本市第五次総合計画後期基本計画に新たに
成年後見に係る総合相談・支援等の役割を担う「『成年
後見センター』の設置等の検討」が盛り込まれたところ
です。今後も引き続き、市民後見人の養成を含め、成年
後見制度の利用促進に向けた早急な体制整備を推進
していきます。

質問の背景等

29年度から回収や仕分け作業を障がい
者施設等と連携して取組む予定としており
今後とも回収量の増加が図られるよう、周
知・広報に努めたい。

答

問 これまで提案している福祉との連携を含
めた新年度の取組みは。

小型家電リサイクル事業

図書資料を確保し、利用者サービスの向
上を図るため、雑誌のカバーを民間事業者
等に広告媒体として提供し、雑誌の購入代
金を負担してもらうものである。これにより
雑誌コーナーの資料の充実が図られ、市民
が読みたい雑誌を、より閲覧しやすくなると
考えている。

答

問 事業の目的・概要・効果は。

市立図書館の
雑誌スポンサー制度導入事業

27年から事業化された小型家電リサイクルについて
は、福祉との連携した取組みによって、障がい者の社会
参加につなげることが重要であると主張してきました。
新年度の事業において、障がい者施設等と連携した
取組みがなされることから、今後は障がい者の工賃
アップにつながる取組みを要望しました。

質問の背景等

広告掲載等を活用した増収・経費削減策の一つとし
て、制度導入を提案してきました。図書館は27年度
266種類5,238冊の雑誌を約3,745千円で購入してい
ます。29年度40冊分の雑誌購入費に、広告掲載等に関
する費用を充てる予定です。

質問の背景等

　　　　　　　　　　　　　　　●団地再生推進事業●女性が活躍できる環境づくり●交流人口の拡大●かごしま連
携中枢都市圏●新行政改革大網（第六次）策定●非常勤職員等の処遇見直し●新年度予算●公共施設等総合管理計画
●ネクスト“アジア・鹿児島”イノベーション戦略策定事業●桜島火山爆発対策●燃やせないごみ資源化事業●子どもの
未来応援事業●病児・病後児保育事業●児童発達支援●地域生活支援拠点事業●桜島・錦江湾ジオパーク●大河ドラ
マ「西郷どん」プロジェクト推進事業●発注関係事務の運用に関する指針●住宅セーフティネット制度●三和町の市有地
貸付地●ドクターカー●常備・非常備の資機材整備●おやじの会活動支援事業●病院事業経営計画の主な見直し内容
●第二次交通事業経営健全化計画策定●指定給水装置工事事業者制度●桜島フェリーの利用増●電子母子健康手帳
●安心安全地域リーダー育成事業●特別支援教育●避難所運営ゲーム（HUG）●移動式赤ちゃんの駅

その他の主な質問項目

参考イメージ：県立図書館

公明党市議団の
主な質疑内容

平成29年 第１回定例会

本会議質問の録画を鹿児島市議会インターネット議会中継 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｇｏｓｈｉｍａ‐ｃｉｔｙ．ｓｔｒｅａｍ．ｊｆｉｔ．ｃｏ．ｊｐ／ から視聴できます。




