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令和４年（第３回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和４年８月30日（火曜日）午前10時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第53号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第54号 山鹿市部落差別をなくす等人権を守る条例の一部を改正する条例 

議案第55号 山鹿市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例 

議案第56号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号） 

議案第58号 令和４年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第59号 工事請負契約の締結について 

議案第60号 財産の取得について 

認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第３号 令和３年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第４号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第５号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

認定第６号 令和３年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 令和３年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第８号 令和３年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 令和３年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第10号 令和３年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第11号 令和３年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

報告第８号 令和３年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告について 

報告第９号 専決処分の報告について 
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報告第10号 専決処分の報告について 

報告第11号 専決処分の報告について 

報告第12号 一般財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告について 

報告第13号 株式会社小栗郷の経営状況の報告について 

報告第14号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 
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教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

総務部首席審議員    池 田 淳 志 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    山 﨑 寿 雄 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

建 設 部 長    松 尾 正 都 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    有 尾 壽 朗 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    野 満 ふみ子 

経 済 部 次 長    栗 原 昭 浩 

建 設 部 次 長    山 城 一 夫 

水 道 局 長    阿蘇品   健 

教 育 部 次 長    園 田 正 尚 

市民医療センター事務部次長    髙 山 英 雄 

人 権 啓 発 課 長    長 迫   貴 

地 域 生 活 課 長    鬼 塚 敦 夫 

福 祉 援 護 課 長    原   幸 徳 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    森   英 州 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

ただいまから令和４年（第３回）山鹿市議会９月定例会を開会いたします。 

会議に先立ち、市長から挨拶の申し出があっておりますので、これを許可いたし

ます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

皆さん、おはようございます。 

令和４年９月定例会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

本市のことしの梅雨明けは、統計開始以来 も早い６月28日でした。このため、

ことしの夏は例年にも増して長く暑い猛暑となり、市民の皆様もご苦労が多かった

ことと思います。 

また、７月から８月の中旬にかけて、西日本から北日本の広い範囲で大雨が降り、

特に東北地方や北陸地方では断続的に激しい雨が降り続き、線状降水帯の発生によ

る河川の氾濫や土砂崩れ、広範囲の浸水被害が出たことは記憶に新しいところです。 

一方、新型コロナウイルス感染症につきましては、７月以降全国的にオミクロン

ＢＡ.５への置きかわりが進むにつれて感染者が急増し、熊本県では８月２日に熊

本ＢＡ.５対策強化宣言が発表されました。 

本市におきましても、この感染第７波で連日100名以上の感染者が確認され、市

内の医療機関には発熱外来の受診希望者が殺到するなど、医療提供体制は危機的な

状況に陥りかけました。また、消防職員にも感染が広がり、十分な救急体制が維持

しにくくなるなど、市民の安全・安心を支える社会基盤にも影響が出ました。 

本市の一大イベントである灯籠まつりにつきましては、３年ぶりの開催に向けて

着々と準備を進めておりましたが、私自身、感染が急拡大し、医療提供体制がひっ

迫する中、行動制限をかけずに開催すれば、取り返しのつかない事態になりかねな

いとの強い危機感を抱きました。その上で、何より市民の皆様の健康とまつりの伝

統を守るために、灯籠まつり実行委員会に対して、千人灯籠踊りなど関連イベント

の中止要請をさせていただきました。 

開催まで２週間を切った中、３年ぶりの本格的開催を心待ちにしておられた方々

やまつりの成功に向けてご尽力いただいた関係者の皆様の思いを考えますと、まさ

に苦渋の決断でございましたが、今般の対応につきまして何とぞご理解を賜りたい

と思います。来年こそは、大勢のお客様にご来場いただいた中に、灯籠まつりの全

ての行事・イベントが無事に開催できることを切に願っております。 
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本定例会においてご審議いただきます議案は、条例４件、予算２件、その他２件

の計８件と、認定11件及び報告７件でございます。これら諸議案につきましては、

担当職員が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまし

て、開会のご挨拶といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○服部香代 議長 

直ちに、本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、有働辰喜議員、

勢田昭一議員を指名いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定 

○服部香代 議長 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月16日までの18日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 議案第53号～議案第60号・認定第１号～認定第11号 

報告第８号～報告第14号 

○服部香代 議長 

日程第３、議案第53号から報告第14号までの全案件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第53号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て、ご説明申し上げます。 

本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正等に伴い、非常勤職員の子

の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和及び１歳以降の育児休業の取得の

柔軟化等に係る所要の規定の整備を行うものでございます。 

附則といたしまして、この条例は令和４年10月１日から施行し、必要な経過措置



－ 8 － 

を定めるものです。 

続きまして、議案第54号 山鹿市部落差別をなくす等人権を守る条例の一部を改

正する条例について、ご説明申し上げます。 

本案は、部落差別の解消に関する法律及び熊本県部落差別の解消の推進に関する

条例の施行等を踏まえまして、名称、目的、相談体制に関する規定など、所要の規

定の整備を行うものでございます。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

以上で、説明を終わります。  

○服部香代 議長 

松尾建設部長。 

［松尾正都 建設部長 登壇］ 

○松尾正都 建設部長 

議案第55号 山鹿市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について、

ご説明申し上げます。 

本案は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の改正に伴い、引

用する条項の整理をするとともに、入居者資格について所要の規定の整備を行う必

要があり、提案するものです。 

主な改正内容につきましては、里親制度における里子等、同居親族に準ずる者と

同居する者も入居要件を満たすものとして法令の改正が行われたことにより、本市

の特定公共賃貸住宅についても当該里親制度における里子等と同居する者を入居者

資格に加えるものです。 

附則としまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

有尾消防長。 

［有尾壽朗 消防本部消防長 登壇］ 

○有尾壽朗 消防本部消防長 

議案第56号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例について、ご説明申し上げます。 

本案は、本市消防団員の実員数が減少し、条例定数と隔たりがあることから、消

防団員の定員を現行の2000人から1800人に改定するため提案するものでございます。 

附則といたしまして、この条例は令和４年10月１日から施行するものでございま

す。 

以上で、説明を終わります。 
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○服部香代 議長 

大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）につきまして、ご説

明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は、５億8270万円です。内訳につきましては、コ

ロナ禍における物価高騰対策関連経費２億4100万円、令和４年豪雨により被害を受

けた林業用施設及び土木施設の災害復旧費7018万3000円、国・県精算返納金２億

1707万6000円、その他の一般行政経費5444万1000円です。 

補正後の総額は、316億4747万7000円であります。 

４ページをお願いいたします。 

第２表は、債務負担行為補正です。１つ目は、八幡小学校の屋内運動場整備事業

について、コロナ禍における物価・資材価格高騰の影響により、入札不落となりま

したので、限度額を変更し、あわせて適正な工期を確保するため、令和６年度まで

事業期間を延長するものです。２つ目は、令和５年度の外国語指導助手業務につい

て、追加するものです。 

５ページをお願いいたします。 

第３表は、地方債補正です。災害復旧事業について、限度額を変更するものです。 

続きまして、補正予算の主な内容につきまして、歳出によりご説明申し上げます。 

19ページをお願いいたします。 

（款）民生費、（目）社会福祉総務費の中の管理経費41万4000円は、熊本県から

山鹿保健所跡地を取得することに伴い、事務所等の施設の維持に要する経費です。 

20ページをお願いいたします。 

（目）児童家庭支援費の補正額２億4100万円は、コロナ禍における物価高騰等の

影響を受けている子育て世帯への緊急的な生活支援の一環として、子供１人当たり

３万円分の子ども応援券を配付するものです。子ども応援券の使用期間は、令和４

年11月から令和５年１月末までを予定しております。なお、子ども応援券の使用期

間を考慮し、令和４年11月１日から令和５年３月31日までの間に、出生又は本市に

転入した子供につきましては、現金３万円を給付します。 

23ページをお願いいたします。 

（款）農林水産業費、（目）農業振興費の中の農業担い手支援総合対策事業1244

万9000円は、国の経営発展支援事業補助金の採択を受け、新規就農者の機械・施設
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導入を支援するものです。 

次の農産物生産振興事80万円は、熊本県の次代につながる熊本の果樹強化対策事

業補助金を活用し、栗の生産者減少や高齢化対策に寄与する作業機器導入を支援す

るものです。 

（目）農業振興施設費の補正額1165万3000円は、水辺プラザかもとの浴室天井張

替工事に伴う休業について、指定管理協定のリスク分担規定に基づき、指定管理料

を増額するものです。 

（目）畜産業費の補正額90万9000円は、熊本県の環境保全型農業総合支援事業補

助金の採択を受け、家畜排せつ物の円滑な堆肥流通利用に寄与する機械導入を支援

するものです。 

24ページをお願いいたします。 

（款）商工費の（目）商工施設費の補正額241万4000円は、さくら湯の浴室内木

部材防腐塗装工事に伴う休業について、指定管理協定のリスク分担規定に基づき、

指定管理料を増額するものです。 

25ページをお願いいたします。 

（款）教育費、（目）小学校費の学校管理費の補正額31万4000円は、経済的な理

由等により生理用品の入手が困難な児童のために、各学校に生理用品を配布するも

のです。 

26ページをお願いいたします。 

（目）中学校費の学校管理費の補正額112万9000円のうち68万6000円は、小学校

と同様に、生理用品の入手が困難な生徒のために同様の措置をとるものです。また、

競技出場44万3000円は、市内中学校各部の全国大会への競技出場を支援するもので

す。 

27ページをお願いいたします。 

（目）幼稚園費の中の私立幼稚園・認定こども園費2101万円は、市内の私立保育

園が認定こども園に移行したことに伴う、運営費の増額です。 

28ページをお願いいたします。 

（款）災害復旧費、（目）林業用施設災害復旧費から、29ページ（目）土木施設

災害復旧費までの補正額合計7018万3000円は、令和４年豪雨に係る災害復旧費です。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 
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議案第58号 令和４年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いします。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億7282万8000円を追加し、68億7470万

8000円とするものです。 

補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

５ページをお願いいたします。 

下段の３、歳出、（款）諸支出金、（目）償還金の補正額１億7282万8000円は、

令和３年度介護給付費及び地域支援事業費等の確定に伴う国・県支出金の精算返納

金でございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

有尾消防長。 

［有尾壽朗 消防本部消防長 登壇］ 

○有尾壽朗 消防本部消防長 

議案第59号 工事請負契約の締結について、ご説明申し上げます。 

本案は、山鹿消防署東分署庁舎建設等工事の請負契約について、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を経る必要があり提案するものです。 

契約の目的は、山鹿消防署東分署庁舎建設等工事でございます。 

契約の方法は、一般競争入札であります。 

契約の金額は、４億8730万円です。 

契約の相手方は、芋生・中村建設工事共同企業体、代表者は山鹿市鹿北町芋生

1625番地、有限会社芋生工務店、代表取締役、芋生岩男氏でございます。 

２ページをご覧ください。 

工事の場所は山鹿市鹿本町津袋地内、工事の概要は庁舎の構造が鉄骨造平家建て、

建築面積は690.60平方メートル、延べ床面積は458.40平方メートル、内容は建築工

事一式、その他記載のとおりでございます。 

工期は、本契約の成立日の翌日から令和５年９月30日まででございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 
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議案第60号 財産の取得について、ご説明をいたします。 

本案は、スクールバスの取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるため提案するも

のでございます。 

取得する財産は、スクールバス33人乗り４台です。 

契約の方法は指名競争入札で、取得金額は3444万9000円でございます。 

契約の相手方は、山鹿市蒲生1713番地の１、有限会社マイカーランドマツヤマ、

代表取締役、松山新氏でございます。 

本件は、遠距離通学対策において、山鹿、平小城、三岳小学校の統合及びめのだ

け小学校のスクールバスとして取得するものでございます。 

以上、ご説明を終わります。 

○服部香代 議長 

大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説

明申し上げます。 

２ページをお願いいたします。 

歳入合計欄の予算現額342億435万9775円、調定額336億5348万102円に対しまして、

収入済額は331億2419万2426円です。不納欠損額は2507万6818円、収入未済額は５

億421万858円です。 

３ページをお願いいたします。 

歳出合計欄、歳出合計欄の予算現額342億435万9775円に対しまして、支出済額は

306億2227万6328円であり、予算執行率は89.5％です。翌年度繰越額は、明許繰越

及び事故繰越を合わせまして16億9453万6547円、不用額は18億8754万6900円です。 

64ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。 

３の歳入歳出差引額25億191万6000円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源は１億

6028万3000円であり、結果、実質収支額は23億4163万3000円です。 

なお、決算に係る附属資料としまして、主要施策の成果に関する説明書及び財政

状況に関する資料を作成しておりますので、あわせてご参照ください。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

野満福祉部次長。 
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［野満ふみ子 福祉部次長 登壇］ 

○野満ふみ子 福祉部次長 

認定第２号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、ご説明いたします。 

１ページをお願いします。 

歳入合計の欄によりご説明をいたします。 

予算現額71億1097万6000円、調定額71億9240万1472円に対しまして、収入済額は

69億9387万8763円、不納欠損額は1653万1730円、収入未済額は１億8199万979円で

す。 

２ページをお願いいたします。 

歳出合計の欄により、ご説明をいたします。 

予算現額71億1097万6000円に対しまして、支出済額は68億5297万5960円、不用額

は２億5800万40円です。 

７ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は、１億4090万2803円です。 

18ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。 

歳入歳出差引額及び実質収支額ともに１億4090万3000円です。このうち、地方自

治法第233条の２の規定により、4000万円を国民健康保険事業特別会計財政調整基

金に編入いたしております。 

続きまして、認定第３号 令和３年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、ご説明いたします。 

１ページをお願いします。 

歳入合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額８億5122万1000円、調定額８億2813万7005円に対しまして、収入済額は

８億2720万1805円、不納欠損額は１万2400円、収入未済額は92万2800円です。 

２ページをお願いいたします。 

歳出合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額８億5122万1000円に対しまして、支出済額は８億712万5810円、不用額

は4409万5190円です。 

５ページをお願いします。 

歳入歳出差引残額は、2007万5995円です。 

10ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。 
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歳入歳出差引額及び実質収支額ともに2007万6000円です。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

山城建設部次長。 

［山城一夫 建設部次長 登壇］ 

○山城一夫 建設部次長 

認定第４号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入総計表の歳入合計欄により、ご説明いたします。 

予算現額７億7147万2000円、調定額７億6778万1717円に対しまして、収入済額は

７億4956万8567円、収入未済額は403万8305円でございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳出総計表の歳出合計欄によりご説明いたします。 

予算現額７億7147万2000円に対しまして、支出済額は７億4956万8567円でござい

ます。 

５ページをお願いします。 

歳入歳出差引残額はゼロ円でございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

野満福祉部次長。 

［野満ふみ子 福祉部次長 登壇］ 

○野満ふみ子 福祉部次長 

認定第５号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額71億1346万4000円、調定額70億5898万4772円に対しまして、収入済額70

億4198万1790円、不納欠損額549万356円、収入未済額1151万2626円でございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳出合計の欄によりご説明いたします。 

予算現額71億1346万4000円に対しまして、支出済額66億2836万4426円、不用額４

億8509万9574円でございます。 

７ページをお願いしたします。 
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歳入歳出差引残額は、４億1361万7364円でございます。 

19ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。 

歳入歳出差引額及び実質収支額ともに４億1361万8000円でございます。このうち

地方自治法第233条の２の規定により、１億2800万円を介護給付費準備基金へ編入

いたしております。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

栗原経済部次長。 

［栗原昭浩 経済部次長 登壇］ 

○栗原昭浩 経済部次長 

認定第６号から第８号までの財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説

明申し上げます。 

まず、認定第６号 令和３年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入について、合計欄でご説明いたします。 

予算現額48万円、調定額50万4393円に対しまして、収入済額は50万4393円です。 

２ページをお願いいたします。 

歳出につきまして、合計欄でご説明いたします。 

予算現額48万円に対しまして、支出済額８万9040円です。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は41万5353円です。 

次に、認定第７号 令和３年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入について、合計欄でご説明いたします。 

予算現額613万9000円、調定額611万4164円に対しまして、収入済額は611万4164

円です。 

２ページをお願いいたします。 

歳出につきまして、合計欄でご説明いたします。 

予算現額613万9000円に対しまして、支出済額487万4000円です。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は124万164円です。 
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次に、認定第８号 令和３年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入について、合計欄でご説明いたします。 

予算現額44万4000円、調定額462万8869円に対しまして、収入済額は462万8869円

です。 

２ページをお願いいたします。 

歳出につきまして、合計欄でご説明いたします。 

予算現額44万4000円に対しまして、支出済額10万3557円です。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は452万5312円です。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

阿蘇品水道局長。 

［阿蘇品健 水道局長 登壇］ 

○阿蘇品健 水道局長 

認定第９号 令和３年度山鹿市水道事業会計決算の認定について、ご説明申し上

げます。 

１ページをお願いいたします。 

収益的収入及び支出につきまして、収入から申し上げます。 

（第１款）水道事業収益は、予算額５億7807万1000円に対しまして、決算額は５

億6747万6509円であります。 

次に、支出でございます。 

（第１款）水道事業費用は、予算額５億5283万円に対しまして、決算額は５億

4571万5971円となっております。 

２ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出につきまして、収入から申し上げます。 

（第１款）資本的収入は、予算額１億6137万1000円に対しまして、決算額は１億

5745万1596円であります。 

次に、支出でございます。 

（第１款）資本的支出は、予算額３億8057万4000円に対しまして、決算額は３億

7251万9886円となっております。 

５ページをお願いいたします。 

令和３年度水道事業会計剰余金処分計算書(案)であります。 
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剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条の規定に基づき、未処分利

益剰余金2191万7615円のうち、資本金としまして1224万1362円を組み入れ、減債積

立金に650万円、建設改良積立金に317万6253円を、それぞれ積み立てるものでござ

います。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

髙山市民医療センター事務部次長。 

［髙山英雄 市民医療センター事務部次長 登壇］ 

○髙山英雄 市民医療センター事務部次長 

認定第10号 令和３年度山鹿市病院事業会計決算の認定について、ご説明申し上

げます。 

１ページをお願いいたします。 

収益的収入及び支出について、収入からご説明いたします。 

（第１款）病院事業収益は、予算額40億1101万8000円、決算額は43億8146万2002

円であります。 

次に支出、（第１款）病院事業費用は、予算額39億7826万7000円、決算額は38億

6890万373円であります。 

続いて、２ページでございます。 

資本的収入及び支出について、収入からご説明いたします。 

（第１款）資本的収入は、予算額１億1825万円、決算額は１億768万円でありま

す。 

次に、（第１款）資本的支出、予算額５億7316万円、決算額５億6342万6908円と

なっております。 

続きまして、３ページ、損益計算書になります。 

１の医業収益32億2627万7496円、２の医業費用36億8863万3783円となり、差し引

き４億6235万6287円が医業損失でございます。 

次に、経常収支になりますが、医業損失に３の医業外収益を加え、４の医業外費

用を差し引いた結果、５億672万932円が経常利益となります。 

終的な令和３年度の総収支につきましては、経常利益に５の特別利益を加え、

６の特別損失を差し引いた５億392万389円が当年度純利益です。 

したがいまして、前年度繰越欠損金８億875万8679円から、当年度純利益を控除

した結果、３億483万8290円を翌年度繰越欠損金としております。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 
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山城建設部次長。 

［山城一夫 建設部次長 登壇］ 

○山城一夫 建設部次長 

認定第11号 令和３年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について、ご説明申し

上げます。 

１ページをお願いします。 

収益的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。 

（第１款）下水道事業収益、予算額12億7380万1000円に対しまして、決算額は13

億1565万1968円でございます。 

次に、支出について、ご説明いたします。 

（第１款）下水道事業費用、予算額12億4747万7000円に対しまして、決算額は12

億3978万3218円でございます。 

２ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。 

（第１款）資本的収入、予算額５億6179万3000円に対しまして、決算額は３億

7578万2485円でございます。 

次に、支出について、ご説明いたします。 

（第１款）資本的支出、予算額９億7868万4000円に対しまして、決算額は７億

9496万4862円でございます。 

５ページをお願いいたします。 

令和３年度山鹿市下水道事業会計剰余金処分計算書(案)でございます。 

剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条の規定に基づき、未処分利

益剰余金１億5397万4136円のうち、資本金として6078万5756円を組み入れ、減債積

立金として6567万9420円を積み立てるものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

報告第８号 令和３年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第22条第１項の規定により、ご報告申し上げます。 

１、健全化判断比率の１つ目、実質赤字比率につきましては、一般会計の収支は

黒字決算のため、比率なしです。 
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２つ目、連結実質赤字比率につきましても、一般会計、特別会計及び公営企業会

計を連結した収支合計が黒字決算のため、比率なしです。 

３つ目、実質公債費比率につきましては9.4％です。 

次の将来負担比率につきましては、地方債の償還額等の将来負担額よりも、普通

交付税に後年度算入される地方債の算入額や財政調整基金等が上回っており、比率

なしです。 

続きまして、２、資金不足比率につきましては、公営事業会計において資金不足

は生じておりませんので、比率なしです。 

続きまして、報告第９号 専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定により、車両事故に係る損害賠償の額の決定及

び和解について専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告するもの

です。 

２ページをお願いいたします。 

事故発生日時は、令和４年５月20日、午前９時５分ごろです。 

相手方の住所、氏名は記載のとおりです。 

事故の概要は、山鹿市役所駐車場において、出庫するために前進した公用車と市

道東市役所線から当該駐車場に進入してきた相手方車両が衝突し、双方の車両が損

傷したものです。 

損害賠償の額は、７万4340円です。 

和解事項として、山鹿市は相手方に対し損害を賠償し、両者は本和解条項に定め

るほか、本件事故に関し、何ら債権債務がないことを確認するものです。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

報告第10号 専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定により、車両事故に係る損害賠償の額の決定及

び和解について専決処分を行いましたので、同条第２項の規定によりご報告するも

のです。 

２ページをお願いします。 

事故発生日時は、令和４年３月１日、午前11時30分ごろです。 

相手方の住所、氏名は、記載のとおりです。 

事故の概要は、出生後の乳児宅訪問時に相手方の敷地内において、訪問後、車庫
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から出庫するために後進していた公用車が当該車庫の支柱に接触し、これを損傷さ

せたものです。 

損害賠償額は、３万8500円です。 

和解事項として、山鹿市は相手方に対し損害を賠償し、両者は本和解条項に定め

るほか、本件事故に関し、何ら債権債務がないことを確認するものです。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

有尾消防長。 

［有尾壽朗 消防本部消防長 登壇］ 

○有尾壽朗 消防本部消防長 

報告第11号 専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定により、車両事故に係る損害賠償の額の決定及

び和解について専決処分を行いましたので、同条第２項の規定によりご報告申し上

げます。 

２ページをお願いいたします。 

事故発生日時は、令和４年６月15日、午後５時30分ごろです。 

相手方の住所、氏名は、記載のとおりございます。 

事故の概要は、山鹿市鹿本町津袋地内の私有地駐車場において、救急業務の実施

中に救急自動車のバックドアを開けた際、隣接して駐車されていた相手方車両に当

該ドアが接触し、損傷させたものでございます。 

損害賠償の額は、８万9800円です。 

和解事項といたしまして、山鹿市は相手方に対し損害を賠償し、両者は本和解条

項に定めるほか、本件事故に関し、何ら債権債務がないことを確認するものです。 

以上、ご報告いたします。 

○服部香代 議長 

池田総務部首席審議員。 

［池田淳志 総務部首席審議員 登壇］ 

○池田淳志 総務部首席審議員 

報告第12号 一般財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況につきまして、地方自

治法の規定により、ご報告申し上げます。 

３ページをお願いいたします。 

令和３年度の事業報告です。 

２、事業の内容、（１）自主事業及び公益目的事業としまして、３ページから６

ページ掲載の地域資源を活かした文化・福祉・観光スポーツなどに関する地域振興
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事業を実施いたしております。一部の事業につきまして、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止と参加者の安全等を考慮し中止しておりますが、多くの事業につ

きましては感染拡大防止対策を徹底した上で、規模を縮小するなどして実施いたし

ております。 

６ページをお願いいたします。 

（２）受託事業としましては、指定管理者として八千代座やさくら湯などの施設

の管理運営業務を行うとともに、山鹿灯籠踊り保存会に関する業務や、観光振興に

係る業務等を受託しております。 

次の７ページから８ページには、各受託施設の入場者数や使用料収入などの利用

状況を掲載しておりますが、八千代座や灯籠民芸館につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受け、昨年に引き続き減少しております。しかし、市民交流

センター、カルチャースポーツセンター及びさくら湯につきましては、事業等の実

施並びに施設の徹底した感染対策の効果もあり、昨年より利用者、使用料収入、と

もに増加している状況でございます。 

次に、９ページから11ページにかけまして、収支計算書を掲載しております。 

まず、９ページの収入でございますが、一番右下の経常収益の合計は２億9025万

5261円でございます。 

次に、10ページの支出でございます。 

同じく、一番右下の経常費用の合計は、２億1628万5602円でございます。 

11ページをお願いいたします。 

収入合計から支出合計を差し引いた一番右下の当期一般正味財産増減額の7396万

9659円が翌年度への繰越金となります。この繰越金額には基本財産の3000万円を含

んでおります。 

次の12ページ以降には、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録を、16ペー

ジ以降には、令和４年度の事業計画及び収支予算書を掲載しておりますので、ご参

照いただきたいと存じます。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

栗原経済部次長。 

［栗原昭浩 経済部次長 登壇］ 

○栗原昭浩 経済部次長 

報告第13号及び第14号 法人の経営状況につきまして、地方自治法の規定により、

ご報告申し上げます。 

まず、報告第13号 株式会社小栗郷でございます。 
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３ページをお願いします。 

令和３年度の事業報告でございます。 

株式会社小栗郷は、道の駅小栗郷、木工体験施設及び小栗郷カントリーパークの

管理運営に当たっております。 

令和３年度は、いまだに収束の兆しが見えないコロナ禍に加え、夏の長雨なども

重なる厳しい環境の中でございましたが、売上高は施設全体で見ますと、令和２年

度より増加となりました。 

運営につきましては、今後の経営を見据え人材の補充・育成に力を入れ、経営の

立て直しに取り組みましたが、黒字化には至りませんでした。 

結果としましては、来客者数は前年比3.6％減の23万4000人、売上高につきまし

ては前年比3.6％増の３億3054万7000円、当期純利益は3941万2000円の損失となっ

ております。 

４ページから７ページにかけまして、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変

動計算書を掲載しております。 

また、８ページから９ページにかけましては、令和４年度の事業計画書及び損益

計算書を掲載しておりますので、ご参照ください。 

続きまして、報告第14号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況でございます。 

３ページをお願いいたします。 

令和３年度の事業報告でございます。 

株式会社鹿本町振興公社は、水辺プラザかもと内の温泉施設を含む物産館及び食

事施設などの複合施設と、その周辺、上内田川の河川公園の管理運営に当たってお

ります。 

令和３年度は、こちらも先ほどご説明しましたように、新型コロナウイルス感染

拡大などにより大きな影響を受けました。対策として、職員の昇給見送りやボーナ

スカット、国の持続化給付金の活用、営業時間の見直しや管理経費の削減など、職

員一丸となって収益確保に取り組みましたが、黒字化には至りませんでした。 

結果といたしましては、来客者数は、前年比1.7％増の25万3000人、売上高につ

きましては、前年比4.5％減の２億2609万4000円、当期純利益2053万5000円の損失

となっております。 

４ページから６ページにかけまして、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変

動計算書を掲載しております。 

また、７ページから８ページにかけましては、令和４年度の事業計画書及び損益

計算書を掲載しておりますので、ご参照ください。 

ご報告申し上げました２つの法人につきましては、管理運営する施設の有効活用、
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並びに商品の品揃えや充実など、経営基盤の強化による経営の安定を促していくと

ともに、今後の方向性につきましても多角的に検証し、慎重に議論を重ねていきた

いと考えております。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

今期定例会において受理いたしました請願等は、請願等文書表のとおり、所管の

常任委員会に付託しましたので、ご報告をいたします。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

午前11時09分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月７日(水曜日) 
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令和４年（第３回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

令和４年９月７日（水曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．豊田新二郎 

一般質問 

（１）ＴＳＭＣ進出による本市の戦略について 

（２）企業版ふるさと納税について 

（３）オムロンハンドボール女子チームへの支援について 

（４）山鹿ビルについて 

２．勢田昭一 

一般質問 

（１）農業生産コスト高騰に対応する施策について 

（２）後継者の育成を目的とした組織づくりについて 

（３）人口増加を目的とした教育環境の充実について 

３．永田壮拡 

一般質問 

（１）山鹿灯籠まつり中止による影響について 

（２）学校におけるＩＣＴ環境整備について 

４．北原昭三 

一般質問 

（１）高齢者支援対策並びに介護保険の補助制度について 

（２）地方創生臨時交付金の活用について 

（３）不登校特例校の設置推進並びに小中学校設備の状況について 

５．芋生よしや 

一般質問 

（１）学校給食費支援について 

（２）旧統一教会系団体行事後援について 

（３）安心安全なまちづくり防災・減災の取り組みについて 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長     大 林 秀 樹 

総務部首席審議員    池 田 淳 志 

市 民 部 長     中 尾 雄 二 

福 祉 部 長     山 﨑 寿 雄 

経 済 部 長     石 井 耕一郎 
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建 設 部 長     松 尾 正 都 

教 育 部 長     渡 邊 義 明 

消防本部消防長    有 尾 壽 朗 

市 民 部 次 長     白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長     野 満 ふみ子 

建 設 部 次 長     山 城 一 夫 

教育部首席教育審議員    吉 野 栄 治 

総 合 戦 略 課 長    吉 岡   隆 

環 境 課 長     森   賢 治 

長 寿 支 援 課 長    田 上 博 之 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症ﾜｸﾁﾝ接種対策室長    村 上 伸 代 

農 業 振 興 課 長    三 森 一 幸 

商 工 観 光 課 長    中 村 武 志 

都 市 計 画 課 長    隈 部 光 麿 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    森   英 州 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 



－ 30 － 

午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。豊田新二郎議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号７番、清風やまが、豊田新二郎です。 

昨日は、大型で強い台風11号の影響が心配されましたが、大きな災害もなく安堵

しているところです。 

また、明るい話題といたしまして、皆さんもご存じとは思いますが、先日大変う

れしいニュースが飛び込んでまいりました。山鹿市出身の岡山春紀さんが、ドイツ

のベルリンで行われた第31回ＩＡＵ100㎞世界選手権ウルトラマラソンにおいて、

６時間12分10秒の好タイムで見事優勝されました。山鹿市出身のスポーツ選手が活

躍されている話題を聞くと、大変うれしく思います。心から祝福します。 

それでは、発言通告に従いまして、４点の質問をさせていただきます。よろしく

お願いします。 

１点目の質問です。ＴＳＭＣ進出による本市の戦略について伺います。世界的な

半導体の供給不足が続き、日本国内での安定調達が課題となる中、台湾の半導体大

手ＴＳＭＣとソニーグループが共同で菊陽町の県営第２原水工業団地に新工場の建

設を開始してはや４カ月が経過し、自動車部品大手、トヨタグループのデンソーも

その事業に参加することを明らかにしています。2024年から製造を開始することが

決まり、高度経済成長期から半導体産業が盛んな九州地方では、新型コロナウイル

スで打撃を受けた経済の再生へ大きな後押しなとして、専門人材の育成などに向け

た産学官の活動を加速させ、シリコンアイランド復活へ期待が高まっています。 

コロナ禍で消失したインバウンドにかわり、ＴＳＭＣは九州経済活性化の起爆剤

になることは間違いないと思われます。雇用1700人、設備投資は１兆円とされ、関

連産業への波及も考えると、県内に大きな影響を及ぼすと思われます。県や周辺市

町村では、ＴＳＭＣの進出を産業振興や経済活性化につなげようと活発に動いてい
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るが、これまでの本市の工業用地の確保、企業誘致の実績と今後の取り組みを伺い

ます。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

豊田議員のご質問、誘致企業等の実績、工場用地の確保状況について、お答えを

いたします。 

新たな進出企業が工場等を新設、または既立地企業が事業拡張等に伴い増設・移

設した場合、本市では３年間の固定資産税の課税免除、または奨励金の交付を行っ

ております。その適用工場等の指定をした事業者につきましては、過去３年間の実

績としまして、令和元年度３件、令和２年度５件、令和３年度６件の合計14件で、

内訳としまして食品も含めた製造業が13件、卸売業が１件となっております。 

次に、工業用地の確保につきまして、道路や上下水道などのインフラ整備、農用

地区域などの法規制、指定文化財の状況など、幅広い視点から調査し、綿密な計画

のもと進める必要がございます。 

現在、本市において産業導入地区として指定されている工業団地につきましては、

山鹿地域の山鹿東部工業団地、鹿北地域の堂原工業団地、菊鹿地域の若宮原工業団

地、鹿本地域の高橋工業団地、鹿央地域の駄の原工業団地と吉井工業団地の合計６

カ所を整備しておりますが、いずれも企業への譲渡が完了しており、用地のあきは

ございません。 

そのため、企業からの用地の相談につきましては、行政では利活用を行わない市

有地や、販売等を公表している民有地などの紹介を行い、対応しております。 

なお、今年度において専門の業者に委託し、今後に向けて候補地となりうる用地

の抽出作業や、関係各課と連携し紹介可能な土地情報の収集を行っているところで

ございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

工業団地建設には、通常４年から５年かかると思われますが、この好機を逃さな

いためにも、答弁いただいた対応に加えて、廃校となった学校跡地なども積極的に

紹介していくべきではないかと思います。企業誘致には、周辺市町村も力を入れて
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おり、周辺市町村との競争も予想されますので、積極的な取り組みをお願いいたし

ます。 

次に、住環境の整備についての質問です。今回のＴＳＭＣ進出に伴い1700名以上

の従業員が新たに雇用され、関連企業なども含めれば2000名以上の方がこの熊本に

移住されるのではないかと感じております。ＴＳＭＣの社員や関連企業の社員家族

が暮らしやすいまちにするためにも、教育や福祉といったソフト面での基盤を整備

する必要があると思います。働き手の世代の方々、生産年齢の世代、これを見据え

た住環境の整備がますます重要になってくると思うのですが、本市を従業員の居住

地として選択していただくための今後の取り組みを伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の居住環境の整備について、お答えをいたします。 

ＴＳＭＣの進出に関しましては、新聞等の報道でご存じのとおり、台湾ＴＳＭＣ

からの従業員が300人、他企業からの出向者が200人、その他1200人程度の採用が見

込まれており、県内だけでなく県外からも多くの人材が熊本に集まることになり、

関連企業の進出も考慮しますと、雇用機会の増加に合わせて住宅需要も高まること

が期待されております。 

特に、居住地として選んでもらうためには、住宅建設を促進するためのハード面

の整備だけではなく、子育て、教育、医療といった、生活する上で必要不可欠なソ

フト面での支援が重要となってまいります。 

そのため、企業誘致等に向けた推進本部並びにプロジェクトチームとあわせまし

て、土地活用、暮らし支援、子育て応援、にぎわい創出、健康福祉の５つの部会を

設置し、全庁挙げて推進することとしておるところでございます。 

今後、本市が持つ魅力をさらに向上させ、不足しているものを補い、新たな価値

を創造することで、近隣市町の取り組みと差別化を図る必要がございます。 

まずは、住宅メーカーや不動産事業者等の情報を踏まえ、進出企業の従業員や家

族への住まいのニーズに合わせた住宅施策と、台湾などからの外国人観光客を誘致

し、安心して滞在、回遊に誘導するための整備や受け入れ態勢の充実を図るインバ

ウンド対策という２つのテーマに沿って、各部会において新規事業の創出や既存事

業の再構築など独自の事業展開が図れるよう、スピード感を持って集中的に協議を

進めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

ＴＳＭＣに勤務される従業員の多くの方が、工場周辺地域に移住定住されること

が予想されますが、子育て、教育、医療といったソフト面での支援を充実させると

ともに、本市の自慢である良質な温泉、歴史、文化遺産、伝統工芸、芸能、豊富な

農産物などをＰＲしていただき、関連企業の従業員や家族の移住定住につながる施

策をお願いいたします。 

次に、物流アクセスについて質問します。７月にＴＳＭＣの受け入れを円滑に進

めるため、熊本県の推進本部会議が開催され、渋滞の解消やアクセス改善に向けて、

県道の車線をふやすほか、新たに整備予定のインターチェンジのアクセス道路をつ

くるなど、今年度中に道路の設計に着手する方針を示されました。製造業は物流が

重要であり、つくるための部材の搬入、また完成した製品を輸送しなければいけま

せん。ＴＳＭＣでつくる半導体は言うまでもなく精密機器であり、その輸送には細

心の注意が必要となります。今回の新工場はもとより、今後の関連企業の誘致を考

えると、物流アクセスの強化は 重要課題と思います。本市において、物流アクセ

ス強化のため、国道325号線の４車線化が早急に必要だと思いますが、どのように

進めていかれるのか、早田市長に伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

現在、熊本県では令和３年度に定めた新広域道路交通計画に基づき、広域道路ネ

ットワークの整備を進めておられますが、国道325号については熊本空港や八代市

と結ぶ大外環状道路と位置づけ、拠点空港、高規格道路の交通拠点間のアクセス機

能の強化等を目的として、本市や菊池市などの区間で４車線化の整備が進められて

おります。 

国道325号はＴＳＭＣ進出のみならず、本市への関連企業を誘致する際にも重要

な路線の１つであると捉えておりますので、今後も引き続き、県に対し早期完成に

向けた要望をこれまで以上に強化してまいりますとともに、本市としても地元説明

会や用地買収などへの協力を行ってまいりたいと考えております。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 
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［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

先日、大津町に行く途中、ＴＳＭＣの工場予定地、菊陽町原水の近くを通りまし

た。以前の建設予定地は鉄製のフェンスに囲われ、中の様子が見えませんでしたが、

現在はフェンスからかなり高く大型クレーンが数十台稼働し、急ピッチで工事が進

んでいる様子がうかがえます。 

建設会社関係の人からお聞きしたところ、ＴＳＭＣの建設現場で使用されるコン

クリートの砕石は山鹿市の採石場から運搬されていて、また夜になると直径１メー

トルほどの杭を数本積んだトレーラーが福岡県から山鹿市を通ってＴＳＭＣの建設

現場へ輸送されているということです。 

このように、山鹿の砕石も使用され、325号線は現時点でも重要な輸送ルートと

なっております。さらに、今後の交通の利便性を考えますと、早急な４車線化が必

要と思われます。早期に実現できますよう推進をお願いします。 

２点目の質問です。企業版ふるさと納税の取り組みについて伺います。昨年の９

月定例会の一般質問でお尋ねしましたが、企業版ふるさと納税の取り組みについて

は、ｅスポーツ関連事業について、一般社団法人熊本ｅスポーツ協会と連携協定を

締結し、地域の祭りやイベントと連携したｅスポーツ大会の開催等を通じて、市民

の認知度の向上と幅広い分野での活用促進を図っていくこととし、600万円につい

て企業から寄附を募集しているとの答弁をいただきました。現在までのｅスポーツ

関連事業の進捗状況を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、ｅスポーツ関連事業の活動状況について、お答えいたします。 

まず、教育分野における取り組みとして、昨年度に引き続き、鹿本小学校をモデ

ル校とした任天堂スイッチを使用したプログラミング学習を実施していますが、今

後、委託業者である熊本日日新聞社において、プログラミング学習の実践に基づく

学習指導用のマニュアルを作成することとしております。 

また、福祉分野における取り組みとして、今年６月から県のスクラムチャレンジ

推進事業補助金を活用したＵＤｅスポーツ事業を実施しており、合志市や民間事業

者等と連携しながら、高齢者サロンや障害者施設でのｅスポーツ体験交流等を開催

することとしております。 

なお、ｅスポーツ関連事業の実施に当たっては、昨年度から企業版ふるさと納税
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制度を活用した寄附を広く募集しているところです。今後とも、企業版ふるさと納

税制度を 大限活用しつつ、ｅスポーツの認知度向上と、幅広い分野での活用促進

を図ってまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

ｅスポーツ関連事業については、鹿本小学校のプログラミング学習、鹿本町来民

のゆ～くんちで開催される対戦交流会など、鹿本地区での認知度は高まっていると

思われますが、山鹿市全体の認知度はまだまだ低いように思われます。今後も教育

や福祉分野での活用の推進と認知度の向上を図っていただき、ｅスポーツを使った

地域振興につなげていただきたいと思います。 

また、ｅスポーツ関連事業とは別に、新たな事業計画はお考えか伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の新たな事業計画について、お答えいたします。 

企業版ふるさと納税制度の活用に当たっては、国から地域再生計画の認定を受け

る必要があり、本市においては令和４年度当初予算の編成とあわせて包括的な地域

再生計画を策定し、本年３月31日付で認定されたところです。 

これを受けまして、今年度からは、先ほどご説明したｅスポーツ関連事業を含め、

第２期山鹿市総合戦略に位置づけられた各事業について、企業からの寄附を幅広く

募集することが可能となっております。 

こうした中、企業版ふるさと納税制度を活用した寄附獲得に向け、本市の地方創

生の取り組みを効果的に発信するためのＰＲ資料を新たに作成するとともに、内閣

府が実施している企業と地方公共団体とのオンラインマッチング会に参加し、プレ

ゼンテーションを実施しております。 

また、肥後銀行及び株式会社カルティブの２社と企業版ふるさと納税支援業務委

託契約を締結し、県内外の企業に積極的な寄附を呼びかけております。その結果、

今年度、９月１日時点で寄附件数は３件、寄附金額が216万円の見込みとなってお

ります。 

今後、限られた財源の中で、本市の 重要課題である人口減少対策を推進するた
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めには、民間事業者のノウハウや資金が欠かせないため、引き続き企業版ふるさと

納税制度を活用して財源確保に努めながら、本市における地方創生の取り組みの充

実・強化を図ってまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

先日、日本ＤＸ大賞、行政機関部門を受賞された小国町へ行政視察で訪問させて

いただきました。小国町では、モバイルアプリ作成ツールを導入され、職員自身が

本当に必要なモバイルアプリを考え、作成、全職員で使用、トライアンドエラーを

繰り返しながら、アプリ作成と運用により、出退勤管理、体調管理、防災、選挙事

務、そして公用車管理と必要なものから、現場からのＤＸ業務の効率化と住民サー

ビスの向上を進めておられました。このアプリ作成ツールをご紹介いただいたのが、

企業版ふるさと納税の寄附をされた企業様ということでした。企業版ふるさと納税

が縁で生まれた人材交流の好事例です。 

本市としても、相手企業様に企業版ふるさと納税の仕組みと推進事業を理解して

いただき、地方創生の推進にかかわる財源の確保と人材交流も進めていただきたい

と思います。 

３点目の質問です。プロリーグへ参入するオムロンハンドボール女子チームへの

支援について伺います。先日、山鹿市を本拠地に活動するオムロンハンドボール女

子チームが2024年に開幕する新たなプロリーグへの参入を正式表明されました。新

リーグでは、地域やファンを大事にするという理念が重視されており、新リーグへ

の参入要件の１つに行政支援が挙げられているが、山鹿市としてはどのような支援

を行われるのか伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、プロリーグ参入に関する本市の支援について、お答えを申し上げます。 

オムロンチームは日本ハンドボールリーグに所属をされ、45年以上の長きにわた

り山鹿市を本拠地として活動されております。これまでに、リーグ優勝を初め、日

本選手権等のタイトルを数多く獲得されている国内屈指の実業団チームでございま

す。 
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一方で、地域活動にも積極的で、例えば児童・生徒並びに園児を対象としたハン

ドボール教室の開催や、総合スポーツクラブでの指導、各種大会・イベント開催へ

の協力のほか、地域におけるボランティア活動などにも貢献をされております。 

そのオムロンチームが、2024年に開幕をいたします新たなプロリーグへの参入を

表明されました。ただ、参入の要件には、地元自治体等が支援する行政支援要件の

ほか、地域やファンを大事にするという、理念への賛同、チーム名に地域名を入れ

るチーム名要件など８項目が設けられており、参入が決まりますと、県内ではサッ

カーのロアッソ熊本、バスケットボールの熊本ヴォルターズ、野球の火の国サラマ

ンダーズに続く、４つ目のプロスポーツチームの誕生となり、山鹿市を本拠地とす

る初のプロチームとして、市民の期待も大きなものがございます。 

ご質問の本市の支援につきましては、これまでもホームゲームの開催やチームの

活動時における総合体育館の利用に関する支援や、試合、ハンドボールなどのＰＲ

のほか、12歳以下の子供たちで構成をされたハンドボールユースチームのアンダー

12への育成に関し、支援を行っております。引き続き、プロチームへの移行後もこ

れらの支援を行ってまいります。 

さらに、今後はオムロンハンドボール山鹿後援会とも協力をし、若者世代からご

高齢者の方まで広く、市民が一丸となって応援できる体制の整備や環境づくりに努

めてまいります。あわせまして、本市初のプロチームの誕生を契機に、スポーツに

よる地域振興や地域の活性化に向けた取り組みを一層推進してまいりたいと考えて

おります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

答弁にもございましたが、参加が認められれば、県内スポーツとしてはロアッソ

熊本、熊本ヴォルターズ、火の国サラマンダーズに続き、４番目のプロチームのこ

の地元山鹿での誕生となります。オムロンピンディーズは、山鹿市のふるさと大使

も務めておられ、全国に山鹿のＰＲをしていただくとともに、市政発展に大きく貢

献されております。1997年、世界男子ハンドボール選手権大会、1999年、くまもと

未来国体ハンドボール競技、2019年、全国高校総体ハンドボール競技、2019年、世

界女子ハンドボール選手権大会、このような国際大会や全国大会が山鹿市で開催さ

れたのも、オムロンピンディーズが山鹿市を本拠地として活動をされているからだ

と思います。プロチーム誕生となれば、さらに山鹿市の知名度は上がってくると思
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われます。山鹿市は、ハンドボールのまちやまがを推進されております。今後、市

民が一丸となって応援できる支援体制の構築に努めていただき、ハンドボールを通

じて地域活性化につなげていただければと思います。 

４点目の質問です。山鹿ビルの現在の状況について伺います。建築から50年余り

がたち、老朽化した山鹿ビルは、令和２年山鹿市議会12月定例会で条例が改正され、

市営住宅としての機能を廃止されました。山鹿ビルは山鹿市の中心部にあり、八千

代座、灯籠民芸館、湯の端公園、千代の園酒造資料館といった歴史ある豊前街道沿

いに面し、週末は多くの観光客が往来します。また、８月の山鹿灯籠まつり、２月

の山鹿灯籠浪漫・百華百彩が開催される際はメーンストリートとなり、両イベント

の集客数を合わせると30万人以上ともいわれています。建物解体に向けて進めてお

られると思いますが、現在の状況を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。松尾建設部長。 

［松尾正都 建設部長 登壇］ 

○松尾正都 建設部長 

ご質問の、山鹿ビルの現在の状況について、お答えいたします。 

議員ご案内のとおり、山鹿ビルは本市の中心市街地さくら湯の西側に位置し、１

階に店舗、２階に事務所、３階から５階までが市営住宅、６階を屋上及びボイラー

室などとして利用されてきた鉄筋コンクリート造６階建の建物で、昭和45年に建設

されております。 

１階店舗部分は、区分所有の権利が設定されており、ビル全体の所有権を本市だ

けが有する建物ではなく、本市を含めた５者での区分所有権が設定された建物とな

っております。 

建設後50年以上が経過し、施設の老朽化等も非常に進んでいた状況などから、市

営住宅入居者の安全確保を 優先に入居者移転を進め、令和２年３月には全ての入

居者の移転を完了し、翌年度にはビル内の市営住宅としての機能を廃止しておりま

す。 

現在、当ビルの管理面におきましては、区分所有物件であるため、所有権を有す

る全ての方に維持管理を行っていただくことが必要ではありますが、本市が施工主

としてビル建設を行った経緯もあることから、定期的なパトロールなどの安全点検

を実施し、安全対策に努めているところです。 

また、区分所有者への現在の対応としましては、本市の意向だけではビルに係る

諸問題の解決に向けた取り組みを進めていくことはできませんが、市が主体的に協

議を進めることで、早期の解決につながるものと認識し、ビルの解体を基本として
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協議を進めているところです。引き続き、一刻も早い解体に向けた合意形成に努め

てまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

本市だけの所有ではなく、区分所有という難しい問題ではあるものの、建築から

50年余りを経過した建物は老朽化も進み、2016年の熊本地震発生時は壁も崩落し、

危険な状態が続いております。定期的なパトロールと安全点検は実施されていると

はいえ、大きな災害や事故を招く恐れがあることから、早急に解体に向けた合意が

されますことを願います。 

以上で、私の一般質問は終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、豊田議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前10時36分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前10時44分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の発言通告順により、勢田昭一議員の発言を許します。勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

おはようございます。 

議席番号15番、勢田昭一です。 

日本には、山鹿市のような自治体が1740あります。それぞれの自治体の共通課題

は、大きく３つあります。人口減少に関すること、ウイルス感染症に関すること、

そして自然災害に関することです。この３つをどの自治体も中心課題として据えて

おります。それぞれに自治体の英知を結集して、その解決に向け、日々取り組んで

いる状況であります。本市も早田市長のもと、総合戦略課が新設され、これらの課

題解決のため英知を結集され、市民のためにご尽力いただいておりますことに敬意

を表します。 

さて、ことしの８月後半に山鹿市に関するうれしい話題がありました。先ほど、
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豊田議員も言われましたけど、ダブるところもあるかと思います。これらは地元マ

スコミややまがメイトなどで発信されました。たくさんのよいニュースがありまし

たが、その中で３つの話題を取り上げますと、１つ目に菊鹿ワインが白ワイン部門

で日本一を受賞、２つ目に山鹿灯籠踊りを中心に映画化される骨なし灯籠の撮影開

始、そして３つ目が100キロメートルを走るウルトラマラソンで本市出身の岡山春

紀さんが優勝、そのほかにも市内の児童・生徒の文化面、スポーツ面での活躍もた

くさんありました。特にこの３つは、山鹿市民に元気と勇気、そして希望を与えて

くれました。こういった山鹿の魅力、山鹿の力のすごさを改めて感じた次第です。 

このような話題から、私は１番目、守る視点で、農業生産コスト高騰に対応する

施策について、２番目につなぐ視点で、後継者の育成を目的とした組織づくりにつ

いて、３番目に創り出す視点で、人口増加を目的とした教育環境の充実について、

以上３つに絞って質問をいたします。それぞれ一問一答でお願いをいたします。 

それでは、 初の質問です。ことしの６月定例会でも質問をしておりますが、本

市では新型コロナウイルス感染症の関連で、さまざまな施策を医療分野、福祉分野、

商工業分野、教育分野などに打ち出され、実施され、その効果も十分あったと存じ

ます。しかしながら、山鹿の基幹産業である農業分野への施策が薄く、遅れている

と実感しております。私も国・県の施策に注目して、農林水産省や熊本県のホーム

ページ等で調査をいたしました。その結果、飼料、燃料については、その対策はわ

ずかでありましたが、より大きな具体的な施策を発見することはできませんでした。 

そこで、質問です。本市における農業経営の現状と生産コストに対する国・県・

市の施策状況をお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

勢田議員のご質問、生産コスト高騰に伴う農業経営の現状と、国・県・市の施策

状況について、お答えをいたします。 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、円安などさまざまな要

因により、農業生産に必要な生産コストの高騰が続いております。令和４年７月の

農業物価指数につきまして、対前年比で比較した場合、農業生産資材全体で10％上

昇しており、うち原油が8.3％、ハウス用資材が16％、肥料が36.5％、飼料が

20.3％であり、農産物価格への転嫁も厳しいため、農業経営において甚大な影響を

及ぼしております。 

また、生産コスト高騰に対応する施策の状況としましては、６月の勢田議員の一
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般質問にお答えしましたとおり、資材価格の高騰等の影響を受けた生産者を対象に、

県の事業による品目転換や資材及び機械の導入に対する支援を行ったところでござ

います。また、国の事業で燃油価格が一定基準を上回った場合に補填金を交付する

など、燃油価格の高騰にも引き続き対応いただいておるところでございます。 

さらに、県では、配合飼料価格高騰対策として、生産者積立金の一部負担を行う

事業が予定されており、国でも肥料価格高騰対策事業により、令和４年６月から令

和５年５月までに購入した肥料を対象に、一定の要件を満たした場合、肥料価格高

騰分が支援される予定で、現在、内容を確認しているところでございます。 

今後も、農業経営に必要な経費において、さらなる高騰が見込まれ、農家の経営

努力では乗り越えることは困難な状況であるため、本市でも国や県、それらの動向

を見極め、必要な対策を講じてまいります。あわせて、農産物の市場価格を高め、

販売の促進及び消費喚起を図っていきたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

今の答弁で、それぞれの生産コストの高騰率がわかりました。その数値は、全国

平均です。現在、本市で農業を営まれる農家の皆さんは、もっと高騰率も高く、大

変厳しい状況にあることを、近隣の農家の方々からお聞きをしております。先ほど

経済部長がおっしゃったとおり、その他の分野では、早急な対策が打たれるのに、

この農業分野については非常に遅れておるということをつけ加えておきます。 

本市の基幹産業である農業は、水稲などの穀物、スイカ、イチゴ、アスパラガス、

花などの施設園芸、たばこ栽培農家、果樹園芸農家、畜産農家など、たくさんの部

門があります。農業生産コストの高騰に対応する施策を国・県に強く要望され、本

市としての独自の施策を遅くとも12月までには実施されますことを強くお願いをい

たします。これで、１番目の守る視点での質問を終わります。 

次に、２番目の質問は、つなぐ視点で、後継者育成を目的とした組織づくりにつ

いてであります。先ほど述べました菊鹿ワインの 優秀賞の受賞、骨なし灯籠の映

画撮影開始の話題から考えられることは、それぞれの組織の現状はどうなっている

のか、次にどのような課題があるのか、それぞれの後継者対策はしっかりしている

のかを知ることが私たちの使命であり、市民への可視化を図ることが執行部の役目

だと感じます。 

そこで、１回目の質問をいたします。菊鹿町葡萄生産振興会並びに山鹿灯籠師組
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合の現状をお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の菊鹿町葡萄生産振興会、山鹿灯籠師組合の現状について、お答えをいた

します。 

まず、菊鹿町葡萄生産振興会につきましては、ワイン用ブドウの生産を通し、生

産者の所得及び技術の向上並びに普及を目指し、ワインの産地としての菊鹿地域農

業の振興に寄与することを目的に、平成11年４月に設立された組織で、現在、生産

者数は28戸、約９ヘクタールの農地で契約栽培を行い、全量、熊本ワインファーム

株式会社に出荷をされております。 

次に、山鹿灯籠師組合につきましては、山鹿灯籠の制作に当たり、制作者が一丸

となって技術の向上や後継者育成に取り組むことを目的に、昭和25年に結成された

団体でございます。現在、灯籠師８名、修行中の方２名の10名が所属をされており

ます。灯籠師となるためには、１対１の師弟制により約10年間の修行を重ね、制作

技術が師匠などに認められることが必要です。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

答弁にありましたように、菊鹿町葡萄生産組合においては23年前に結成され、現

在28名、９ヘクタールが栽培されていることを確認できました。この２、３年前に

も同様の質問をしましたけれども、そのときは30名近く、そして10ヘクタール以上

だったと記憶をしております。 

また、山鹿灯籠師組合においては72年前に結成をされ、現在、灯籠師８名、修行

中が２名おられることが確認できました。それぞれの団体が先人たちの努力のもと、

この山鹿の地で受け継がれていることを誇りに感じております。 

そこで、２回目の質問に移ります。両組合の課題は何かをお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 
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ご質問の、それぞれの組合の課題について、お答えをいたします。 

菊鹿町葡萄生産振興会につきましては、まず収益の確保が課題でございます。ワ

イン用ブドウの生産に当たっては、家族経営の場合、栽培面積としては１人で20ア

ール、２人でも70アール程度が限度であるため、収益の確保が重要で、現在、他品

目との複合経営により成り立っているところでございます。 

次に、４月中旬から９月上旬の収穫期までは、ブドウ栽培に専念する必要があり、

収穫時などの繁忙期には、人材の確保も課題となっております。 

また、今後、高齢化に伴い離農される生産者がふえるとともに、栽培面積の減少

が懸念されますので、後継者等の担い手や安定的に供給するための栽培面積の確保

も課題となっております。 

山鹿灯籠師組合につきましては、山鹿灯籠の制作だけではなく、販売等も担う必

要があり、安定的な収入の確保及び新たな販路開拓が課題となっております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

答弁にもありましたように、菊鹿町葡萄生産振興会においては、収益の確保、忙

しい時期の人材確保、また後継者の担い手や安定的な供給面積の確保などがあると

いうことがわかりました。 

議員の中では、金光議員も実際に栽培をされておられます。これらの課題につい

ては、よくご存じだと存じます。菊鹿ワインは、これまで以上の売れ行きが予想さ

れます。需要は増加するが、供給が追いつかないという状態が起こらないように、

しっかりした菊鹿ワインの予想図を作成し、執行部としての戦略や支援をしっかり

お願いをいたします。このおいしいワインを後世につないでほしいと存じます。 

また、この山鹿には、ワイン、日本酒、そしてウイスキーと、３種類の生産工場

があり、３つを生産される地域はほかにはありません。すなわち、山鹿の新しい魅

力なのです。 

また、山鹿灯籠組合では、安定的な収入の確保と販路拡大が課題と確認できまし

た。ご案内のとおり、山鹿灯籠は和紙とのりだけで制作する伝統工芸品です。これ

も全国に類を見ない、山鹿の古くからの魅力でもあります。この２つの山鹿の魅力

をつないでいくためには、しっかりとした後継者の育成が急務であります。 

そこで、３回目の質問です。両組合の後継者対策はどうなっているのかお尋ねを

いたします。 
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○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、それぞれの後継者対策について、お答えをいたします。 

ワイン用ブドウの生産に当たっては、後継者など担い手の育成・確保を図るため、

収益性の確保や生産の効率化などの条件整備を行うことが重要であると考えており

ます。 

収益性確保につきましては、ワイン用ブドウの生産とあわせて、他品目との栽培

の組み合せによる収益モデルの構築を図る必要があり、若手のワイン用ブドウ生産

者への現状調査や新規就農希望者などへの意向調査、さらにワイン用ブドウの経営

移譲に関する検討も行うなど、葡萄生産振興会や関係機関と連携して進めてまいり

ます。 

また、生産の効率化につきましては、栽培圃場の集約化や作業の共同化、機械化

を進めるなど、一貫した管理体制がとれる圃場の検討を行っていきたいと考えてお

ります。これらを進めることにより、魅力あるワイン用ブドウの生産につなげ、後

継者を含む担い手の育成・確保に努めてまいります。 

次に、灯籠師の後継者対策といたしましては、後継者研修補助金を設けて月６万

円の補助を５年間行っており、今までに９名の灯籠師が誕生しております。 

また、国・市などの補助金を活用した市内小中学校で講話や制作体験を行う教育

事業を初め、新たな収入確保のため、新商品の開発や首都圏での展示会出展、動画

による情報発信などの取り組みを積極的に行っておられますので、市として今後も

支援してまいります。  

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

ただいまの答弁にもありましたように、どちらも収入面での心配があり、その対

策として後継者を育成する条件を整えるとのことでした。後継者育成は、ある程度、

年を取ってからでは遅いと思います。やはり小学生・中学生・高校生といった、そ

ういう若い方々に興味を持ってもらう、それが一番ではないかと、そういう対策も

あわせてお願いをしておきます。今後は、両組合と連携をされ、それぞれの課題に

ついて、山鹿市として積極的な支援をお願いをいたします。 
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次の質問に移ります。次は、創り出す視点で、人口増加を目的とした教育環境の

充実についてであります。ところで、全国の不登校の児童・生徒数をご存じでしょ

うか。考えてみてください。文部科学省が発表した、2021年10月現在、その数は全

国で19万6121人と報告しております。そして、その不登校は低学年より高学年、中

学生になるにつれ増加をしている傾向にあると分析をしております。この山鹿市で

も同様な傾向にあるかと存じます。 

そこで、１回目の質問です。義務教育における出席扱いの拡大と今後の方向性を

お尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。吉野首席教育審議員。 

［吉野栄治 首席教育審議員 登壇］ 

○吉野栄治 首席教育審議員 

ご質問の、義務教育における出席扱いの拡大と今後の方向性について、お答えい

たします。 

現在、学校に登校できていない児童・生徒の出席の取り扱いについては、本来登

校すべき学校へ登校できなくても、本市に開設しております３つの教育支援センタ

ーを利用する場合は、出席扱いとしております。また、ここ数年、民間のフリース

クール等を利用する児童・生徒も出てきており、本年度中に教育委員会と校長会の

代表による協議を行う予定です。全ての民間フリースクール利用者を出席扱いにす

るわけではありませんが、児童・生徒一人一人の将来の社会的自立に向けて、学校

と歩調を合わせた上でともに協力し、教育活動を進めていくことができるフリース

クールについては、出席扱いとする基準を作成したいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

答弁によりますと、出席扱いは３つの学習支援センターのみとありました。これ

はことしの３月の定例会の一般質問でもさせていただきました。新たな答弁として、

今後はフリースクールなどの教育活動を通しての出席扱いも検討するという答えを

いただきました。ぜひ新たな基準を作成していただきますようお願いをいたします。 

次の質問に移ります。今ありました不登校の子供たちも、あっ、きょうは学校に

行こうかなという場合には、給食を食べます。その給食費が課題となっております。 

そこで、２回目の質問です。中学校給食費の無償化ができるかどうかをお尋ねを
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いたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の中学校の給食費無償化について、お答えを申し上げます。 

ご承知のとおり、給食費は学校給食法及び同法施行令に基づき、施設費や人件費

などは設置者である山鹿市が負担をし、食材費を保護者にご負担をいただいている

ところでございます。 

現在、市内中学校５校の給食費は、１食単価を280円から300円に設定をされてお

ります。この単価に実際の食数と生徒数を乗じまして、１年間の給食費を計算をい

たしますと、令和４年度でおよそ6900万円の財源が必要となってまいります。よっ

て、法の改正並びに国において財源確保がなされない限り、無償化の実施は困難だ

と判断をいたしております。 

これまでもご答弁をしておりますとおり、本市におきましては、子育て世帯に対

し18歳までの医療費の無償化や、新入学児童へのランドセルの贈呈など、継続した

支援策を展開しているところでございます。 

人口増加のための対策は本市の 重要課題の１つであり、今後も教育環境の整備、

児童・生徒へのきめ細かな支援など、選ばれる山鹿を目指し、さらなる充実・強化

を図ってまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症対策として、小学校・中学校の給食

費を１年間無償化したことは皆様ご存じのとおりでございます。これはあくまでも

そのコロナウイルス感染症対策という１年だけのことでございましたが、それに伴

い学校給食法やその他の施行法令に基づき、食材費は保護者負担が原則であること、

そして無償化をした場合、その財源をどこから支出するのか課題であることもわか

りました。私の調査によりますと、県北の荒尾市では、５年前から小学校約2969人

に対して給食費無償化を実施しております。他の自治体の調査研究もお願いをいた

します。 

このように、市長あたり、あるいは総合戦力課もそうですけど、人口減少対策で
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はなくて、人口増加を目的とした対策、そういった捉え方もぜひしてほしいし、

我々もしていきたいと考えております。そういった意味では、本市の課題である人

口減少対策、言いかえれば人口増加を目的とするならば、無償化事業について執行

部のご英断をお願いをいたします。 

では、次の質問に移ります。先ほど述べましたように、全国、県内にもたくさん

の不登校の児童・生徒がおります。そのような中で、本市の鹿北小・鹿北中学校で

は、９年間の連続した学びとして再構築した教育活動を実践されております。この

学校に通っておられる保護者の方とお話をする機会がございました。「こんな学校

は今までありませんでした。先生方や生徒たち、同級生が優しく受け入れていただ

いております。子供が急に学校に登校しても、その対応はみんな心優しいと言いま

す。」と保護者の方は、ゆっくりと穏やかな口調で話されました。現在の受け入れ

は、本市に住所がある児童・生徒さんと聞いております。このような鹿北小・中学

校があるのも山鹿の魅力です。また、そのことで不登校を解消できるのは山鹿の力

なのです。この魅力や力を全国に発信し、山鹿留学制度を作ってはどうかと考えま

す。 

そこで、 後、３回目の質問です。小学生・中学生の山鹿留学制度導入の可能性

をお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。吉野首席教育審議員。 

［吉野栄治 首席教育審議員 登壇］ 

○吉野栄治 首席教育審議員 

ご質問の、小・中学生の山鹿留学制度の可能性について、お答えします。 

教育の力を使って、市外や県外からの移住者をふやすために、山鹿留学制度をと

いう議員のアイデアは、教育委員会の内部でも時々話題となっているところです。 

現在、小規模特認校の制度を利用して、小学校に６名、中学校に８名の児童・生

徒が通っておりますが、その全員が山鹿市内の子供たちです。市外や県外からの山

鹿の学校に通う児童・生徒の拠点となる住居の問題、通学方法等、解決すべき課題

はありますが、他の地域の実践例を参考にしながら、その可能性を探ってまいりた

いと考えています。 

あわせて、ほかの地域からも、ぜひ山鹿の学校に通いたいと思われるよう、さら

に魅力ある学校づくりにも努力してまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 
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［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

第４次山鹿市教育振興基本計画の基本理念は、古人に学び、つながり、支え合う、

ふるさと山鹿の創造とあります。答弁にありましたように、山鹿留学制度の可能性

に大きくチャレンジをしていただくことを期待いたします。また、この制度は市内

の高校でも実践していただくことを切に希望をいたします。 

今回は、この夏の話題から農業生産コストの高騰施策、後継者の育成、教育環境

の充実の３点の質問を行いました。それぞれに人口減少対策、言いかえれば人口増

加対策が課題となります。その解決策を教育環境の充実を挙げました。ご案内のと

おり、先ほど答弁もありましたように、１年生のランドセルプレゼント、あるいは

18歳までの医療費無料化など独自の施策もあり、まさに山鹿の魅力、山鹿の力です。

この魅力に中学校の給食無償化、山鹿留学制度の導入を加えた２つの施策をぜひ実

現させていただきますようお願いをいたします。 

いろんな部分で質問をいたしましたが、市民目線で全ての行政サービスを点検し、

診断をして、そしてその対策を考えながら、行政とともに将来を担う子供たちのた

めに、このすばらしい山鹿の魅力、山鹿の力をみんなで守り、それらをみんなでつ

なぎ、さらにはみんなで創り出していきたいものです。 

これで、私の21回目の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○服部香代 議長 

以上で、勢田議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前11時22分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時29分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、永田壮拡議員の発言を許します。永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

皆さん、こんにちは。 

議席番号２番、清風やまがの永田壮拡でございます。 

早速、一般質問をさせていただきますので、よろしく答弁を賜りますようお願い

申し上げます。 

今日、ウクライナ情勢、コロナ禍、円安、物価高騰など、大変暗いニュースが続
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いております。これら立ちはだかる多くの課題に対し、私たち政治家が果たすべき

役割は大変大きく、重責を感じているところであります。 

そのような暗い話題が多い中、スポーツ界では明るい話題もあります。先ほど豊

田議員、そして勢田議員からも、山鹿市出身の岡山選手、ご紹介がありましたけれ

ども、県内で言いますと、熊本県出身のプロ野球選手、村上選手の活躍であります。

史上 年少でのシーズン50本塁打を先日達成し、この活躍でまさに村上選手は日本

プロ野球界を象徴する存在になろうとしております。18年ぶり、令和初、史上 年

少での三冠王をきっと獲得してくれるだろうと期待しているところであります。 

さて、山鹿を象徴する祭りといいますと山鹿灯籠まつりでありますが、まず１点

目に本年の山鹿灯籠まつりの中止の理由について、早田市長にお尋ねをいたします。

８月27日の熊本日日新聞に、千人灯籠踊りの中止についてのコラムが掲載されまし

た。コラムでは、「準備重ねた市民の無念、心に」と題して、期待を膨らませてい

た多くの市民が肩を落としたと書いてあります。私も全く同感であります。特に会

場となる山鹿小学校に中止の一報が伝わると、学校を盛り上げようと準備を進めて

いた校長先生や子供たちが泣き崩れたとあり、思わず胸が詰まったところです。 

いまだ見通しのきかないコロナ禍も３年目を迎えました。この間、さまざまなイ

ベントや行事が中止や延期を余儀なくされ、たびたびの行動制限などにより精神的

にも肉体的にも、そして経済的にも大変な状況が続いております。それでも、デル

タ株からオミクロン株への変異、ワクチン接種の普及、医療従事者の方々の献身的

なご努力によりまして、感染の波はあるものの、ことしの７月中旬ごろまでは、あ

る程度の落ち着きを見せておりました。こうした状況からも、全国各地で制限緩和

が進み、これまで中止されてきたイベントが再開されるなど、ウィズコロナへの移

行が徐々に進んできております。 

山鹿市におきしても、花火の中止と灯籠踊り、踊り手の縮小をもって、感染拡大

防止策を講じ、山鹿灯籠まつりの３年ぶりの開催に向け、準備が進められてまいり

ました。小さなお子様からお年寄りの方まで、多くの市民の皆様が心待ちにされて

いたかというふうに思います。今回の中止の決定は、まさに苦渋の決断であったか

というふうに思います。市長の決断に対しまして、決して異を唱えるわけではござ

いませんが、その決定によって多くの方々にさまざまな影響を及ぼしているという

ことも確かであります。そうした意味からも、やまがメイトやホームページだけで

はなく、議会の場で市民の皆様に、市長みずからが丁寧に説明をしていただければ

と思います。９月定例会開会日の市長冒頭あいさつでも、このたびの中止の件につ

きましてはお話をいただいておりますが、改めて中止までの経緯及び理由について、

早田市長にお伺いいたします。 
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○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

山鹿灯籠まつり中止の理由といたしまして、７月下旬から連日100名を超える新

規感染者が発生し、市内の医療機関では発熱外来の受診が殺到するなど、医療体制

が危機的状況に陥り、消防でも職員の感染などにより、市内で発生した火災におい

て、現場に指揮隊を派遣できない事例が発生するなど、市民の安全・安心を支える

社会基盤にも影響が出てまいりました。また、鹿本医師会、歯科医師会、薬剤師会

の三師会からも、祭りの開催を危惧する提言書が提出されました。 

山鹿灯籠まつりは、本市の一大イベントであり、全国各地から多くの来場が見込

まれる中、これ以上感染が拡大すると取り返しのつかない事態になりかねないとの

強い危機感を抱き、８月３日に急遽、実行委員会を開催していただきました。 

その中で、私の公約にも掲げておりますとおり、市政運営の第一は、新型コロナ

ウイルス感染症から市民を守るために全力を尽くすことで、そのためにはあらゆる

手段を講じる必要があるということを申し上げ、山鹿灯籠まつりの中止を要請いた

しました。実行委員会の皆様には、さまざまな思いの中、苦渋の判断をお願いする

こととなりましたが、私の決断に対して了承をいただいたところです。 

３年ぶりの祭り開催を心待ちにしておられた方々、また開催に向けて多大なご協

力をいただいた関係者の皆様に対しまして、大変申し訳なく思っておりますが、何

卒ご理解をいただきたいと思います。 

来年こそは、多くのお客様にお越しいただき、山鹿灯籠まつり全ての行事が開催

されますことを心から願っております。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

ただいま、市長から答弁をいただきました。市長の思いというものは、市民の皆

様にしっかりと伝わることだというふうに私も思います。 

昨年の灯籠まつりについては、デルタ株の脅威、緊急事態宣言や、昨年８月には

まん延防止等重点措置の適用など社会全体の動きからも、中止はやむを得ないとい

った状況でした。本年は感染者数の増加はありながらも、県のリスクレベルは２を

維持したまま、全国的にも行動制限はなし。地域によっては花火大会や伝統的なお

祭りが感染防止対策を講じて実施されております。 
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先日、山都町では、八朔祭が３年ぶりに開催され、その祭りではコロナ禍の早期

収束や世界平和を願ったということであります。市内の医療逼迫の状況と市民の健

康、命を守ることを考えますと、昨年同様、中止の決断はやむを得なかったのかも

しれません。しかし、先ほども申し上げましたように、開催まで２週間を切っての

突然の中止決定に、多くの皆様が驚きとショックを受けたのは間違いございません。 

山鹿灯籠まつりは、今や全国的にすっかり有名な祭りになっております。2008年

には、熊本県内のイベント・祭りの来場者数で、県内第２位の30万人を記録し、

年々減少はしているものの、コロナ禍前の2018年には16万人の来場者を数えており

ます。祭り期間の山鹿市内の経済効果は大変大きく、市経済の支えになっている祭

りであります。祭りによる具体的な経済効果は示されておりませんが、第40回火の

国まつりの来場者数30数万人、経済波及効果15億1000万円という総務省の分析を参

考にしましても、数億円の経済波及効果が見込まれるわけであります。長引くコロ

ナ禍と円安と物価高騰の追い打ちで、多くの業界で悲鳴を上げている状態が続いて

おります。 

そのような中、山鹿市の基幹産業である観光業においては、コロナ禍の影響を抱

えながらも、３年ぶりの山鹿灯籠まつりの開催という一筋の光に期待も大きかった

というふうに思います。一転、中止による経済的打撃はどれほどかと大変心配する

ところであります。宿泊業はもちろん、飲食店やお土産などを扱う物産店など、そ

の影響は広範囲に及んでおります。 

そこで、２点目の質問ですが、このたびの山鹿灯籠まつり中止による経済損失に

ついてお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、中止によります経済損失について、お答えをいたします。 

ことしの山鹿灯籠まつりにつきましては、先ほど議員ご案内のとおり、規模を縮

小し、花火大会も中止が決まっており、通常より来場者は少ないと見込んでいたと

ころでございます。 

そのような中、旅館などには宿泊予約をいただいておりましたが、中止の報道後、

かなりのキャンセルが発生いたしております。中でも山鹿温泉が も多く、２日間

合計約700名のキャンセルとなったところでございます。そのキャンセルに限った

宿泊業者への影響につきましては、観光統計に基づいた観光消費額で計算しますと

約1100万円となっております。 
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さらに、周辺の飲食業や交通事業者などへの影響を含めますと、かなりの経済損

失になったものと思われます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

かなりの経済損失が生じているとの答弁がありましたが、その損失に対して、行

政としての支援策はお考えでありますでしょうか。私も今回の中止を受けて、事業

者の方々からお話を伺う機会をいただきました。それぞれ中止に対する受け止め方

は違いますが、皆さん、医療従事者の方々への負担への理解は示された上で、それ

でも中止の影響は大きいと口をそろえて言われております。 

また、これまでもさまざまなコロナ支援策が打ち出されてきましたが、制度が難

しいとか、事務的手間に悩まされているなどの声も聞かれます。中には、そのよう

なことを理由に申請をあきらめてしまったという方がいるとも伺っております。せ

っかくの支援策も必要とする方に届かなければ本末転倒であります。 

長野県伊那市では、毎年８月に開催している市民総参加の伊那まつりを、本市と

同じように、市長の決断によって、ことしも中止されました。しかし、その中止に

よる影響が大きいことから、市は代替イベントを企画した民間団体に対し、行政が

それを支援するといった支援策を打ち出しました。早速、地元商工会議所青年部が

立ち上がり、伊那まつりの中止は市民の郷土愛と将来の地域発展の礎となる重要な

機会を損なってしまうといったことを理由に、代替イベント、みんなでつくる伊那

まつりと題して、みなまつりを企画し、実施されました。そのイベントに行政が花

火協賛を行うなど、力強くバックアップしております。まさに市民に寄り添い、市

民と一緒になって、市民の伝統的なお祭りを守っております。中止で打撃を受けた

経済にも、代替イベントの開催で少なからず後押しになっているかと思います。 

今回は、コロナ感染拡大による医療逼迫の現状から、医療現場へこれ以上負担が

ふえないようにと、政治判断で中止の決断をされたわけであります。であるならば、

その影響を受けた方々に対しても、政治的判断によって支援策を検討し、寄り添っ

ていく姿勢が大切ではないでしょうか。 

そこで、３点目の質問ですが、山鹿灯籠まつりの中止による影響に対して、今後

の山鹿市独自の経済支援策についてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 
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［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、今後の経済支援策について、お答えをいたします。 

まず、ソフト面での支援としましては、熊本県で実施されております旅行支援策

「くまもと再発見の旅」がございますが、８月末に期間が延長され、今月９月末ま

での宿泊分まで利用できることが決定しております。 

また、第７波が沈静化した後は、支援を全国に広げる全国旅行支援も展開される

予定となっております。 

また、宿泊事業者に対しましては、熊本県からの受入環境整備支援補助金などで、

ハード整備への支援が行われているところでございます。 

本市独自の支援策につきましては、国や県の動向も注視しつつ、定期的に開催し

ております市内経済団体との意見交換会で実情を把握した上で、燃料や物価高騰な

どの影響も勘案しながら検討してまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

ただいま答弁をいただきました。これまでのコロナ支援策ということで、さまざ

まなご検討をいただいているかというふうに思いますけれども、ただいまの答弁を

お聞きしますと、県がやっているからいいというふうにも聞こえてきますし、残念

ながら、市独自の支援策の具体的な姿勢が見えてきません。さまざまな支援策が考

えられる中で、現場の事務的負担に配慮しながらも、例えば県の支援が終了した後

に、市独自の支援ですき間なくつないでいくことなども考えられます。 

また、つい３日ほど前に、山鹿青年会議所が山鹿灯籠まつりで実施する予定であ

りました山鹿千人スカイランタンという催しを９月23日に延期をして開催すること

が決定されております。先ほど長野県伊那市の例を紹介いたしましたが、山鹿市に

おいても全くこれと同じケースであります。例えばこのような催しに対して、行政

が何かしらの形で支援することも検討されてはいかがでしょうか。山鹿市の象徴で

ある山鹿灯籠まつりは、山鹿市にとっては特別なお祭りであり、市長の思いもひと

しおのことと思います。 

そこで、再質問をさせていただきます。先ほど例として申し上げた支援策も含め、

市民に寄り添う姿勢というものが大切だと思いますが、市民に対するメッセージと

して早田市長の思いをお聞かせください。 
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○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

まつり中止による影響は多大であると実感をしております。中止による影響が取

り戻せるような効果的な観光支援策について、既に観光部局に検討の指示をいたし

ておるところではございますけれども、ただいまいただきましたご意見をしっかり

と受けとめ、山鹿の観光にさらに力を入れ、にぎわいづくりに邁進してまいります。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

もとより、山鹿灯籠まつりは市民総参加の一大イベントであります。特に、近年

は子供たちの参加がふえていると聞きます。祭りを通して、ふるさと山鹿を思う心、

ふるさとを大切にしようという心が育まれ、受け継がれていくことこそ大切なこと

ではないでしょうか。早田市長におかれましては、市民の結集の場となる山鹿灯籠

まつりの重要性に思いを運んでいただき、市民の皆様に寄り添いながら、さまざま

な課題に積極的に対応していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

そして、経済部長の答弁にもありましたように、関係団体や市民の皆様方の声に

しっかりと耳を傾けていただきまして、燃料や物価高騰の影響も踏まえ、適切なタ

イミングでの支援策のご検討をよろしくお願い申し上げます。 

次に、学校におけるＩＣＴ環境の整備について、３点お伺いいたします。 

2019年12月、ＧＩＧＡスクール構想が閣議決定されて以来、その実現に向け、教

育のＩＣＴ化は急速に進められております。ほとんどの学校でタブレット端末が配

備され、まさに１人１台端末は令和の学びのスタンダードといわれる時代になりま

した。一方で、全国においてはＩＣＴ教育における課題やさまざまな格差が問題提

起されているのも事実であります。 

そのような中、私は本年３月議会におきまして、教職員の指導力の格差について

取り上げましたが、本日はＩＣＴ環境整備による自治体間の格差ということで、学

校における無線ＬＡＮの整備についてお尋ねいたします。 

国は、教育のＩＣＴ化に向けた５か年計画を策定し、超高速インターネット及び

無線ＬＡＮの100％整備を掲げ、推進をしております。そのような中で、全国のＩ

ＣＴ環境の整備状況については、文部科学省において、学校における教育の情報課

の実態等に関する調査が毎年実施され、公表されております。その調査結果により
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ますと、コロナが流行し始めた令和元年度、普通教室の無線ＬＡＮの整備率は全国

平均48.9％だったものが、コロナ禍によってＧＩＧＡスクール構想の前倒しにより、

令和２年度には全国平均78.9％、令和３年度には93.3％と、全国の学校で無線ＬＡ

Ｎの整備が一気に進められてきました。令和４年度に入り、さらに整備は進んでい

るものと推測できます。 

熊本県内の自治体を見てみますと、令和元年度、全く整備されていなかった玉名

市、和水町においては、わずか１年で、令和２年度100％にまで整備が進められて

おります。また、菊陽町、西原村、南阿蘇村におきましても、未整備であった令和

元年度から令和３年度までの２年間で、それぞれ90％後半及び100％まで整備をさ

れ、そのほか令和３年度までの２年間で100％まで完全整備した自治体は、八代市、

合志市など、16市町村に上ります。 

山鹿市の整備率はといいますと、令和４年３月時点の整備率は3.5％、令和元年

度から変わりはありません。多くの県内自治体で普通教室の無線ＬＡＮ整備が大幅

に進められた結果、令和４年３月現在で山鹿市は県内45市町村のうち、ワースト３

番目、市では14市のうち、政令指定都市の熊本市に次いでワースト２番目の整備率

であります。この調査結果は、令和３年度のものでありますので、令和４年度に入

り、現在までのこの６カ月間の間に状況は変化し、整備中のところももしかしたら

あるかもしれません。 

そこで、１点目の質問ですが、現時点での山鹿市の学校における無線ＬＡＮ整備

の現状についてお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、小中学校の無線ＬＡＮの整備状況について、お答えを申し上げます。 

本市の学校無線ＬＡＮの整備状況は、文部科学省による令和４年３月１日現在の

同年８月の調査速報値では、整備率にして3.5％と低い数値が示されております。 

本市では、タブレットの通信手段としてＬＴＥ方式を採用していることから、現

時点では、無線ＬＡＮの整備を進めていない状況です。 

県内の小中学校において、ＬＴＥ方式を採用している自治体は、本市のほか熊本

市、荒尾市、益城町及び甲佐町で、その他の自治体は学校内に無線ＬＡＮを整備さ

れております。本市と同様にＬＴＥ方式を採用されている熊本市と益城町は、普通

教室への無線ＬＡＮの整備率は低い状況にあるようでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

答弁にありましたように、ＬＴＥ方式を採用している自治体については、無線Ｌ

ＡＮの整備率は低い傾向にあります。それでも熊本市と荒尾市においては、微増で

はありますが、ＬＴＥ方式を採用しているにもかかわらず、無線ＬＡＮの整備に取

り組み始めているということが、今回の調査結果でも見て取れるわけであります。

全国の平均整備率93％に対して、山鹿市が3.5％、この数字をどのように捉えられ

ますでしょうか。この２年間の全国の無線ＬＡＮ整備の実情を見ましても、教育の

分野だけではなく、ＩＣＴ環境における山鹿市としての取り組みが国内でも国際的

にも取り残されていくのではと危惧するところであります。 

今回、山鹿市で無線ＬＡＮの整備が進められていない理由としては、答弁のよう

に、１人１台端末導入においてＬＴＥ方式が採用されたことにあるかと思います。

予想もしなかったコロナ禍という事態で、速やかな端末導入と、携帯電話と同じよ

うに、どこでもインターネットが利用可能となることを考えますと、子供たちの学

びをとめることのないようにするためには、緊急的な対応としては大変有効な手段

であったかと評価いたします。当然、このＬＴＥ方式を採用し続ければ、タブレッ

ト端末の利用に関してだけいえば、無線ＬＡＮの環境整備は必要ないかも知れませ

ん。しかしながら、コミュニティスクールなど地域の中の学校を目指している山鹿

市として、子供たちの学習の場のみならず、学校が持つ機能を考えたときに、果た

して無線ＬＡＮの整備は本当に必要がないのかと疑問に思うところです。 

また、長期的にＬＴＥ方式を採用した場合の金銭的な負担はいかがでしょうか。

一般的にＬＴＥ方式はタブレット端末料と通信料の２つの料金がかかります。一方、

Ｗｉ-Ｆｉモデルのタブレットとなりますと、無線ＬＡＮの整備費用は当然かかり

ますけれども、整備後のタブレット端末契約については、端末料のみで済むと認識

しております。山鹿市では、令和２年度の途中からタブレットが導入されましたが、

導入に当たり、さまざまな契約のシミュレーションがなされたかというふうに思い

ます。 

そこで、２点目の質問ですが、ＬＴＥ方式と無線ＬＡＮを使用するＷｉ-Ｆｉモ

デルとのタブレット契約金額の比較について、その金額をお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 
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○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、タブレット契約金額の比較について、お答えをいたします。 

まず、児童・生徒、教職員に貸与しておりますタブレットは、リース契約といた

しております。ＬＴＥモデルの場合、本体と通信料は５年間で７億4000万円を見込

んでおります。 

一方、Ｗｉ-Ｆｉモデルでは、本体と通信料及びモバイルルーターのセット、５

年間でおよそ７億2000万円となります。ほかにＷｉ-Ｆｉモデルの場合は、教室内

の通信環境の整備費用に１億2000万円程度必要となってまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

それぞれの契約金額の差は、５年間でおよそ2000万円ということで、一見大きな

差はないように思いますが、長期的な視点で見れば、その差は大変大きなものにな

ってまいります。また、無線ＬＡＮの整備費用が１億2000万円ほど発生いたします

が、それだけの初期投資をする価値と必要性は、私は十分にあるのではないかと考

えております。 

学校に無線ＬＡＮの役割は、ＩＣＴ教育のためだけのものではありません。先ほ

ども申し上げましたように、地域の中にある学校はさまざまな機能や役割を有して

おります。例えば、その一つとして、避難所として小中学校を指定している自治体

は多いかと思います。ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、文部科学省が策定した

教育のＩＣＴ化に向けた５か年計画では、超高速インターネット及び無線ＬＡＮの

100％整備に取り組みが進められております。 

また、総務省においては、災害時の防災拠点となる学校の無線ＬＡＮ整備に向け、

公衆無線ＬＡＮ環境整備事業が展開されております。つまり、平時には学校でのＩ

ＣＴ教育、災害時には避難所の避難者の情報通信手段として活用するべく、学校の

無線ＬＡＮの整備が推進されているわけであります。この避難者用無線ＬＡＮと教

育用無線ＬＡＮとの併用は、一部の自治体で既に導入がなされており、特に京都府

では多くの公立学校で採用されております。 

また、熊本地震の際には、避難所に無料Ｗｉ-Ｆｉスポットを設置し、避難所の

避難者の９割以上の方が役に立ったとのアンケート結果も出ており、避難所での無

線ＬＡＮが市民のために大きな役割を発揮されております。もちろんセキュリティ

ーの問題、普通教室と体育館とのハード面の整備、文部科学省と総務省との調整な
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ど、整備には乗り越えるべき課題も多くありますが、災害への備えという観点から

も学校の無線ＬＡＮの必要性については十分求められるのではないかと考えます。 

また、ＬＴＥ方式を採用しているから無線ＬＡＮの整備は必要がないという発想

かもしれませんが、先ほど紹介しました調査結果からもわかるとおり、全国的にも

既に整備が進んでおり、今後の学校における無線ＬＡＮ整備は一般的なものになっ

てくるのではないでしょうか。 

そこで、３点目の質問ですが、学習面のほか、避難所やさまざまな機能を持つ学

校の役割を考慮したときに、山鹿市としての学校における無線ＬＡＮ整備の今後の

方向性についてお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、学校無線ＬＡＮの今後の方向性について、お答えを申し上げます。 

本市において災害等が発生した場合、小中学校の指定緊急避難所は７校ございま

す。そのうち、避難所に指定されているのは山鹿小学校１校でございます。 

小中学校の児童・生徒及び教職員に貸与しているタブレットの通信形態は、ＬＴ

Ｅ方式を採用しており、児童・生徒が 大７ギガまで使用できます。ＬＴＥ方式の

場合、タブレット使用においては、通常の授業のほか、校外学習や修学旅行、運動

会など、無線ＬＡＮが整備されていない環境におきましても、場所を選ばずに使用

することが可能であり、仮に紛失したときなど、ＧＰＳを内蔵しているため、早期

発見につながります。 

また、無線ＬＡＮが整備されている環境においては、Ｗｉ-Ｆｉとして利用する

こともできます。さらに、タブレットを持ち帰っての家庭学習では、無線ＬＡＮが

整備されていない家庭においても通信が可能なため、児童・生徒の家庭環境による

学習に差が生じにくく、ＬＴＥ方式を採用したリース契約は、現時点では 善の体

系であると判断をいたしております。 

一方、防災機能では、携帯電話会社において臨時の無料Ｗｉ-Ｆｉの設置や、携

帯電話の無料充電サービスなど充実が図られており、避難所としての通信体制とし

ても当面の間は対処できると考えております。 

ただし、現状において、体育館でのデジタル教科書用パソコンや電子黒板を利用

しての授業は、インターネット接続ができないため、一部機能に制限がかかる環境

にございます。したがいまして、ＩＣＴ機器を活用した新たな授業を展開していく

場合など、無線ＬＡＮの整備は大変有用であることから、今後とも学校と連携を図
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りながら、必要性などに関し調査・研究を進めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

本日は、契約内容による費用面と、避難所を含むさまざまな役割を持つ学校とい

う観点から、無線ＬＡＮ環境整備の必要性についてお尋ねをいたしました。理想を

申し上げれば、タブレットはどこでもできるＬＴＥ方式を採用し、加えて普通教室

には無線ＬＡＮの整備をするということが理想であります。当然、予算の問題もあ

りますが、子供たちや保護者、教職員、市民の皆様にとって、その予算額以上に有

益になる施策であれば、そうした検討も必要ではないというふうに考えます。その

ためにも、予算の問題についてはまだまだ契約内容の中で検証の余地があるように

も思われます。 

ＬＴＥ方式は、使用できる 大ギガ数によって契約金額が変わってきます。ただ

いまの答弁では、 大７ギガまで使用できる契約内容とのことでありました。しか

し、令和３年度の平均使用量は1.12ギガであります。また、令和６年度までの山鹿

市が設定されている目標値につきましても３ギガに設定をされており、ある程度の

余裕を持たせるとしても過剰な契約ともいえるかも知れません。 

また、タブレット使用のほとんどは学校内であります。普通教室に無線ＬＡＮが

整備されれば、学校内においてはその無線ＬＡＮを使用することで、さらに必要ギ

ガ数の抑制が図られ、契約金額の削減にもつながるのではないかというふうにも考

えております。５年契約ということでありますが、その後の契約内容については、

しっかりと検証を行っていただければと思います。 

また、公衆の場の無線ＬＡＮ整備が全国で進められていることも考慮しながら、

学校における無線ＬＡＮの整備に向け、ぜひ前向きなご検討をよろしくお願いを申

し上げます。 

これで、本日の質問は全てであります。冒頭でも申し上げましたが、先人が伝え

てこられた山鹿灯籠まつりは、山鹿市の誇りであり、象徴であります。来年こそは、

このコロナ禍を乗り越え、山鹿市民総出で盛大に開催できることを切に願うばかり

であります。そして、この伝統行事を山鹿の宝である子供たちにしっかりと引き継

ぎ、郷土愛を育んでいくためにも、教育環境の充実が大変重要だと思います。今後

とも執行部の皆様方とは建設的な議論を重ねていきながら、ふるさと山鹿のさらな

る発展のために私も努めていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げま
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す。ありがとうございました。 

○服部香代 議長 

以上で、永田議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のため休憩いたします。午後１時30分から再開いたします。 

午後０時18分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時29分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、北原昭三議員の発言を許します。北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

皆様、こんにちは。 

議席番号19番、公明党の北原昭三でございます。 

８月30日の全協におきまして、市民福祉常任委員会の小川委員長より、８月２日

から４日にかけての秋田県横手市、秋田市の委員会行政視察の訪問の結果報告がな

されました。大変恐縮でございますが、私からはこの行政視察の内容について、若

干ご説明をさせていただきます。 

８月２日、横手市にて、健康の駅推進事業についてでございます。健康の駅よこ

ては、市民が運動を切り口とした健康拠点、健康交流の場です。東部トレーニング

センターも見学をいたしました。数多くのトレーニングマシーンが設置してあり、

コロナ禍でございますが、大規模駅３トレーニングセンター実利用者731人との話

でございました。設置費用は多額とのことでございますが、市長が市民の健康増進

が先決とし、医療費の削減も視野に入れ、取り組みが展開されているというふうに

お聞きをいたしました。 

８月３日、秋田市におけるエイジフレンドリーシティ、高齢者にやさしい都市の

実現に向けた取り組みについて研修をさせていただきました。皆様ご存じのとおり、

エイジフレンドリーシティとは世界的高齢者と都市化に対応するため、2007年（平

成19年）に世界保健機構（ＷＨＯ）が提唱いたしましたアクティブエイジングを促

進する都市環境についての概念です。令和４年７月現在は、世界で1363都市・地域

が参加し、日本国内では地域で活動・活躍できる環境、24の自治体が登録をされて

おります。他自治体を視察することにより、いろんなことを知るきっかけとなり、

大変勉強になりました。 

それでは、発言通告に従いまして、一問一答にて今回３件の質問をいたします。
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よろしくお願いします。 

１件目は、高齢者支援対策並びに介護保険の補助制度についてであります。高齢

者支援対策、介護保険の補助制度に分けて質問をいたします。 

まずは、認知症予防対策とフレイル予防の推進についてお聞きをいたします。日

本でも高齢化社会が進み、それに伴い認知症の患者数も年々増加をいたしておりま

す。2025年には、65歳以上の高齢者の５人に１人、およそ700万人が認知症を患う

という調査もあります。効果的な治療のための早期発見や予防は、社会の持続的な

発展にとって大きな課題となっております。現在の課題は、認知症になる前の軽度

認知障害の段階で早期発見し、原因を診断して治療方針を立てることであります。 

65歳以上の高齢者のうち、認知症を発症している人は推計15％で、2012年時点で

約462万人に上ることが厚生労働省研究班の調査で明らかになっております。そし

て、先ほど申しましたけども、この数が2025年には730万人へ増加し、65歳以上の

５人に１人が認知症を発症すると推計されております。また、高齢者になるにつれ

認知症の割合は増加するとも予想をされております。85歳以上では、55％の方が認

知症になるとも言われ、今は大丈夫であっても将来は適切な判断ができなくなるか

もしれません。 

それでは、質問をいたします。１点目、認知症予防対策としてどのような取り組

みをされておりますか。先般、視察いたしました横手市では、認知症早期発見対策

の一環として、タッチパネル式物忘れ相談会の実施などが開催されておりました。

２点目は、山鹿市はこのタッチパネル式認知機能検査機の導入はどのようになって

おりますか、お伺いをいたします。 

次に、フレイル予防の推進についてお聞きをいたします。皆様ご存じのことと思

いますけども、フレイルとは高齢者の虚弱の状態のことです。埼玉県春日部市では、

急速に高齢化が進む65歳以上の高齢者を対象に、フレイルをチェックする測定会を

開催。測定会では、ふくらはぎの一番太い部分を指で囲むテストのほか、握力や滑

舌のよさなど、健康維持に必要な筋力の測定を行い、フレイル予防に効果がある社

会参加の有無を調べるアンケートも実施をされ、測定会自体、地域住民による運営、

ボランティアとの交流を通じ、高齢者が社会参加をする場にもなったと聞いており

ます。本市でのフレイル予防に対する取り組みの内容についてお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

北原議員のご質問の、認知症予防対策について、お答えをいたします。 
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本市の認知症予防対策は、介護保険法に基づき、高齢者が要介護状態になること

を防ぐために、総合的に支援をしております介護予防・日常生活総合支援事業の中

で取り組んでおります。具体的には、一般高齢者に向けた取り組みといたしまして、

早期に対象者を把握するために、70歳と75歳の年齢到達時に基本チェックリストに

よる調査を実施し、その結果、認知症予防のための取り組みが必要と思われた方に

は通所型サービスはつらつ学校等につないでおります。また、出前講座、サロン等

を通じ、認知症予防の重要性や必要性に関心を持ってもらうための普及啓発を行っ

ているところでございます。 

ご紹介にありました、認知症の早期発見の取り組みとしてのタッチパネル式認知

機能検査につきましては、現在、本市での取り組みはございません。タッチパネル

式につきましても有効な手段の一つとは思いますが、本市が実施をしております基

本チェックリストによる調査で対応ができていると考えておりますので、当面はこ

の方法により実施してまいりたいと思います。 

続きまして、フレイル予防の推進について、お答えをいたします。議員からもあ

りましたが、フレイルとは加齢により心身が衰えた状態のことで、適切な支援によ

り、健常な状態に戻ることができる時期ともされ、要介護になる前段階といえます。

本市では、先ほどご説明をした介護予防・日常生活総合支援事業の取り組みの中で、

認知症予防とともにフレイル予防にも取り組んでいるところでございます。 

具体的な対応といたしましては、先ほどのチェックリストによる調査に加え、体

力測定等を実施し、必要なサービスにつないでおります。また、フレイル予防の必

要性につきましても、認知症予防と同様、出前講座やサロン等での普及啓発を行っ

ております。 

75歳以上の後期高齢者数の増加が予想される中、健康寿命を延ばしていくために

は、認知症予防を含めたフレイル予防は大変重要であり、より多くの高齢者が基本

チェックリストによる調査や、体力測定を受けられる機会をふやすなどの体制づく

りを行い、引き続き早期発見・対応に努めてまいりたいと思います。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

答弁によりますと、認知症予防対策では70歳と75歳の年齢到達時に基本チェック

リストによる調査を実施し、その結果、認知症予防のための取り組みが必要と思わ

れる方に対しては、通所型サービスはつらつ学校等につないでおりますとの答弁で
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ございました。 

今言われました、この基本チェックリストによる調査方法の詳細について説明を

お願いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

ご質問の、基本チェックリストの調査方法の詳細について、お答えをいたします。 

基本チェックリストは、運動及び認知機能の低下や、引きこもりの状態、低栄養

の状態など、25項目の調査結果から、高齢者の心身の状況を判断するツールとして、

国が調査票の様式や判定方法の考え方を示したものでございます。 

調査の結果から、認知機能の低下がないか、フレイル状態となる恐れがないかな

どを判断し、必要に応じたサービスにつないでおります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

認知症の早期発見並びにフレイル予防の推進が今後の医療費の削減にもつながる

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

続きまして、介護保険の補助制度についてをお聞きをいたします。介護保険制度

とは、高齢化が進むにつれ介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護

による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社

会全体で支えることを目的に、2000年４月に創立をされました。65歳以上の高齢者、

または40歳から64歳の特定疾病患者のうち、介護が必要になった人を社会全体で支

える仕組みとなっております。 

それでは、質問をいたします。山鹿市におけるこの65歳以上の介護認定者数と、

介護保険を利用した福祉用具の購入や住宅を改修する際の補助制度ですが、山鹿市

の現状はどのようになっておりますか、お伺いをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

ご質問の、介護保険の補助制度につきまして、お答えをいたします。 
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まず初めに、本市における65歳以上の介護認定者数は、令和４年５月末現在で

3749名でございます。 

介護サービスの利用時には自己負担が必要であり、前年度の所得状況に応じて、

１割、２割、３割負担のいずれかとなります。ただし、手すりの設置など、小規模

な家屋の改修費用の一部を支給する住宅改修費、及び入浴用の椅子などの購入金額

の一部を支給する福祉用具購入費につきましては、２つの利用方法がございます。

１つ目はサービスに係る費用を一旦利用者に全額負担をしていただき、後日申請に

より市から保険給付費分であります９割を利用者に払い戻しを行う償還払いと、２

つ目はサービスに係る費用の１割を利用者がサービス提供事業者に支払い、保険給

付分である９割を利用者からの委任に基づき、市がサービス提供事業者に支払う受

領委任払いでございます。 

本市における受領委任払いにつきましては、山鹿市介護保険福祉用具購入等支給

に係る受領委任払実施要綱に基づきまして行っております。受領委任払いを利用さ

れるためには一定の条件がございますので、窓口で相談を受けた際に丁寧に説明を

しているところでございます。  

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

サービスに係る費用を一旦利用者に全額負担していただき、後日申請により市か

ら保険給付分の払い戻しを行う償還払いと、保険給付対象の１割を利用者がサービ

ス提供業者に支払う受領委任払いなどの方法があるとの説明がございました。 

私は、この償還払いがなかなか大変ですからということで、この内容で質問をい

たしたわけでございますけれども、この利用者に係る経済的負担が大きいことから、

全て受領委任払いでなぜ統一できないのかとちょっと疑問に感じたところでござい

ます。この件に関しては、今後確認をしていきたいと思います。 

２件目、地方創生臨時交付金の活用についてをお聞きをいたします。物価高、物

価高騰等に対する地方創生臨時交付金の活用であります。５点についてお聞きをい

たします。この春から食料品、日用品、燃料の値上げが相次いでいます。これはコ

ロナ禍で経済が打撃を受けた中で、昨年度後半以降のこの新型コロナウイルスワク

チン接種の普及に伴う世界的な経済活動の活性化により、需要が急激に高まり、供

給が追いつかない状況下で、商品市況が高値で推移していることが要因とされてお

ります。公明党は、原油や食料品などの物価高騰から国民生活を守るため、いち早
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く国民生活総点検緊急対策本部を設置し、党を挙げて取り組んでまいりました。今

回の物価高騰で一番困るのは低所得者であり、価格転嫁力の低い中小企業であると

思います。短期的な対応としては、低所得者に対する給付や中小企業に対する資金

繰り支援が必要なのではないでしょうか。 

公明党は、昨年末から18歳以下の子供や住民税非課税世帯への給付金を推進をし

てきました。さらに、４月26日に決定されたコロナ禍における原油価格・物価高騰

など、総合緊急対策において公明党の強い要請に対して、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金が拡充し、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分

が創設をされました。自治体が自由に活用できる財源である予算規模は１兆円とい

うふうに聞いております。 

このように、国からの給付金を実施する一方で、地域の実状に応じてきめ細かく

支援することも欠かせません。これにより、地方自治体が実施する、生活に困窮す

る方々の生活支援や学校給食費等の負担軽減など、子育て世帯の支援、また農林水

産業者や運輸・交通分野を初めとする中小企業者等の支援といった取り組みをしっ

かりと後押しすることが総合緊急対策に明記をされております。 

新型コロナウイルス感染症の長期化、そして本年２月末以降のこのウクライナ危

機により、原材料価格が値上がりをしております。４月には、政府が輸入小麦の売

渡価格を17.3％値上げしたところであり、食材費の値上がりが一層懸念をされてお

ります。今般の食材価格の高騰は、輸入食材に頼る状況に起因するものです。地

域・地元産の食材を採用することは、供給の安定化が図られるとともに、地域農業

の振興や食育の観点からも有用と考えます。 

地方創生臨時交付金の活用については、生活インフラとして欠かせない、水道、

電気、ガス代などの公共料金への負担軽減策も充てることができます。本市でも、

ひとり親家族等医療費助成受給者や児童養護施設などへの水道料金や下水道使用料

への軽減措置がありますが、生活者支援や事業者支援の施策として、今回の地方創

生臨時交付金には、住民税非課税世帯になった世帯への10万円給付や、低所得子育

て世帯の子供１人当たり５万円給付が盛り込まれており、その対象拡大や給付額の

上乗せもできます。 

ここで、他市の事例を紹介いたします。千葉県市川市では、独自での施策として、

いちかわ生活よりそい臨時特別給付金という支援事業があります。これは国が実施

する住民税非課税世帯への10万円給付の対象外となっている課税世帯のうち、世帯

所得200万円以下の世帯に対しまして、独自の財源で10万円の現金給付を行ってお

ります。これに至った経緯でございますけれども、市川市では住民税非課税世帯に

対する臨時特別給付金の対象となる非課税世帯のうち、年間所得が200万円以下の
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世帯が99.8％を占めていることから、同じ所得層であっても課税世帯となることで、

国の給付金を受けられない方々への支援策として、１世帯当たり10万円の現金を給

付することとしました。生活困窮されている市民へ寄り添った施策だと言えます。

市民生活を守り抜くのが政治であり、市民が直面している危機的状況を見逃すこと

なく、ときには政治主導で取り組むことが必要であります。 

ちょっと長くなりましたけれども、５点について質問をいたします。１点目、地

域経済と市民生活の安定、どのような手だてをもって市民の生活を守るのかをお伺

いします。２点目、学校給食等に関する負担軽減についてお聞きいたします。３点

目、学校給食への地域・地元産食材の活用についてお伺いをいたします。４点目、

公共料金の負担軽減のために地方創生臨時交付金を活用することへの見解をお伺い

をいたします。５点目、課税世帯のうち世帯所得200万円以下の世帯数を教えてい

ただきたいと思います。また、本市の生活困窮者世帯への本市独自の支援策につい

てお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、地方創生臨時交付金の活用について、お答えをいたします。 

本市におきましては、コロナ禍における原油価格や物価の高騰から、市民生活や

事業活動を守り抜くため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を 大限活用し、市民生活への支援と地域経済の下支えに 優先で取り組むことと

しております。 

そうした中、まず１点目のご質問、地域経済と市民生活の安定につきましては、

先の６月定例会において、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策

の第１弾として臨時特別給付事業、子育て世帯生活支援特別給付事業及びプレミア

ム商品券事業を柱とする５つの支援策に係る補正予算案をご承認いただいたところ

です。 

次に、２点目の学校給食等における負担軽減につきましては、給食費を含めて、

コロナ禍における物価高騰等の影響を受けている全ての子育て世帯への包括的な生

活支援として、１人当たり３万円の山鹿の未来を担う子ども応援券を配付するため

の補正予算案を本定例会に提案しております。 

次に、３点目の学校給食への地域・地元食材の活用につきまして、本市ではコロ

ナ禍以前から、ほぼ全ての学校給食において地元産の食材を採用しているため、現

時点で特段の対策は実施しておりませんが、今後の感染拡大や物価高騰の状況次第
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では、地元産の食材の安定供給が困難となる事態も想定されるため、引き続き状況

を注視しつつ、必要に応じて対策を検討してまいります。 

次に、４点目の公共料金の負担軽減策につきまして、コロナ禍における物価高騰

等を背景とする電気・ガス等の公共料金の値上げは、食材費や日用品等の値上げと

相まって家計を圧迫しており、特に子育て世帯については、コロナ禍と物価高騰の

ダブルパンチにより深刻な影響を受けることが懸念されるため、先ほど申し上げた

山鹿の未来を担う子ども応援券により、包括的な生活支援を実施することとしてお

ります。 

後に、５点目の生活困窮世帯への本市独自の支援策につきまして、まず議員ご

質問の本市における課税世帯のうち、世帯所得200万円以下の世帯数は、令和４年

８月31日時点で約4500世帯となっております。また、生活困窮世帯に対する支援と

しては、先ほど申し上げました第１弾の対策の中で、非課税世帯や低所得の子育て

世帯への生活支援として、全額国費による現金給付を実施したところですが、これ

に加え、本市独自の支援策であるプレミアム商品券及び山鹿の未来を担う子ども応

援券により、生活困窮世帯を含めた市民生活への支援と地域経済の下支えを両輪で

進めることとしております。 

市としましては、今後とも新型コロナウイルス感染症の感染拡大と原油価格・物

価の高騰が長期化することも念頭に置きつつ、市民や事業者への影響を的確に把握

した上で、本市の実情に応じた効果的な支援策を準備してまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

２回目の質問をいたします。 

各項目に対する支援策並びに今後の本市の実情に応じた効果的な支援策を準備し

ているとの説明がありました。 

それでは、３点についてお聞きをいたします。まず１点目は、６月定例会で承認

しましたプレミアム商品券事業の申し込み数はどのようになりましたでしょうか。

２点目、高齢者の方よりご相談がございましたけれども、電気料金、ガス料金等の

公共料金への補助に対する市の考えについてお伺いをいたします。３点目は、先ほ

どの答弁で効果的な支援策というふうにございましたけれども、具体的な施策が決

まっている項目がありましたら、お知らせをいただきたいと思います。 

○服部香代 議長 
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執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問について、お答えいたします。 

まず、１点目のプレミアム商品券の申し込み数につきましては、申し込み人数は

8856人、申し込み冊数は当初発行を予定しておりました６万冊を超える６万4135冊

となりましたので、８冊以上申し込まれた世帯から冊数を減らし調整いたしており

ます。 

次に、２点目の電気料金、ガス料金等の公共料金への補助に対する市の考えにつ

きましては、先ほど申し上げたとおり、コロナ禍における物価高騰等の家計負担へ

の影響は、電気・ガス等の公共料金にとどまらず、食料品や日用雑貨など広範囲に

わたっていること、特に子育て世帯については、コロナ禍と物価高騰のダブルパン

チにより深刻な影響を受けることが懸念されることを踏まえ、山鹿の未来を担う子

ども応援券の配付による包括的な生活支援を実施することとしたものであり、現時

点では、公共料金に特化した市独自の補助等は考えておりません。 

後に、３点目の本市の実情に応じた今後の支援策につきましては、現在検討中

でございまして、具体的な支援策を申し上げる段階ではございませんが、今後の感

染拡大や物価高騰等の状況、国や県における追加支援策の動向等をしっかりと見き

わめた上で、時期を失することなく、市民や事業者の現状・ニーズに応じた対策を

効果的に実施してまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

地方創生臨時交付金を活用した他市の事例といたしまして、地域公共交通機関の

高度化支援事業等もこういった形で活用されているというふうにお聞きをいたして

おります。国や県における追加支援策の動向をしっかりと見きわめていただき、高

齢者に対する支援策も含め、市民や事業者の安心のための事業に取り組んでいただ

きますようお願いをいたします。 

３件目、不登校特例校の設置推進並びに小中学校設備の状況についてを質問をし

ます。１点目、不登校児童・生徒の状況について、文部科学省は６月10日に不登校

に関する調査研究協力者会議の報告書を取りまとめ、今後の不登校児童・生徒への

学習機会の確保と支援のあり方について重点的に実施すべき施策の方向性は、誰ひ
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とり取り残されない学校づくり、不登校傾向のある児童・生徒に関する支援のニー

ズの早期把握、不登校児童・生徒の多様な教育機会の確保、不登校児童・生徒の社

会的自立を目指した中長期的支援の４点であり、不登校の考え方として登校という

結果のみを目標とせず、社会的自立を図ること、状況によっては休養が必要であり、

学校に行けなくても悲観する必要はなく、さまざまな教育機会を活用することが必

要として、全国の教育委員会等の機関へ通知し、小・中・高等学校へ周知を図った

とありました。 

先ほど勢田議員より、不登校生についての質問がございましたけれども、山鹿市

の不登校児童・生徒の過去３年間の状況はどのようになっておりますか、お伺いを

いたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。吉野首席教育審議員。 

［吉野栄治 首席教育審議員 登壇］ 

○吉野栄治 首席教育審議員 

ご質問の、不登校児童・生徒の状況について、お答えいたします。 

不登校児童・生徒の過去３年間の状況は、令和元年度が８名、令和２年度が10名、

令和３年度が31名となっており、本市同様、全国的に増加傾向にあります。原因と

して、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きかったと分析しています。本人の

感染による出席停止を初め、感染回避のための出席停止、学級や学年の閉鎖等もあ

り、学校生活のリズムを崩して、欠席日数が増加した児童・生徒が本市でも見られ

ました。しかしながら、本年度の状況としては、昨年度の同時期と比較して改善傾

向が見られています。 

本市は、県下でも不登校児童・生徒の出現率が大変低くなっていますが、それだ

け学校が不登校を大きな課題として捉え、子供たちとのかかわりを大切に教育活動

に当たっています。 

不登校になった児童・生徒への対応も、各学校の校長を中心に、担任、学年主任

や養護教諭等、学校組織で取り組んでいます。また、学校だけの取り組みでは難し

い場合は、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラ一等の専門家による

支援も行っています。 

さらに、学校に登校できない児童・生徒については、本人・保護者の希望により、

本市に設置しています教育支援センターを利用することができます。現在、３つの

教育支援センターを設置しており、児童・生徒20名ほどが当センターを利用し、学

校復帰に向けて少しずつ前向きに進んでいる状況です。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

不登校生徒を減らすのは大変な作業とは思います。いろんな対策を取っていただ

き、結果として昨年度と比較した場合、不登校生徒は改善傾向が見られますとの答

弁でありました。 

一番長い不登校の期間と、不登校の原因としてコロナウイルス感染の影響が一番

かと思いますが、その他不登校の原因として考えられる要因についてお伺いをいた

します。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。吉野首席教育審議員。 

［吉野栄治 首席教育審議員 登壇］ 

○吉野栄治 首席教育審議員 

ご質問の、一番長い不登校期間と新型コロナウイルス感染症拡大の影響以外の不

登校の原因について、お答えいたします。 

まず、本年１学期授業日数が69日ありましたが、学期を通して全く学校に通えて

いない児童・生徒が１名、欠席日数が60日を超えた児童・生徒が６名おりました。

このような児童・生徒には、定期的に学校及び関係機関から家庭訪問を行い、声か

け等を行っております。 

また、新型コロナウイルス感染症以外の不登校の原因については、無気力、親子

のかかわりの問題、生活リズムの乱れ、いじめを除く友人関係などが多くなってい

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

学期を通して全く学校に通えていない児童・生徒が１名、欠席日数が60日を超え

た児童・生徒が６名というような答弁がございました。１日も早く学校に通えるよ

う、引き続き声かけ等をよろしくお願いをいたします。 

２点目、不登校特例校についての認識と、今後設置に向けての取り組みについて

お聞きをいたします。全国の小中学校で2020年度に不登校だった児童・生徒は、前

年度8.2％増の19万6127人となり、８年連続で増加し、過去 多となる中、公明党
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は本年３月10日、不登校支援プロジェクトチームを設置、不登校児童・生徒への支

援策の一つとして、子供の状況に合わせた授業カリキュラムを組むことができる不

登校特例校の整備・充実について議論を行い、４月22日の衆議院文部科学委員会で、

浮島智子衆議院議員が不登校特例校の設置拡大を訴え、末松信介文部科学大臣は不

登校特例校の設置促進を図ると応じられました。 

不登校特例校についての認識と、そして今後設置に向けての取り組みについてを

お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。吉野首席教育審議員。 

［吉野栄治 首席教育審議員 登壇］ 

○吉野栄治 首席教育審議員 

ご質問の、不登校特例校の認識について、お答えいたします。 

国は、不登校の子供を対象に柔軟なカリキュラムを組める不登校特例校について、

全都道府県・政令市への設置を目指す方針を固め、コロナ禍でふえ続ける不登校の

児童・生徒が無理なく通える学びの場を確保することを狙いとしています。 

不登校特例校は、児童・生徒の事情に合わせて、授業時間や学習内容を調整する

ことができます。民間のフリースクールとは異なり、元の学校から転校が可能であ

り、通常の学校と同じように卒業資格が得られるメリットがあります。2017年に施

行された教育機会確保法で、国や自治体による設置が努力義務とされています。 

しかしながら、文部科学省の調査によりますと、今年４月現在、財政的な制約等

から、10都道府県の21校の設置にとどまっており、その半数は首都圏の設置となり

ます。 

本市では、不登校対策として、先ほども答弁しましたように、３つの教育支援セ

ンターを設置して、学校復帰を目標に、将来の社会的自立を目指して、学校と連携

して取り組みを進めています。 

不登校特例校については認識しておりますが、現在のところ、本市で設置するこ

とは考えておらず、現在開設しています３つの教育支援センターのさらなる充実を

図ってまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

第４次山鹿市教育振興基本計画に基づく教育支援の充実で、不登校対策事業にて
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教育支援センターの設置とあります。３つの教育支援センターの場所、そして支援

体制、支援メンバー、支援内容など、また教育支援センター設置により学校に復帰

できたと結果が出ているものがありましたら教えていただきたいと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。吉野首席教育審議員。 

［吉野栄治 首席教育審議員 登壇］ 

○吉野栄治 首席教育審議員 

ご質問の、教育支援センターの場所等について、お答えいたします。 

３つの教育支援センターの場所につきましては、山鹿の中央児童センター内にあ

ります山鹿教室、鹿本町水辺の学習館ゆめほたるを利用した鹿本教室、及び鹿北中

学校の空き教室を利用した鹿北教室を設置しております。 

支援員は利用人数に応じて、山鹿教室３名、鹿本教室３名、鹿北教室１名を配置

し、支援内容といたしましては、利用する児童・生徒に応じた生活目標や学習目標

設定のアドバイスを行い、一人一人が目標を達成できるような学習支援を初め、体

験活動や保護者相談等を実施して、各学校とも連携し情報共有を図っております。 

次に、教育支援センター設置による好事例を２つご紹介いたします。１例目は、

小学校の教室に入れずに、支援センターで過ごしながら、まずは給食の時間だけで

もということで学校に通いながら、その後、段階を踏んで少しずつ授業等にも参加

し教室復帰を果たすことができた児童がおります。 

２例目は、普段から教育支援センターを利用していた児童が、卒業式目前の卒業

式練習を教育支援センターでオンライン視聴し、本番に参加することができ、その

ことが自信となって、中学校進学後は学校に通うことができるようになったという

事例です。 

不登校になった児童・生徒が、教育センターを利用しながら、少しずつ元気を取

り戻し、学校復帰につながった事例はほかにもたくさんございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

不登校になった児童・生徒が教育支援センターを利用しながら、少しずつ元気を

取り戻し、学校復帰につながった事例がありうれしく思います。今後も、児童・生

徒ら寄り添い、先ほども申し上げましたが、１人も置き去りにしない取り組みをよ

ろしくお願いをいたします。 
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３点目、小中学校の設備に問題はないかについてをお聞きをいたします。８月15

日の熊日新聞に、小中学校設備安全に問題1298カ所、47市区調査、熊本市は２校５

カ所、定期点検では発見できておらず、事故を契機に隠れた危険箇所があぶり出さ

れた記事が掲載をされておりました。学校保健安全法施行規則は毎学期１回以上の

点検を義務づけられているが、すり抜けた形だというふうにありました。事故があ

ってからでは遅すぎます。山鹿市のことは何も掲載されていませんでしたので、問

題はないと思いますが、山鹿市の小中学校における施設・設備などの安全点検はど

のような体制で実施されておりますか、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、小中学校の施設・設備の点検について、お答えをいたします。 

学校施設は、児童・生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であり、日常の安

全確保は極めて重要であると考えております。 

学校の施設・設備の安全点検は、学校保健安全法施行規則において、各小中学校

では、毎学期１回以上、児童・生徒が通常使用する施設及び設備の異常の有無につ

いて定期的に確認を行わなければならないこととなっており、この定期点検に加え

て、児童・生徒が過ごす安全な環境の確保のため、日常的な点検を行うことが定め

られております。 

万一、教職員の目視点検等により、学校にて異常が確認された場合には、担当部

署の学校施設課へタブレット端末や携帯電話から写真を送信するなど、その状況を

報告し、軽微で緊急性があるものは早急に専門の業者等へ依頼をし、中程度以上で

あれば担当職員が現状を確認し、専門業者と対応を検討した上で修繕等を行うこと

としております。 

本市の学校施設におきましては、建築後30年を経過した施設が施設全体の64％を

占めております。現在は、令和２年度に策定いたしました山鹿市学校施設長寿命化

計画に基づき、定期的なメンテナンスや設備の更新等を行い、安全・安心な学校環

境づくりに努めているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 
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子供は、大事な山鹿市の宝でございます。定期的なメンテナンスや確実な設備の

更新などを実施していただき、安心・安全な中で児童・生徒が過ごせるよう、さら

なる学習しやすい環境づくりをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○服部香代 議長 

以上で、北原議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午後２時24分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時34分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、芋生よしや議員の発言を許します。芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

皆さん、こんにちは。 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

台風11号の影響を受け、議会の日程も変更となりました。災害対策や避難所運営

に当たっていただいた職員の皆さん、大変お疲れ様でした。 

それでは、質問に入ります。 

議長に資料配付をお願いしたいと思います。許可をよろしくお願いいたします。 

○服部香代 議長 

資料配付の要求があっておりますので、会議規則第157条の規定により、これを

許可いたします。 

［資料 配付］ 

○芋生よしや 議員 

それでは、質問に入ります。３項目、一問一答でお願いします。 

一番初めは、学校給食の支援についてです。学校給食の値上げに対しての支援計

画、私は６月定例会で物価高騰による学校給食費の値上げについて支援を求め、給

食費の値上げは避けられない状況になり、やむなく値上げに踏み切った学校もある。

一方で、給食費の値上げを検討している学校、食材や献立に工夫を凝らすなど、自

助努力が図られているところもある。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金など、学校給食などの負担軽減などに子育て世帯に対する支援制度も設けら

れているので、本市も給食費の軽減を視野に対策を考慮していると、６月議会では
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答弁があっておりました。その支援計画はどうなっているかをお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、物価高騰による学校給食費の支援につきまして、お答えを申し上げま

す。 

本市では、さきの６月定例会でご答弁をいたしましたとおり、物価高騰等に伴う

学校給食費の負担軽減につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の活用を視野に対策を協議をしてきたところでございます。 

一方、学校給食現場では、児童・生徒の健やかな成長に必要な栄養やカロリーな

どを計算し、物価高騰の中でも給食の質の低下を招かないように、食材や献立に工

夫を凝らし、継続した自助努力を行っているところでございます。 

このような中、給食費への物価高騰による影響額を把握するため、１食単価の価

格差を試算をしましたところ、小学校が14.27円、中学校が18.49円の上昇、年額に

いたしまして、小学校が約2800円、中学校が約3500円、率にいたしまして６％程度

が物価高騰の影響を受けているとの結果を得たところでございます。この結果から

も、給食費への物価高騰の影響は大きく、その対策が求められているところでござ

います。 

よって、その対策といたしましては、先ほど総務部長が答弁をいたしましたとお

り、３万円の山鹿の未来を担う子ども応援券を配布することで、給食費を含めて、

コロナ禍における物価高騰の影響を受けている全ての子育て世帯への包括的な支援

として対処しようとするものでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

お答えの子ども応援事業、全ての子育て世帯への支援の取り組みは大変大事なこ

とだと思います。しかし、これは時限を切っての取り組みとなります。国による物

価高騰への対策がなされなければ、今後とも給食費の値上げは行わなければならな

いのではないでしょうか。私は、そもそも給食費そのものについての支援を求めて

きました。きょうは勢田議員も中学校の給食無償化を質問されましたが、給食の無

償化を、これまで私、求めてきました。しかし、現在、そこまでいかない中での給
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食費の高騰分については、引き続き検討していただきたいと思います。先ほど長期

化の場合は、また対策をとお答えもあっておりました。引き続きの検討を求めてお

きます。 

では、次の２項目めの質問、旧統一教会系団体の行事後援についてです。資料１

をご覧になっていただきたいと思います。 

きょうは、私、傍聴の方にも、見えないとは思うんですけど、見ていただとこう

と思いまして、こういうものを用意してまいりました。これはピースロード2022の

チラシとなっています。このチラシの中には、８月７日にこの黄色い部分なんです

が、ゆうかファミリーロードを熊本市内から山鹿市へと、ルートとして利用するこ

と、そしてこの下のほうに小さい文字ですが、後援団体として山鹿市も掲載されて

おります。小さい文字ですが、見えたでしょうか。そして、ピースロードというと

ころを探してホームページを検索しますと、人の心と心をつなぎ、世界平和実現に

貢献するプロジェクトですとあり、さらに世界平和を推進するＵＰＦの世界的な友

好親善プロジェクトですとあります。ＵＰＦ、それは故ムン・ソンミョン、日本語

読みでいきますと文鮮明氏ですが、提案した信念を体現したものと書かれておりま

す。ＵＰＦは天宙平和連合のことであり、先ほども言いましたが、これを創設した

人はムン・ソンミョン氏とハン・ハクチャ夫妻で、統一教会系の団体です。 

さて、きょうの一般質問の項目に、私の一般質問の内容の表記について、統一教

会、チャーチですね。キリスト教会などの統一教会と表記がされているかと思いま

す。私は前もって訂正を求めておりませんでしたが、2015年に世界基督教統一神霊

協会、こちらのキョウは協同、協力の協です。これがもともとの正式名称で、略称

もチャーチの教会ではなく、協力し合う統一協会をそもそも使っていました。その

後、キリスト教会と紛らわしい今の統一教会、チャーチと明記するようメディアに

も執拗に求めたため、その後、新聞などで統一教会のキョウはチャーチ、教えるの

文字になったわけです。意図的な名称変更を行っていることから、日本共産党はも

ともとの正式名称である世界基督教統一神霊協会、統一協会、協力の協ですね、を

使っているところです。私は、一般質問の通告のときに、この文字を使ったのです

が、多分、表記間違いだろうと訂正していただいたのかと思いましたが、あえて訂

正せず、ここでちょっと説明させていただきました。 

山鹿市が後援団体として記載されていることを知ってすぐ、７月28日、日本共産

党の山鹿市委員会は、後援の基準と経緯、対応の説明を求め、後援は行わないこと、

市民及び議会に対して、真摯な説明を求める申し入れを行いました。改めて、ここ

で後援をすることになった経緯についてお尋ねをいたします。 

１つ目が、市が後援を行う場合の基準が示されている、それはどこで判断し、決
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定するのか。２つ目、ピースロードを後援するに至った経緯と、これまでのかかわ

りはどうだったのか。３番目、今回、後援を中止した経緯はどういったことだった

かお答えをお願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、名義後援の経緯について、お答えをいたします。 

まず、市が名義後援を行う際には、イベント内容に応じて、共催等名義後援承認

申請書を担当課で受けつけ、山鹿市共催等名義使用実施要綱並びに山鹿市共催等名

義使用承認に関する事務取扱要領に基づき、承認の可否を判断しております。 

ご質問の、ピースロード2022 in くまもとにつきましては、令和４年２月25日に

当時の秘書政策課で申請書を受けつけております。本市をコースの一部として開催

される内容となっていましたので、申請団体から資料の提供や内容の聞き取り、名

義後援を行っている近隣自治体から情報収集を行い、３月11日に承認の決定をして

おります。過去にも同様のイベントの申請書の提出がございましたが、本市を会場

とする内容ではありませんでしたので不承認の決定をしており、承認は今回が初め

てとなります。なお、ご指摘の団体との関連性については、提出された書類及び聞

き取りの段階では把握できておりません。 

次に、名義後援の取り消しについて、お答えいたします。熊本県を初め、県内複

数の自治体が、同イベントの名義後援を行っておりましたが、８月２日に熊本県が

名義後援取り消しを決定したことを踏まえまして、本市としましても報道等により

市民の不安や懸念が増大している中で、名義後援を継続することは不適切であると

判断しましたので、８月３日に名義後援の取り消しを決定し、申請団体へ通知した

ところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

私も、名義使用実施要綱などを見せていただきました。申請団体から資料提供が

あったとのことですが、要綱の中では団体の規約や会則など、事業実施に伴うチラ

シ、パンフレットとあります。提出された資料では、確認がとれないものだったの

でしょうか。確かに全国各地で行われている、この催しについて確認が取れなかっ
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たとの各地の声、自治体などからの発表もあっております。 

統一教会、先ほども説明しましたが、開祖はムン・ソンミョン氏、現在の総裁は

その妻のハン・ハクチャ氏です。日本では、1959年に設立され、1964年に宗教法人

の認証は受けました。統一教会は、キリスト教会を装いつつ、霊感商法など、反社

会的活動を行うカルト集団です。1985年の段階で、カトリック司教団はキリスト教

の本質的・基本的なことを承認する団体ではない、キリスト教ではないと公式の見

解を表明しています。 

市長にお尋ねいたします。統一教会、反社会的なカルト集団だとの認識はありま

すでしょうか。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

団体名が合っているかどうかわかりませんが、世界平和統一家庭連合、旧統一教

会に対して、反社会的なカルト集団としての認識があるかとのお尋ねであったと思

います。 

同団体に対しては、安倍元総理の痛ましい銃撃事件に端を発し、一連の報道が行

われておりますが、ここで特定の団体に対して、本市の見解を申し上げることは差

し控えるべきと考えております。 

一方で、全国で霊感商法や高額献金などの被害者が多数発生している状況を鑑み

ますと、国において被害者救済等、しかるべき対応がとられるべきと考えておりま

す。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

市長が名称を言われたのは、 近改称された名称で、同じところになります。 

特定の団体に対して、市の見解を述べるのは差し控えるべきだとのお答えでした。 

それでは、この統一教会は一般の宗教団体なのでしょうか。先ほど、キリスト教

司教団はキリスト教ではないと、しっかり表明をしております。そして、後援の名

義取り消しは、報道などにより、市民の不安や懸念が増大している中で、後援継続

は難しいと判断した、不適切とも答えてはいただきましたが、なぜ報道は過熱し、

他自治体が後援取り消しをしているのでしょうか。騒がれているから、不安が懸念、

増大するのではなく、この団体が何をしている団体なのかが問題です。ちょうど９
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月５日、ＮＨＫクローズアップ現代で、宗教２世、旧統一教会信者の子どもたち、

知られざる現実という番組が報道されました。ご覧になった方もいるのではないで

しょうか。この団体、そしてそれにまつわる方々、多くの問題を抱えています。１

つの宗教団体ではありません。 

さて、旧山鹿市議会では、当時、日本共産党の吉岡義一郎議員、27年前になりま

すが、1995年（平成７年）の12月議会で統一教会についての質問を行っています。

内容は、広報やまがに催し物の紹介として、新時代の家庭像講演会というのが掲載

され、講師は国際女性問題研究所長で、統一教会の偽装団体である。そして、その

問い合わせ先は関連組織、市内の方です。会場の申込者は世界平和連合熊本連合会、

ピースロードの後援団体の一つでもあります。その山鹿支部長、その方は山鹿市の

教育委員に承認されたというのです。市内にも統一教会の拠点があり、そのころ、

活動が目に見える形で行われていたのです。ちょうど皆さんもよくご存じのオウム

真理教サリン事件が起きた、反社会的な行為が暴かれ、糾弾されている年代です。

日本共産党は、地方でも国会でも反社会的なカルト集団の問題を40年も前から追求

し、被害救済に尽力をしておりました。それはもう大きな社会問題ですから、ほか

の方も国会などで取り上げてします。 

木枯し紋次郎などでおなじみの俳優、キャスターも務められた中村敦夫さんが参

議院議員時代、24年前、1998年（平成10年）、法務委員会で統一教会について質問

した議事録の一部を紹介します。統一教会は、宗教の名を借りて、さまざまな反社

会的な行動をとっている団体。特に青年たち、あるいは主婦層をターゲットにして、

心の操縦法を使い、マインドコントロールしていく。 初は正体を隠して、さまざ

まな形で勧誘をやるわけですね。統一教会の利益というのは８割がもう日本の霊感

商法から上がってくるというようなことなんです。この結果、子供たちがそういう

団体に捉えて、本当に苦しんでいる家族というのがもう何千とあるわけで、長い長

い間、これが続いてきたわけです。こんな団体がぬけぬけと放置されているという

自体そのものが、私は大変おかしいと思っております。そして、この教祖であるム

ン・ソンミョンという男も、経歴を見ると、もうスキャンダラスティックな行動で

埋められているような人物です。1946年、1948年、風紀紊乱罪とか、二重結婚とか、

いかがわしい容疑で逮捕されている。アメリカでもいろいろな問題を起こし、1984

年にも脱税容疑で捕まり、１年６カ月刑務所に入れられるという経過がある。本来、

こうした人物は日本に入国できないはずだが、平成４年３月15日から４月１日まで

日本に滞在、北東アジア平和を考える国会議員、これは統一教会から秘書を派遣し

てもらったり、献金をもらったりしている連中だ。その会の招待、入管法の12条で

特別の事情があって法務大臣が認めた場合とはどんな事情か。国会議員に対して、
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統一教会やその政治組織などから秘書が派遣されているというのは広く知られてい

る。多い人は１人の議員に９人もの秘書がついているというようなこともある。公

安調査庁では統一教会系の秘書の提供を受けている議員が、国会全体で何人いるの

か。 

その答弁に、公安調査庁といたしましては、統一教会が種々社会的な問題を引き

起こしている団体であるということは十分承知し、団体の動向については広く情報

を集めているが、国家議員に秘書が派遣されているその内容の真偽についてまでは

把握しておりません。 

国会議員のそばに、たくさんの北朝鮮と協力している団体の秘書がいるというこ

と自体が、国家機密が筒抜けになるというような状況なわけですから、そういう消

極的な考えで公安がいられるということは、私は大変疑問に思っている。 

高村外務大臣は、かつて統一教会の代理人で裁判の記録などにも載っている。

1989年の資産公開では、統一教会の霊感商法の元締めであるハッピーワールドとい

う会社から、時価380万円のセドリックを提供されている。相当に深い間柄だ。こ

ういう方が今、日本と北朝鮮の問題のさなかで外務大臣をやっているということを、

私は大変危惧するから、高村さんは現在とこれまでの統一教会との関係、具体的な

ものを全部公開すべきではないのかなというふうに思うんです。もし、公開できな

いとしたら、これは外務大臣としては大変不適任でありますから、これは罷免すべ

きではないかと思います。 

その答弁、中村国務大臣、私としてもお答えできない。ということで、中村敦夫

さんは、この統一教会の問題に対して、皆さん逃げ腰だと質問を締めくくっており

ます。 

さて、今、中村敦夫さんの国会での質問を少しお伝えしたところなんですが、資

料２、グラフを参照していただきたいと思います。こちらになります。これは霊感

商法の被害金額、全国の霊感商法対策弁護士連絡会の資料から作成させていただい

たものです。これを見ますと、1987年、これは160億円単位で被害額が出ています。

その後、少し減少しましたが、相変わらず続いております。そして、2009年に、ま

た統一教会側が法令を遵守、強化しましたと主張していたわけなんですが、その後

も被害は続いています。これははっきりとわかった部分だけです。過去も現在も霊

感商法の被害は続いています。先ほどの弁護士連絡会によりますと、1987年から

2021年までの被害総額は約1237億円に上るとなっています。 

近では、先ほどの中村敦夫議員のときには、子供たちの被害が大変厳しいとい

う悩みだったとありましたが、 近では子供たちではなく、親たちがその統一教会

に入って、その子供たちが大変苦しい思いをしている。その中で、大変残念な安倍
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元首相の被害が、銃撃という形で行われ、本当に悲しい思いであります。 近では、

先祖が地獄で苦しんでいると、信者から高額な献金を集めています。地獄に落ちる

など、信者を脅して金を集めている実態には変わりはありません。宗教法人の正体

を隠した勧誘、不安をあおって物品の購入や献金をさせることは違法行為です。人

権無視の集団結婚を祝福と称して、信者同士の集団結婚も相変わらず行われていま

す。それまで面識がない、言葉が通じない、外国籍や年齢が離れた人との結婚もあ

り、ＤＶや経済問題も頻発しています。被害は、現在進行形なのです。 

そして、もう一つの統一教会の顔は、反共、反動、この 悪の先兵として活動を

進めているのが統一教会と表裏一体の国際勝共連合です。この名称は聞かれたこと

があるかと思います。統一教会が聖典としている原理講論に第３次大戦に勝利し、

共産主義社会を壊滅させ、理想世界を実現しなければならないと明記しているので

すが、共産主義そのものを抹殺しようという考えです。 

この統一教会、勝共連合の活動に注目をしたのは、日本の反動右翼勢力で、笹川

良一ら日本の右翼が勝共連合を日本に引き入れるため、統一教会開祖のムン・ソン

ミョンと密議を行い、本人を迎えて反共連盟をつくり、反共運動をやろうという密

議、会議をした、その目的を語っております。右翼の方と共産主義と対峙するとい

うところで一致をしたのです。 

こういった団体が、先ほども言いましたように、山鹿市にも大いに関連がある問

題なのだということを認識していただいて、市としてこれまでのかかわり、また今

後のかかわりはどうか、また今現実に困っていらっしゃる方、相談がしたいと思っ

ていらっしゃる方が山鹿市にもいらっしゃるかもしれません。その方たちへ相談が

できるように呼びかけることについて、市長にお尋ねをしたいと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

旧統一教会系団体行事への後援等、これまでの経緯につきましては、先ほど総務

部長が答弁したとおりでございますけれども、私自身、同団体が主催するイベント

等に出席したことはなく、本市と同団体との深いかかわりはございません。また、

今後もかかわりを持つことはございません。そのため、後援の申請等におきまして

も、市民の皆様から懸念や疑念を持たれることがないよう、より慎重に対応してま

いります。 

また、ひょっとしたら、山鹿市民の中に困っている方々がおられるんじゃないか

ということでございますけれども、そういった同団体との問題をめぐりお困りの方
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は、市の消費生活相談窓口等にご相談をいただきたいと思います。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

先ほども紹介いたしましたが、今、宗教２世の方たちがみずから話をし始めてい

ます。何とかして抜け出したい、そういった思いの方たちもいるかと思います。自

分が自由なく、その宗教の世界に入れられてしまうような状況を持っていらっしゃ

る方たちもいるので、消費にかかわる相談窓口では相談ができなくなることもあり

ます。ぜひ大きな相談窓口を広げていただきますようお願いいたします。 

さて、先ほど紹介しました吉岡義一郎氏の質問に対して、当時の企画開発部長は、

反社会性は認められず、掲載妥当と判断した。チェック機能向上を図り、広報紙の

基本理念に再度立ち返って検討する。 

また、続けての助役の答弁では、教育委員の欠格、失職条項にも該当しないので、

教育委員になっていらっしゃる方の失職などはないのでご理解いただきたいとの回

答でした。さらに、それについて求めると、真摯に受けとめ、広報紙掲載の基準点

をつくりたいと部長が答弁されておりました。今回紹介していただきました後援の

要綱などは、そういったところを考えて盛り込んであるのかと思います。 

しかし、今回の県の取り消し決定を踏まえて、市民の不安、懸念が増大している

ため、後援の継続は不適切であると判断したというだけではなく、統一教会自体が

反社会的な問題のある団体だからと、はっきりと示して取り消す、その意志を表明

することが、今被害に遭っている方たちも救いを求めることができるのではないで

しょうか。ぜひここをはっきり示していただく、こういう問題については毅然と示

していただくことが大事かと思います。この点については、市長、再度お尋ねしま

すが、いかがでしょうか。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

先ほども申し上げましたように、私としてもこういった団体とのかかわりは持ち

たくもありませんし、今後もそういうことがあってもかかわりは持ちません。この

ことで大事なことは、やはり被害に遭われた方々、こういった方々、先ほど２世の

方々も被害に遭われているということでございましたので、そういった方々を救う

ことというか、そういうことが大事だろうというふうに思いますので、先ほど申し



－ 83 － 

上げたように、市の、まずはその消費者センターのほうに相談をいただき、またき

のうでしたか、国のほうで総合的な窓口を設置したというような報道が流れており

ましたので、そちらのほうにもご相談いただける、そういったやり方を取っていた

だければというふうに思います。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

市長は、もう自分個人はしっかりとそういう団体にはかかわらないということも

明言していただきました。また消費生活、また国の支援にということですが、山鹿

でもぜひ窓口をあけてもらうというか、相談ができるような体制を考えいただきま

すことも重ねてお願いして、次の３項目の質問に移りたいと思います。 

９月１日は防災の日として、さまざまな報道があっておりました。私も改めて自

宅周辺のハザードマップを確認し、さらにＮＨＫが 新情報から作成したハザード

マップも見てみました。ちょっと紹介します。こちらは山鹿市が作成して冊子とな

っているハザードマップです。グリーンで塗っているところが、こっちの上のグリ

ーンが私の自宅なんですが、白くて何の被害もなくて安心だなというふうに。すみ

ません。これはタブレットの資料にはありません、後で追加しましたので。大丈夫

だなと思っておりました。ところが、 新情報を入れたハザードマップでいきます

と、やはりグリーンで塗っているところが、黄色というか、オレンジというか、こ

ういう色になっております。そして、私の一番近い大きな道路は県道301号線なん

ですけど、301号線もしっかり水に水没するという状況がわかりました。これでは

大変だと思いました。私のところの皆さんも、やはり私と同じような認識、この市

のハザードマップの状況が通常だろうというふうに思って安心をしているところで

すが、今の本当に大きな想定を超えるとか、千年に一度とか言われる被害が全国各

地で多発しております。それで、この情報を地域でも共有し、避難ルートも決めて

おかないと、道路は通れない状況になるということを実感いたしました。ＮＨＫの

特集も組まれておりましたし、４年前の岡山県倉敷市真備町、これも大変な被害で

したが、こういった経験からは何よりも住民参加の防災対策が強調されておりまし

た。 

それで、安心・安全なまちづくり、住民を守りきる防災・減災の備えについてお

尋ねをいたします。自主防災組織の活動、ハザードマップを生かす取り組みについ

て、どんな活動をしているのか、とてもいい例がありましたら、ぜひ紹介をしてい

ただきたい。行政としてのかかわり、これからどんな計画があって、一緒に取り組
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むようなことがあるのか、ぜひお答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の自主防災組織の活動状況について、お答えをしたいと思います。 

ことしも梅雨入り前には、全ての自主防災組織に対しまして、情報伝達訓練を実

施していただくように依頼をいたしまして、多くの自治体で訓練活動を行っていた

だいております。 

代表的な活動例といたしましては、避難訓練、避難所開設・運営訓練、防災資機

材の点検等でございますけれども、要支援配慮者を把握する安否確認の訓練、災害

図上訓練等、より災害時を意識した活動を実施される自主防災組織もございます。

本市としましても、訓練への参加や災害時における自主防災組織との情報共有、連

携を強化に努めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

ハザードマップを生かす取り組み、周知・活用についてお答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、ハザードマップでもございます山鹿市総合防災マップ、これは被災す

る危険がある地域や避難場所などが示されておりまして、災害発生時に自身や家族

の安全確保につなげていただくためのものでございます。防災監理課を初め、市役

所、各市民センターの窓口で配布をしておりますほか、市のホームページや、やま

がメイトからも確認することができまして、いざというときに必要な情報が得られ

るようにしております。 

また、ハザードマップの確認とあわせまして、災害発生時にいつ何をするかとい

う自分自身の行動も確認をしていただく必要がございます。山鹿市では、山鹿市民

避難行動の手引きを、熊本県では、くまもとマイタイムラインガイドラインを各家

庭に配付しております。 
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これらを参考に、災害発生前から発生時において、家族構成や生活環境に合わせ

たマイタイムラインの作成を通じて、安心・安全な避難行動につなげていただきた

いと考えております。 

蒲生地区では、今月16日に、熊本県が作成したマイタイムライン作成支援動画の

試写会が開催予定でございまして、多くの住民の方が参加されるというふうに伺っ

ております。 

なお、山鹿市総合防災マップは発行から５年以上経過しております。その間には、

災害対策基本法の改正により、避難勧告と避難指示の避難情報が一本化されたほか、

県が指定する市内の洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の見直しが進んでおり

ます。 

こうしたことを踏まえまして、自然災害発生時に必要となる行動や、用語の説明

のほか、避難経路、土地の高さがわかるような防災情報に加えまして、より市民の

皆様が見やすく、わかりやすいものへと随時改訂をしてまいりたいというふうに考

えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

改訂も考えてあるということです。 

また、防災計画を策定するためには、住民が参加していくことが大変重要だと思

います。先ほど紹介がありましたマイタイムライン、私も自分の家に来たかどうか

がわからなかったんですけれども、何人かの方に聞いたら、ううん、見たことがな

いというようなことで、これだけ目立つのに意識がないというのじゃ困るなという

ふうに思いました。住民参加ができる取り組みについてお答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

住民の皆さんが参加できる取り組みについて、特に地区防災計画というのがござ

います。この地区防災計画というのは、地区の特性ですとか、想定災害に応じまし

て、地区居住の方や事業者の方が共同で行う防災訓練、あるいは資機材等の備蓄、

災害時の相互支援等に関して作成する計画でございます。 

この計画の作成に際しまして、多くの住民の方が参加し、地域の防災上の課題や
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防災情報を共有することで、新たな連帯感が生まれ、迅速かつ確実な避難行動につ

ながることも期待されます。既に鹿央の下千田地区では、計画が策定されておりま

して、今後、ほかの地区でも作成が進むように支援をしてまいりたいというふうに

思います。 

あわせて、本計画では、自主防災組織や防災リーダーの役割が重要であるため、

自主防災組織の活動支援や、防災リーダーの育成支援にも努めてまいりたいと思い

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

引き続き、住民参加の防災計画を立てていっていただきたいと思います。 

さて、避難所についてお尋ねします。私、昨日は避難所、交流センターとカルチ

ャースポーツセンターにちょっと出かけていきました。そこで、状況を少し見せて

いただきました。朝、もう帰られるぐらいの時間に伺いましたので、帰られる方が

何人かいらっしゃったような状況でした。避難所の運営や設備は、たびたびもう皆

さんが大変な中を運営してありますが、やっぱり来られた方やいろんな声が届いて

いるかと思います。それによって、改善が行われてきているでしょうか。 

それから、時間が迫ってまいりましたので、その後、もう一つ、避難所について

の、避難をするときに支援が必要な方がいると思うんですけれども、その必要な方

の把握、どなたがするのか、支援が届くために何をすべきか一緒にお答えをお願い

したいと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、避難所につきましては、市民の皆様の安全を確保することはもちろん

のこと、不安な思いで避難された方に安心していただくため、さまざまな状況に応

じた避難スペースを確保するとともに、多様なニーズにも対応できるように努めて

おります。 

具体的には、新型コロナウイルス感染症対策の徹底はもとより、非常食や医薬品

等の確保、プライバシー確保のための間仕切り、簡易ベッドなどの装備品の充実も

進めております。 
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今後も、避難者や避難所スタッフの意見をもとに、避難所運営マニュアルの改善

を図りながら、安全で安心して過ごすことができる避難所環境の充実に努めてまい

ります。 

次に、本市においては、避難の際に支援が必要な方といたしまして、介護保険の

要介護３以上の認定者、身体障害者手帳１・２級の方、療育手帳Ａ判定の方、精神

障害者保健福祉手帳１・２級の方で、かつ単身世帯の方について避難行動要支援者

名簿を作成し、同意を得た上で、民生委員・児童委員や行政協力員、消防、警察、

社会福祉協議会などの関係者へ、支援が必要な方の情報として提供する体制を構築

しております。 

しかし、避難の際に何らかの手助けが必要な方の支援に関しましては、ご近所の

方、自主防災組織の協力がより重要であると考えております。 

日ごろから、顔が見えるご近所つき合いの中で、地域のつながりを生かした避難

誘導ができるよう、自主防災組織の活動の充実、活性化に向けた取り組みを引き続

き進めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

避難所の中の改善については、さまざま進んできているようですし、避難された

方がちょっと身体が悪いので、何か補助できるものをしてほしいと申し出があれば

対応できますともおっしゃっていただきました。ただし、避難所を見に行った状況

では、なかなか厳しいものがあるなと思いましたので、引き続きの改善や設備の増

強というか、整えていただくことをお願いします。 

そして、支援が必要な方についてですが、その支援、本当に支援が必要なときは、

やはりご近所の方たちの協力はもう欠かせないものだと思います。今一度、近隣と

の関係をしっかり整え、またつないでいくことが大事で、また具体的な計画、そし

て実地での訓練が各自主防災組織を先頭にやっていくことが大事だなと思います。 

しかし、行政が行う取り組みとしては、まず情報伝達、これが重要かと思います

ので、情報伝達は行き届くのか、豪雨で聞こえない場合、どういう対応ができるの

か。また、途中で避難者が多いなとなったときの新規避難所の開設などの案内、避

難の皆さんにどう伝えるのかお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 



－ 88 － 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、情報伝達について、お答えをいたします。 

豪雨時の確実な情報伝達を図るため、防災行政無線のほか、従来から行っており

ます、やまがメイトやデタポン、市ホームページ等での周知に加えまして、防災行

政無線の放送内容を確認できる電話サービスを令和４年１月から開始して、情報伝

達の強化を図っております。 

次に、避難者数等につきましては、各避難所従事職員からの報告により把握をし

ております。その数値をもとに避難所の開設状況ですとか、混みぐあいについて、

ホームページ等で公開して、市民への周知を図っている、そういう情報の伝達の仕

方をしております。 

また、避難者がふえて避難所を増設する場合についてでございますけれども、気

象警報発令時に市長を本部長として設置いたします災害警戒本部及び災害対策本部

において、先ほど言いました気象情報や避難所の混みぐあいなどを総合的に判断し

て、決定をすることとしております。こうした情報につきましても、やまがメイト

ですとか、デタポン、その他の緊急を要するような情報手段、これを用いまして市

民の皆様方に周知を図ってまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

それでは、本当に行政側ができることは何なのか、住民がやらなければならない

ことは何なのかをはっきりとしていくことが重要だと思います。 

これまで聞いた中でも、市としてもどんどん取り組みを頑張っていらっしゃると

いうのもわかってまいりました。ただ、もっと住民に伝えていくにはどうしたらい

いかということを考えておりましたが、先ほどのやまがメイトだのデタポンだのと

いうところも、なかなか高齢者の方は対応ができないというようなことも聞いてお

ります。それで、私も随分悩んできました。 

その中で、ちょうど２年前に豪雨で被災した大牟田市の小学校が被災地域だった

んですけど、その小学校からも通う中学校の取り組みがニュースで紹介されており

まして、これは中学生が防災・減災の教育の一環として、学校だけではなく、市の

防災危機管理室、大牟田市ではですね。と消防の皆さんと一緒に練り上げて、避難

所の運営側と避難者になって体験学習をしているものでした。山鹿市でも避難訓練
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や避難の教育なども取り組んでいるかと思いますが、山鹿市での取り組みをぜひお

伝えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。吉野首席教育審議員。 

［吉野栄治 首席教育審議員 登壇］ 

○吉野栄治 首席教育審議員 

ご質問の、小中学校における防災・減災教育の状況についてお答えします。 

平成28年度熊本地震を受け、本市を含め県内全ての学校が４月を学校防災教育月

間とし、各学校でさまざまな工夫を凝らしながら、防災教育に取り組んでおります。 

また、市内の中学校におきましても、年間３回から４回の避難訓練、消火訓練を

定期的に実施し、地震や火災が起きたときの対応訓練を行っております。加えて、

消防署や警察等の関係機関や地域住民、保護者等と協力しながら、引き渡し訓練や

通学路危険箇所点検なども行っているところです。 

さらに、小学校の社会科、中学校の保健体育の授業の中で、自然災害についての

学習があり、児童・生徒たちは災害に備えた行動や安全に避難することなどを学ん

でおります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

先ほどお話しました避難、大牟田市での取り組みが大変よかったなと思いまして、

防災危機管理室を訪問し、また実施していた宅峰中学校の教頭先生にお話を伺いま

した。２年前の被災の地域から、学校も危機感をとても感じていて、また防災担当

の行政側も必要性を痛感していたということで、行政、消防と学校が話し合いを重

ね、アクサユネスコ協会の減災プログラムなどへも応募して、ここから助成金もも

らい避難経路の確認、情報の収集方法、備蓄物資、非常持ち出し袋などを、事前に

８時間ほどの授業を行った上での避難所運営実動訓練だったそうです。こんな取り

組みができないかと思いました。 

資料３で、キャラクターボードというのを示しておりますので、ちょっと見てい

ただきたいと思います。これには、２枚あるんですけど、65まで番号が打ってあり

ます。ざっと見ていただくと、すごいいろんな設定がされているなと思われると思

います。認知症の徘徊行動ありの高齢者87歳、歩行に介助がいる41歳、食事・トイ

レなど介助を受けている89歳、寝たきりで消防団が運んできた90歳、車椅子利用者、



－ 90 － 

聴覚障害、視覚障害、妊婦、赤ちゃん連れ、子供連れ、ペット連れ、発熱者、また

外国からの旅行者、ベトナム出身の労働者、職業ヘルパーさんや看護師さん、高校

生と、何と細かい設定、年齢まで設定した、このキャラクターに成り切って、避難

してきた人と避難所を運営するスタッフに分かれて体験をするというものです。そ

の２班がまた次は入れかわって設定を逆にしてやっていくというもので、本当に本

気の取り組みだと思いました。 

こういった行政、消防と学校が一緒になって行う避難訓練、防災訓練は、検討で

きないでしょうか。総務部長、教育長にも、確認をしたいと思います。ご一緒にお

答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

学校と防災関係機関とが合同で訓練を行うことにつきましては、子供たちの防災

意識啓発を図る上で大変有意義であり、関係者の連携を確認できる機会でもござい

ます。そのため、学校の訓練計画策定や、実際の訓練実施にも積極的にかかわって

まいりたいと思います。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

堀田教育長、お願いします。 

［堀田浩一郎 教育長 登壇］ 

○堀田浩一郎 教育長 

学校は、いろいろな面において地域の中心的な存在であります。ここ数年は、コ

ロナ禍の影響で実施が難しい時期がありましたけれども、地域を巻き込んだ防災キ

ャンプ等の防災・減災訓練については、これからも行ってまいります。 

いつの時代も、自分の命を守り、命を大切にする教育は極めて重要であると考え

ております。いつでも、どこでも、将来も、自分の命を守り抜く力を養うために、

地域と一体となって行う防災・減災訓練に対して、今後も積極的に取り組んでまい

ります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

以上で、芋生議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 
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○服部香代 議長 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後３時37分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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令和４年（第３回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和４年９月８日（木曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．有働辰喜 

一般質問 

（１）学校施設（屋内運動場）について 

（２）公有財産の処分について 

２．立山大二朗 

質  疑 

（１）議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号） 

Ｐ19（目）社会福祉総務費 管理経費 

一般質問 

（１）保健所跡地の利活用について 

（２）読書活動推進員の配置について 

（３）宿泊客増加への振興策について 

３．金光一誠 

一般質問 

（１）人口減少対策について 

（２）高齢者対策について 

（３）第３セクターについて 

（４）ふるさと納税について 

（５）原油価格・物価高騰対策について 

４．永田紘二 

質  疑 

（１）議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号） 

Ｐ19（目）社会福祉総務費 管理経費 

一般質問 

（１）歴史と文化のまちやまがについて 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

総務部首席審議員    池 田 淳 志 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    山 﨑 寿 雄 
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経 済 部 長    石 井 耕一郎 

建 設 部 長    松 尾 正 都 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    有 尾 壽 朗 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    野 満 ふみ子 

建 設 部 次 長    山 城 一 夫 

財 務 課 長    迎 田 祐 樹 

地 域 生 活 課 長    鬼 塚 敦 夫 

福 祉 課 長    飯 川 浩 一 

長 寿 支 援 課 長    田 上 博 之 

農 業 振 興 課 長    三 森 一 幸 

商 工 観 光 課 長    中 村 武 志 

下 水 道 課 長    豊 田 秀 行 

教 育 総 務 課 長    佐 藤 誠 記 

学 校 施 設 課 長    渕 上 邦 広 

社 会 教 育 課 長    井 上 欣 也 

子 ど も 課 長    豊 田 義 幸 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    森   英 州 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。有働辰喜議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

皆様、おはようございます。 

議席番号16番、有働辰喜です。 

発言通告に従い、一般質問をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、学校施設（屋内運動場）についてをお尋ねをいたします。 

本年度６月定例会で質問をいたしました、めのだけ小学校の屋内運動場に関して、

再度お尋ねをいたします。６月定例会では、同じ市内の学校に在籍する児童に公平

な学習環境を提供するためにも、建物の耐用年数を過ぎ、国が定める必要面積の約

４割の面積しかない、めのだけ小学校の屋内運動場については、早急に解消を図る

べきだと思いますが、山鹿市としてはどのように考えておられるのかをお尋ねいた

しました。 

この質問に対しまして、大規模な耐震改修工事を行った結果、耐力度調査では基

準を満たす判定結果を得ている。老朽化による劣化は現在も確認されていない状況

である。今後も定期的な目視点検等を行い、適時に耐力度調査を行います。その調

査の判定により、耐力度が基準を下回る場合のことも想定し、ほかの学校の改修故

事などを含めて学校施設長寿命化計画の中に位置づけて対処すべきと考えます。よ

って、耐力度調査の結果、建てかえを要すると判断した場合は、国が示す学級数に

応じた必要面積の基準を参考に建築計画を作成することになると考えているとのご

答弁でした。 

いただきましたこの答弁では、屋内運動場の耐力度調査結果をもとに、耐用年数

を過ぎた施設の安全性と老朽化に対する対応策は述べられておりますが、私の質問

の主旨がうまく伝わらなかったのか、肝心の必要面積が不足していることに関する

考え方は述べてありませんでした。 

そこで、今回、伺うことができなかった、めのだけ小学校屋内運動場の国が定め
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る学校規模に対する必要面積不足の解消を山鹿市はどう考えているのかを改めてお

尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、めのだけ小学校の屋内運動場の整備に関する考え方につきまして、お

答えを申し上げます。 

本市では、保有する公共施設等において、平成29年から令和28年までの30年間を

計画期間とし、総合的な整備・管理に関する方針を示しました山鹿市公共施設等総

合管理計画を平成28年度に策定をいたしております。 

さらに、この方針を上位計画とし、令和２年度には、個別計画といたしまして学

校施設長寿命化計画を作成し、学校施設の長寿命化を図ることといたしております。 

よって、前回、６月定例会の答弁の繰り返しになりますが、めのだけ小学校の屋

内運動場の整備に関しましても、これらの計画に基づき対処することとなり、劣化

度や耐力度などの各種調査の実施により、状況把握を行いながら、施設の安全・安

心を 優先に、順次整備を進めていくこととなります。 

したがいまして、今後、市全域の公共施設の整備を進めていく中で、めのだけ小

学校の屋内運動場の整備が必要となった場合は、国が示します学級数に応じた必要

面積の基準を参考に、建てかえ等に向けて準備を進めていかなければならないと考

えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

必要面積不足をどうやって解消していくのか、その考えを伺ったわけですけれど

も、今回は何を根拠に学校施設長寿命化計画が作成され、それにより屋内運動場を

整備していく方針なのかが答弁の中に加わりましたけれども、やはり建物の強度面

からの答弁で、６月定例会と同じ内容でございます。 

私は、６月定例会後、どうすれば面積不足解消に向けて動いてもらえるかを考え、

法律的な根拠があればと思い、どこかに条文や基準値がないかを探してみました。

学校教育法に基づく小学校設置基準では、第８条に校舎の面積及び運動場の面積が

定められ、第10条には校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとすると規定さ
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れております。また、第１条の第２項には、この省令で定める設置基準は小学校を

設置するのに必要な 低の基準とすると書かれていますが、この小学校設置基準に

は屋内運動場の必要設置面積は定められておりません。 

屋内運動場の必要面積は、学校教育法とは別の法律を受けて制定された政令、義

務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の第７条第３項で示され

ております。この必要面積とは、屋内運動場の新築・増築に際し、国の補助事業を

活用する場合の工事費算定基準として、建設時の学級数に応じて示された規模面積

であり、既存施設に対する基準面積ではありません。ただ、政令で示された屋内運

動場の学級数に応ずる必要面積は、その基となる法律、義務教育諸学校等の施設費

の国庫負担等に関する法律の第６条第１項の中で、校舎または屋内運動場のそれぞ

れについて、教育を行うのに必要な 低限度の面積として政令で定めると規定をし、

この規定に基づき内閣が制定した政令で示した 低限度の必要面積ですので、文部

科学省令で定められた小学校設置基準第１条第２項の必要な 低の基準は屋内運動

場の場合、この政令に示された必要面積と解釈してもよいのではと私は考えました。 

私は法律家ではありませんので、この解釈が正しいのかはわかりませんけれども、

調べてみて法的に定められた基準値や条文等がないことだけははっきりいたしまし

た。なぜないのか、それはシンプルに新築や増築の場合、国が定めた教育を行うの

に 低限必要として定めた面積は、既存施設でも同じように教育を行うのに 低限

必要な面積だと捉えれば、基準面積を別に定めなくても運用できるとの判断であろ

うと推測をいたします。そう考えますと、現に山鹿市は八幡小学校の建てかえの理

由の一つとして、既存施設が学校規模に応じた必要面積を満たしていないというこ

とを挙げています。建てかえで国庫負担金を活用するためだけであれば、必要面積

不足の解消を挙げる必要はありません。国庫負担金を活用する場合、必然的に必要

な面積ですので、建てかえ理由としては耐力度不足でよいはずです。つまり、学校

規模に応じた必要面積を認識しているから、不足解消も理由にしたと推測をいたし

ます。 

めのだけ小学校の屋内運動場は、合併前の米田小学校の時点で既に面積不足でご

ざいました。統合校開校時は不足面積393平方メートルでしたが、現在では学級数

の増加により689平方メートルが不足をしております。数字上、必要面積の約４割

の状態にある施設に対して何も対策を検討しないということはとても疑問ですし、

怠慢だと思います。なぜ開校前に建てかえなかったのか、なぜ今の現状を放置する

のか、そこには何らかの理由があってのことだと思いますし、今もあることだと思

います。建物の強度以外でどのような理由があるのかを、再度お尋ねいたします。 

○服部香代 議長 
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執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、屋内運動場の整備に関する、これまでの経緯と現状について、お答え

を申し上げます。 

こちらも、前回の答弁と重複をいたしますが、めのだけ小学校の屋内運動場は、

平成25年度に耐震改修工事を終えております。その際、劣化していた屋根の改修及

び東西面の外壁・内壁の改修工事をあわせて施工をいたしております。 

その後、統合予定校としての調査で、平成27年に耐力度調査を行い、基準を満た

す判定結果を受けて、当時、改修が必要であったトイレの洋式化の整備を行ったと

ころでございます。 

現状におきましても、教育課程として行われている体育等の授業では支障なく使

用されており、あわせて耐力度調査から７年を経過しておりますが、老朽化による

不具合は確認をされておりません。繰り返しになりますが、安全・安心を 優先に、

安全性が確保できないと判断された場合は、建てかえも視野に入れ計画を進めるこ

とになると考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

強度以外でと申しましたが、平成25年で施工した耐震改修工事の際、劣化してい

た屋根、外壁・内壁の改修工事も施工、平成27年に耐力度調査を行い、基準を満た

す判定結果を得ているから安全性に問題はなく、引き続き使用は可能だから、建て

かえはしなかったという答弁ですが、建物が安全であれば必要面積不足は関係ない、

あるいは問題ないということでしょうか。 

また、現状では、教育課程として主に使用する体育等の授業については、問題な

く行われているとの答弁ですが、学年ごとに行われる体育の授業が行えれば、屋内

運動場としての役割を果たしていることになるのでしょうか。 

既存の屋内運動場はステージが設けてあり、講堂としても用いられ、入学式や卒

業式等の儀式的行事や、講演、講義等も行える講堂兼体育館としての役割もござい

ます。児童全員と保護者等を同時に収容できるだけの面積は必要だと考えます。 

初の答弁の中で、山鹿市が策定した山鹿市公共施設等総合管理計画をもとに、

学校施設長寿命化計画を作成し、長寿命化を図ることとしているとして建物の強度
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があるうちは、建てかえをしないとの方針ですが、教育委員会作成の統合校位置決

定資料の評価表で、屋内運動場をどう評価していたのかと言いますと、必要面積の

項目がありまして、必要面積不足との理由でバッテンの判定です。では、何を判定

基準にしたのでしょうか。考えられるのは、新築や増築の場合、国が政令で定めた

教育を行うのに 低限必要として定めた面積を既存施設にも準用しての比較と推測

いたします。そうであるならば、政令で定める必要面積の不足か、それとも市策定

の計画のどちらに優先権があると考えられるのかをお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、本市の学校施設の整備に関する考え方について、お答えを申し上げま

す。 

本市でも、1950年代から1970年代の国の高度経済成長期と時期を同じくいたしま

して、集中的に学校施設を初め、公営住宅等の公共施設、道路、下水道等のインフ

ラ資産が整備をされました。これらの多くは、近い将来に耐用年数を迎えることと

なり、厳しい財政状況の中、その更新に係る財源の確保は、本市にとりましても重

要な懸案事項の一つでもございます。 

こうした中、国において、平成25年度にはインフラ長寿命化基本計画が策定をさ

れ、国や地方が一丸となって、インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進するこ

ととされ、これを受けて、本市では平成28年度に山鹿市公共施設等総合管理計画を

策定をし、長期的な視点を持って公共施設の更新や長寿命化などを計画的に行うこ

とにより、財政負担の軽減・平準化を目指すこととしております。 

学校施設におきましても、山鹿市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画

といたしまして、令和２年度に山鹿市学校施設長寿命化計画を策定し、改修・建て

かえ等に関し各種調査を行い、その結果、安全面を第一に建築年数や劣化状況など、

総合的な観点から判断をし、優先順位を設けることで、コストの縮減と平準化を図

ることといたしております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

答弁の内容を要約いたしますと、現状ではめのだけ小学校の屋内運動場は強度が
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あるから安心・安全である。面積不足には関係なく、体育の授業もやれている。し

たがって、山鹿市学校教育長寿命化計画に基づいて、建物の安全性が確保できない

と判断されるまでは既存施設でいくとの考えだということがわかりました。 

確かに、道路や上下水道などのインフラは、各種の条件により優先順位を設けて、

財政の平準化をすることは必要です。学校施設も同様に、計画を立てて平準化する

のも理解ができます。しかし、それはあくまでも施設や設備がきちんと完備されて

いるとしての話です。建物の強度と必要面積が確保されて初めて完備された施設で

あります。片方の必要面積が確保できていないのに、強度があるからとの理由で計

画に組み込むのは財政面だけの理由です。教育環境面からの視点が欠けているとは

言えませんでしょうか。 

政令で定める教育を行うのに必要な 低限度の面積の考えに立ちますと、何度も

申しておりますけれども、必要面積の約４割しかない状態を放置するのはいかがな

ものでしょうか。学校規模適正化事業で開校した統合校５校のうち、山鹿小を除く、

鹿北小学校、菊鹿小学校、鹿本小学校は、３校統合です。めのだけ小学校は４校で

の統合ですが、唯一の既存校利用校のため、学校規模適正化事業費は１校だけ格段

に少ないのであります。必要な面積を持った屋内運動場に建てかえてもまだまだそ

の差額は埋まりません。めのだけ小学校の子供たちが、面積が少なくて制約を受け

ているのは事実であります。その現実を直視し、みずから作成した計画に縛られ、

できないと結論づけるのではなくて、できる方策を考えていただきますようお願い

をしておきます。 

それでは、山鹿市の公有財産処分について、お尋ねをいたします。 

まず初めに、今年度実施の旧山内小学校売却に関してお尋ねをいたします。学校

規模適正化事業により、平成29年３月末で閉校となった鹿央町の旧山内小学校の施

設利用は、社会体育施設として一般開放している体育館を除き、利活用がない状況

が続いたので、本年４月に山鹿市による地域説明会が開かれ、民間活力の導入によ

る地域の活性化や地域振興につながる利活用を図るため、公募による民間譲渡を進

めたいとの申し入れがなされ、地域の活性化や振興策につながるのであればと、地

域住民も同意をいたしました。 

これを受けて、山鹿市は公募型プロポーザルで参加者を募り、７月19日、山鹿市

役所ホームページに審査結果を公表、参加者が２社であったことと、売却候補者名

を知りました。売却候補者が地域の活性化、地域振興につながるどのような利活用

案を企画提案されたのかを知るために、情報開示請求を行い、参加者の企画提案書

を読み、その後、プロポーザル実施要領の別紙１、評価項目及び評価内容とプロポ

ーザルの審査結果表を見ていて、地域貢献項目の地域という言葉の意味に疑問が湧
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きました。ここには評価対象として２つの審査項目があり、１点目、地域との協調、

地域との交流や連携が提案されているか。２点目、地域への配慮、近隣住民の快適

な住環境の維持及び周辺景観等に配慮した提案となっているかが評価内容と書かれ

ています。 

応募２社の企画提案書を読みますと、山鹿市全体と熊本県も地域と捉えての提案

内容と、山内校区と鹿央町を地域と捉えて出された提案内容になっていたからであ

ります。評価項目の地域貢献は、文章を読む限りでは、旧山内小学校を購入後の利

活用を通しての提案だと私は解釈をいたしましたので、地域貢献項目に県や山鹿市

等に対する社会奉仕活動を含む社会貢献活動などの実績が書かれていることにも違

和感を持ちました。確かに、山鹿市全域も地域には違いがありません。しかし、今

回の旧山内小学校の民間譲渡について、唯一開催された山内地区での地域説明会で、

公有財産処分目的が民間活力の導入による地域の活性化や地域振興につながる利活

用を図るためと説明がありました。 

また、市から打診された閉校後の地域での利活用検討も、山内地区が対象です。

このことから、旧山内小学校を売却するということは、当該校を核とした地域コミ

ュニティーを形成した山内地区が、地域貢献項目の地域としての協調、地域への配

慮に関する提案の審査対象地域だと私は考えますが、地域の捉え方で評価結果が大

きく分かれます。価格以外の評価点に占める割合が37.5％、評価全体でも30％と、

審査結果に大きく影響する項目ですので、山鹿市の見解をお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、企画提案書審査評価における地域について、お答えをいたします。 

今回、旧山内小学校の利活用については、民間事業者を公募するに当たり、旧山

内小学校利活用に係る公募型プロポーザル実施要領を策定し、その要領の中に跡地

施設の利活用に関する事項といたしまして、教育関連施設としてだけでなく、地域

コミュニティーの役割も担う重要な地域の拠点であったことを踏まえまして、次の

５つを条件を示しております。１、山鹿市及び地域経済の活性化が期待できるもの、

２、山鹿市及び地域の雇用創出が期待できるもの、３、地域貢献できる事業、４、

近隣住民の快適な住環境の維持及び周辺景観等に配慮した事業、５、地域住民との

交流や連携を大切にし、良好な信頼関係の形成に配慮した事業であることとうたっ

ております。したがいまして、お尋ねの地域につきましては、山内地区はもとより、

鹿央地域を中心としながらも、山鹿市全域と位置づけております。 
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今後も、学校跡地を企業立地として利活用する場合、もたらす効果といたしまし

ては、まずはその地域が振興・発展することですが、さらにはその波及効果が山鹿

市全体の活性化につながることが も望ましいものだと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

答弁のとおり、実施要領には５項目記載がされております。経済の活性化、雇用

創出は、それぞれに評価項目がございます。これらの項目は、事業者と経営状況の

評価だと理解をいたしますと、地域にとらわれる必要はございません。 

私がお尋ねをいたしましたのは、地域貢献の項目です。評価内容は地域との交流

や提携、近隣住民の住環境や周辺景観に対する地域への配慮となっております。見

解の相違で、山鹿市の考えに異を唱えることになりますけれども、旧山内小学校跡

地を利活用して事業を行うわけですから、この項目の企画提案内容の対象地域は、

山鹿市全体ではなく、山内地区だと私は考えます。そうでなければ、私の考える地

域、すなわち旧山内小学校区、山内地区の人々にとっては、廃校施設に事業所がで

きただけという結果になりはしないかということを懸念いたします。 

それでは、２回目の質問に移ります。 

今回の旧山内小学校売却は、民間事業者からの打診を受けての地元説明会開催、

地元住民の売却合意、公募型プロポーザルでの募集、審査、候補者決定という流れ

だと私は推測をしております。公募型プロポーザルで売却を公告する時点で、確実

に応募があり、購入してもらえる確信を持っての募集となります。 

今回は２社の応募がありまして、売却候補者の買受金額より約21％、金額で約

800万円高い買い受け希望金額を提示した事業者は選定をされませんでした。私は、

公有財産の売却処分は、高価買い取りしてくれる相手に売却し、少しでも多くの売

却益を得るのが原則だと考えております。また、審査をして企業を選んだとしても、

企画提案書に記載された利活用、地域貢献が履行されない場合のペナルティーに関

する記述は、プロポーザルの実施要領には書かれてなく、あるのは10年間の売却禁

止だけです。プロポーザルだと、今回のように安いほうに売却される場合もありま

すので、私は反対なんですけれども、入札結果判定が明快で、高価売却できる競争

入札ではなく、プロポーザル方式を採用された理由をお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 
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［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、プロポーザル方式を採用した理由につきまして、お答えを申し上げま

す。 

まず、プロポーザル方式とは、提案者による事業実施方針、事業実施体制、事業

実績、地域貢献度などの内容を含めた企画提案を総合的に評価して選定する方式で

ございます。 

旧山内小学校は、教育関連施設としてだけではなく、地域コミュニティーの役割

も担う重要な地域の拠点であったと認識をいたしております。そのような背景を踏

まえ、校舎を含めた跡地の民間利活用につきましては、地域の活性化や地域振興に

つながるものが望ましく、価格のみによる一般競争入札ではなく、企画提案を重視

したプロポーザル方式を採用したところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

公有財産の跡地利用でございますので、ある程度の売却条件が必要なことは理解

をいたします。だから、プロポーザル方式での採用となるのでしょうけれども、こ

の方式は残念ながら、恣意的な結果になりやすいのが問題なのであります。 

そこで、実質の場合のやり方を少し考えてみました。１点目といたしまして、同

じ提案書の評価項目審査であっても、審査員の評価点が大きく違うことがよくござ

います。評価内容は文言での記述はありますが、明確な基準はなく、個人の主観的

な採点ですので、それは仕方ないことだと思いますが、審査結果に大きく影響が出

てしまいます。一例ですが、スポーツ競技での採点では、決められた採点基準があ

り、その競技経験者で一流の審査員が行った採点であっても、 高点と 低点はカ

ットされ、残った得点が集計されます。プロポーザルの評価点も同様に処理される

と、より公平な評価になると考えます。 

２点目は、配点についてです。まず、価格に対する評価です。公有財産の売却で

すので、価格は大事な要素だとは思いますが、今回は全体の20％で、配点は20点で

した。価格の評価点は計算式で算出されますので、価格差は約800万円で、評価点

差は一律４点となり、全審査員８名分で32点差となります。 

次に、企画提案の評価です。配点合計は100点なので、価格の20点を除いた80点

が審査対象となります。今回の審査項目は10項目で、審査は０点を含む６段階評価、
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配点は５点のため、満点で50点となり、残り30点を加点配分し、配点10点が２項目、

配点15点が２項目でございました。この加点が問題なのです。審査は６段階評価で

すので、評価の差は同じなのに、１段階の差が２倍、３倍となります。この評価が

疑念を持たれるのです。特に今回のように、地域の捉え方が明確でないと、評価結

果に大きく影響をいたします。実際、今回の評価額で計算をしてみますと、加点の

４項目で36点差が生じていますので、価格評価差32点はなくなり、逆に全体で４点

の差が開く結果となっております。 

そこで、企画提案審査項目が10項目の場合、現在の６段階評価で全ての項目を５

点の配点として50点満点、価格の配点は今回は20点で、比率は２割でしたが、公有

財産の売却ですので、価格の比率を上げて３割と仮にしますと、配点20点で約29％

ですので、企画提案評価点50点と、価格評価点20点の70点満点で評価すれば、より

公平な審査に近づくと思いますが、見解をお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、企画提案書審査評価の配点ついて、お答えを申し上げます。 

まず、候補者選定の審査方法は、プロポーザル方式により、企画提案、事業実施

能力等に関して審査をいたしております。 

審査評価点は、合計を100点満点とし、審査項目は11項目。そのうちの一つに買

い受け希望価格に関する評価で、高額者に20点を配点し、残り10項目で、計80点と

いたしております。 

なお、 低評価点を設け、買い受け希望価格に関する評価点を除く、10項目の審

査の評価点の合計が、満点80点の６割の48点以上を満たさない場合は、提案者を選

定の対象としないことといたしております。 

次に、審査の評価基準には、地域コミュニティーの拠点であった学校の跡地活用

であることから、審査項目に地域との協調、地域への配慮を設け、それぞれ 高の

15点を配点し、事業の可能性や発展性、経済への波及効果を期待し、基本理念・方

針、経済の活性化の各項目を10点として、その他６項目に５点を配点をいたしてお

ります。 

このようなことから、今回の旧山内小学校の利活用に係る公募型プロポーザル審

査においては、総合的に判断した上で、提案内容を重視した配点といたしておりま

す。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

地域貢献の提案項目の配点が高いので、地域の解釈を事前にお尋ねをしたわけで

あります。その項目での開きで当然大きいので、100点満点にはこだわらずに、70

点満点で企画提案書は50点満点でもよいのではと提案をしたわけです。50点満点で

の評価差が実際の評価差であります。 

今回、売却候補者との買い取り価格差21％増しで提示しても、配点15点の２項目

で、例えば１段階差、良いと悪いの評価で、その差は消えてしまいます。単純計算

ですけれども、800万円の差額で評価点差は４点でありますので、評価点差１点は

200万円となります。財政が厳しいと言われる中、価格評価が簡単に覆されるよう

な配点では、公金の歳入を考えると、プロポーザルの配点は一考の必要性があると

思い、お尋ねをいたしました。 

それでは、４回目の質問です。山鹿市には、今回売却を行った旧山内小学校以外

にも学校規模適正化事業で廃校になった学校施設が多く残っております。地域の活

性化のために、学校施設を利活用して実績を積まれている特定非営利活動法人岳間

ほっとネットが運営するほっと岳間の拠点として利用している旧岳間小学校、敷地

内に市水道局が上水道の配水池を築造し、グラウンドを部活で使用し、市民の有志

がイベントなどの利活用をされている旧鶴城中学校以外は、行政利用、地域での利

活用もなされていないまま、私が知る限りでも旧千田小学校、旧中富小学校、旧内

田小学校がありますし、来年度には平小城小学校、三岳小学校も廃校になります。 

今回売却する旧山内小学校は、閉校から５年半が過ぎています。閉校後、校区住

民有志で振興会を立ち上げ、何とか学校施設の利活用を通して地域振興に役立てた

いと活動をしておりますけれども、校舎を含め多くの附属施設がある学校施設の年

間を通しての利活用は難しく、地域農家の協力を得て、年１回開催するイベントの

れんげウォークが定期開催できているのが現状ですので、地元説明会での売却方針

等を聞いて同意をいたしました。 

この５年半、廃校となって学校施設を見てきましたけれども、使用していないと

傷みが早いなと感じますし、当初はボランティアで行っていた樹木の剪定作業や草

刈り、除草等も、その後、委託業務として委託しましたので、市の維持費も必要で

す。何も生産していない施設なのにもったいなと思うことはあります。 

実は、旧千田小学校の購入を希望されていた市内の企業が、本当にあっという間

に旧菊水町の小学校施設を購入をされました。旧菊水町の小学校４校が統合した年、
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令和２年９月に契約でしたので、閉校後を３カ月で公募、半年での売却でした。旧

山内小学校のある山内地区は、和水町の旧菊水町と境界を接しており、廃校になっ

た旧菊水南小学校が近接していますけれども、令和３年12月に大手食品製造販売事

業者に売却をされました。調べてみましたところ、令和２年９月から令和３年12月

までの１年３カ月間に、和水町は学校施設４校を売却、うち３校は閉校後１年９カ

月以内での売却です。 

山鹿市は、学校跡地施設利活用の方針として、まず行政活用、次に地域活用、そ

の後、民間譲渡という基本的な方針であることは存じておりますけれども、ずるず

ると利活用の方策が決まらなければ、維持費の負担増、施設の老朽化が進むだけで、

傷みが進めば購入希望者も減少するでしょうし、老朽化で危険性のある施設は解体

工事が発生するのではと危惧をしていました。地元に時間的猶予を与えてくれるの

は、ある意味では山鹿市が地域を大事に思ってのことともとれますけれども、空虚

感漂う廃校施設を見続けるのもつらいものがありますので、利活用のスピード感も

大事です。 

近くに台湾の半導体製造メーカーＴＳＭＣが進出してきたことで、関連企業用の

工業用地不足が盛んに言われております。進出企業の中には学校跡地で用地が足り

る企業や、地元の企業も今回２社が応募したように、用地を必要としているかもし

れません。今回の旧山内小学校売却のように、購入希望者が現れてから公募をする

のではなく、例えば閉校後１年以内に利活用や利活用案ができなければ売却をする

というような規定を設け、現在はどうなっているのかはよくわかりませんけれども、

廃校の学校施設は教育財産から普通財産に移しかえて公募を行い、売却を進める施

策に見直すべきだと考えますけれども、山鹿市の考えをお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、公有財産の処分方法の見直しについて、お答えをいたします。 

小中学校及び公立保育園の再編等に伴う廃校・廃園の処分につきましては、行政

活用及び地域活用が見込めない場合、地域の要望等を考慮した上で、公募により民

間へ売却・譲渡することを基本方針としております。 

しかし、学校・保育園は、地域とのつながりが強く、地域の皆様にとっては親近

感があり、思い出の詰まった施設である一方、長い歴史があるがゆえに権利関係が

複雑に入り組んだものもございますので、処分に当たってはより慎重・丁寧な対応

が必要であると認識しております。例えば、施設によっては記念碑等の構築物や、



－ 110 － 

図書等の寄贈品の取り扱いをどうするのか。また、敷地境界や土地の所有関係が曖

昧なケースの対処など、売却や譲渡をする上で問題がないわけではございません。 

加えて、学校・保育園の整備の際に交付されました補助金の返還が必要になる場

合もございますので、この点についても手続きを完了しておく必要がございます。 

そのため、現在、行政目的を終えた学校・保育園については、教育部局において

これらの諸課題を解決した上で、行政財産から普通財産に転換して、公募により売

却・譲渡している状況でございます。 

今後は、教育部局において、これらの諸課題をあらかじめ解決した上で、市長部

局へ財産の所管がえを行い、その後、市長部局において鑑定評価と、地元住民の皆

様の意見や要望をできるだけ考慮した公募要項をつくり、速やかに公募よる売却・

譲渡を進めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

売却をするには、スピード感と物件情報提供は非常に大事だと思っております。 

ご参考までに、文部科学省のホームページに全国の廃校情報を紹介をいたしまし

てマッチングをする、みんなの廃校プロジェクトというものがあり、県下の４市も

掲載をしております。山鹿市も検討してみられたらどうでしょうか。売却方針の廃

校跡地などの公有財産の売却に必要な前処理作業をスピーディーに進めていただく

ことと、やはり公有財産の処分ですので、少しでも高く売却できる方策も講じてい

ただくこと、あわせてめのだけ小学校の屋内運動場必要面積不足解消をお願いをい

たしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○服部香代 議長 

以上で、有働議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前10時47分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前10時59分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、立山大二朗議員の発言を許します。立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 
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○立山大二朗 議員 

皆様、おはようございます。 

議席番号12番、清風やまがの立山大二朗です。 

先日、台風で、この質疑・一般質問も１日ずつ順延しておりますけれども、その

折には自主避難所の開設等、本当に市の皆様には大変ご対応いただいてありがたい

ことでございました。今回としては大きな被害もなかったとご報告を受けておりま

すけれども、例え空振りであっても市民のために 善とは何かという姿勢でお仕事

をしていただいている、そういう姿勢に大変感謝申し上げるところでございます。

これからも自然災害の多発など、懸案事項はたくさんございますけれども、市民の

ために 善は何かという姿勢でお仕事していただくことをこいねがうところでござ

います。本当に感謝申し上げます。 

さて、発言通告により、まず質疑を１項目行います。 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）の19ページ、（款）

民生費、（項）社会福祉費の、（目）社会福祉総務費、こちらに管理経費として41

万4000円が計上されております。これは（節）需用費の10万円、委託料の31万4000

円の合計額であると拝察いたしますが、その具体的な内訳について伺います。よろ

しくお願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

立山議員ご質疑の、令和４年度山鹿市一般会計補正予算の社会福祉総務費管理経

費の内訳について、お答えをいたします。 

山鹿保健所跡地の取得後、一定期間空き家状態が続きますことから、周辺住民の

皆様のご迷惑とならないよう、防犯・安全対策のために、本年11月から来年３月ま

での維持管理経費として、施設の機械警備費用23万1000円、自家用電気工作物点検

費用８万3000円、電気代10万円の、総額41万4000円を計上いたしております。 

以上、答弁いたします。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

ただいま答弁いただき、具体的な用途についてご説明いただきました。 

確かに、山鹿保健所が鹿本地域振興局の１階に移転し、市民医療センター横の旧
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保健所跡地が空き家状態となっておりますので、私としても割と近所ということも

あって、非常に物騒だなと感じておりました。ですから、防犯・安全対策がなされ

ることには理解をするものです。 

ここで質疑を閉じまして、そもそも保健所跡地は現状では県所有の土地施設であ

ることから、本市として周辺住民のご迷惑とならないような防犯・安全対策を行う

ための管理経費を一般会計補正予算に計上するということは、本市が保健所跡地を

取得するということですよね。その管理経費を本市が負担する必要性を十分に理解

するためには、やはりその前提となる保健所跡地の利活用について、本市としてど

のような計画があるのか、詳細をご説明いただく必要があるものと存じますので、

発言通告により一般質問、保健所跡地の利活用について伺います。 

まずは、利活用計画としてどのようなものを考えておられるのか。そして、その

計画に至る背景、推移、中身、今後のスケジュールについてはどのようなものか、

その計画に必然性があるのか。本定例会の開会日に市民福祉常任委員会において、

また議会全員協議会にて概略はご説明いただいておりますが、改めて保健所跡地の

利活用計画の詳細を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

ご質問の、保健所跡地の利活用計画の中身につきまして、お答えをいたします。 

まず、以前から福祉部における課題といたしまして、山鹿健康福祉センターにお

いては、当初の設置の目的である検診や予防接種などの保健及び健康増進業務に加

え、その後、社会福祉協議会、地域包括支援センター、子育て世代包括支援センタ

ー、さらには新型コロナワクチン接種対策室など、多くの部署が加わってきたこと

から、業務スペースや駐車場等の慢性的な不足が生じてきたところでございます。 

また、山鹿老人福祉センターを初め、その他の施設の老朽化、使用ニーズの変化

による利用者の減少など、福祉部所管施設の再編整備という長年の懸案がございま

した。 

さらには、 近では国におけるこども家庭庁の新設をめぐり、市町村にこども家

庭センター設置の努力義務が課せられるなど、福祉部所管施設の活用について、改

めて考える必要に迫られていたところでございます。 

あわせて、本市を取り巻く状況といたしまして、75歳以上の人口が今後も増加を

し、高齢化率も現在38％でございますが、令和11年には40％となることが予想され

るなど、高齢者対策は喫緊の課題となっております。 
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このような状況の中、熊本県から保健所移転に伴う跡地の活用希望の打診がござ

いました。この土地は、地域の中核病院である市民医療センターと隣接し、今後ま

すます重要となってくる医療と福祉の連携が取りやすいところにございます。また、

バス路線に面し、あいのりタクシーの降車場であるなど、交通弱者に対しても一定

の利便性が確保されるなど、ほかの場所にはない特徴がございます。面積不安につ

きましても、既存施設との併用を前提に考えれば、解決できるものと考えておりま

す。 

いずれにいたしましても、今後の福祉行政を効果的に展開していく上で、市役所

本庁舎にも近い、この市内中心部のこの土地を活用し、新たな施設を建設するとい

うことは市民サービスの大きな向上につながるものと考え、山鹿保健所跡地の取得

を希望したところでございます。 

今後進める福祉部所管施設の再編に当たりましては、山鹿健康福祉センターを子

育てと保健、この２つの拠点として整理をし、新たな施設には高齢者福祉・介護予

防の拠点機能を付加していきたいというふうに考えております。 

具体的には、社会福祉を推進し、市民の福祉の増進と生活の向上を図るための福

祉会館機能に加え、現在、市役所本庁と健康福祉センターで機能を分散をさせてお

ります長寿支援課を統合し、高齢者福祉・介護予防の拠点としてまいりたいという

ふうに考えております。 

さらには、緊急時には高齢者等の身体的弱者に配慮した避難所としても活用する

など、本庁舎を初め、既存の健康福祉センター、市民医療センターとの連携を強化

し、今後の福祉行政の一翼を担う施設として、効果的に展開をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

ただいまの答弁で、予算書上では見えない事業の詳細をご説明いただきました。 

確かに、今の健康福祉センターはご高齢の方が非常に行きにくいという話をよく

聞くんですよね。どうやって行ったらいいのかわからんとか、あとは駐車場が不足

しているとか、そういったところもあったので、なるほどと思考するところも多々

あるんです。 

きのう、北原議員が一般質問でも触れられましたように、私も市民福祉常任委員

会で、秋田市のエイジフレンドリーシティ、高齢者にやさしい都市の取り組み、こ



－ 114 － 

ちらを行政視察をしてまいりまして、健康長寿の実現は、私たちの理想であり、高

齢化をマイナスに捉えるのではなく、人口構成の変化等によるさまざまな課題に正

面から向き合い、一つ一つ解決を図っていくことを通じて、誰もが充実してその人

らしく生きることができる社会づくりにチャレンジしていくことが必要との理念を

掲げられておられるんですが、こちらに深く共感したところです。 

そのようなまちづくりを推進していくためには、投資効率の観点もあるんですけ

れども、本市の施設の機能が分散していることについても、本当に再検討が必要で

はないかと、私も考えておりました。 

また、昨今の頻発する自然災害に対して、先日も避難所を開設されて、職員の皆

さんにおかれましてもご対応したいただいたところですが、とりわけご高齢の方々

やお身体に不自由のある方々に配慮した避難施設、こちらの必要性も感じておりま

した。今回の計画が、それらの課題解決を図るものであることに理解をいたします。 

先述のとおり、市議会議員に対しては本定例会の開会日に所管の市民福祉委員会、

次いで全員協議会にて概略をご説明いただいておりますが、改めてこうやって詳細

にご説明をいただきまして、事業への理解が深まったところです。場所に関しまし

ても、市民医療センターとの連携強化が図れるとのことでした。先日ご説明いただ

いた際に、本市が既に所有する廃校跡地などの利活用、先ほど有働議員のご質問に

もありましたけど、こちらで対応できないのかという意見も議会の中から出ており

ましたが、確かに答弁にありましたように、市民医療センターとの一体的な施設と

なりの得ることの魅力、またご高齢の方々が立ち寄りやすい場所であること、交通

の利便性、こういったところに対する評価などが理解できますし、そのような利活

用がなされた場合に、市民の皆様にとっての利便性は納得するところでもあります。 

とはいえ、先日の説明では、保健所跡地の取得に関する事業スキームフローとし

ては、土地開発基金による取得予定とのことでした。ここに至る経緯がいささか不

透明でありましたので、改めてどのような経緯で、保健所跡地の取得と新施設の事

業計画に至ったのか、県との交渉開始から現状、また売買契約のスケジュールにつ

いて詳細説明を求めます。 

繰り返しになりますが、先ほどの答弁で、この事業が市民の福祉の増進に資する

ものであることは理解しました。一方で、もっと早い段階で議会に対して説明をい

ただきたかったというのが正直なところです。改めて申し上げるまでもなく、市議

会は直接選挙によって市民からの負託をいただいた議員で構成され、予算の決定、

決算の認定、また条例の制定や改廃、契約の締結などの重要な事項を審議し、議会

としての意思を決定する議決機関です。つまり、市民を代表して市政運営に係る意

思決定を行い、行政執行に対する監視機能を有する議会に対して、執行部からの事
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業説明は当然あるべきものですし、説明や理解を求めようとする執行部の努力を

我々市議会も常に求めています。 

そこで、本事業に関しまして、先ほどのスケジュールについての部分と重複しま

すが、例えば土地取得に関しましても、今回の管理費に関しましても、なぜ本予算

での上程とならず、基金による取得や、またこのタイミングでの管理経費の補正予

算への計上となったのか、いささか困惑しているところでございます。また、本事

業においては、議会のみならず、市民の皆様や関係する諸団体にも説明すべき点が

あるものと存じます。そこで、今回の事業における内容やスケジュール等々につい

ての説明責任をどのように捉えておられるのか、こちらについても伺います。 

また、そもそも土地開発基金を通じて土地取得をするような事業スキーム、フロ

ーが、市民や議会にとって理解されにくいところかと拝察しますので、これまでの

事例などをご教示いただき、今回のケースが特殊なのか、またはそうではない一般

的なフローとして以前からあったのか、こちらを明らかにしていただければと存じ

ます。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

ご質問の、基金による取得予定に至るまでの経緯と基金活用の事例につきまして、

お答えをいたします。 

令和２年11月に、熊本県から取得要望について打診がございました。先ほど、ご

説明をいたしました状況を勘案し、取得したい旨の回答をいたしました。その後、

県の方で保健所跡地の不動産鑑定評価等が実施をされ、令和３年12月に土地代と建

物解体費用を相殺して4502万円という売買希望価格の提示がございました。その後、

本年６月に土地の売買契約スケジュールが示され、県と市の協議を経て、10月末が

納入期限と明示をされたところでございます。 

その間、一般会計での予算案の提出を目指しまして、山鹿健康福祉センターの機

能分散と福祉部所管施設の再編の点から、新施設に移す機能について、福祉部の内

部、さらには市内部において調整を行ってきたところでございます。しかしながら、

関連する団体等との未調整であるというようなこともありまして、予算に計上でき

る計画にするまでには至らなかったというようなところでございます。 

本来は、売買希望価格の提示後、しかるべきタイミングで、公の場にてご説明を

すべきであったと深く反省をいたしているところでございます。大変申し訳ありま

せんでした。 
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今後は、市民の皆様、関係団体及び議員各位に対しまして、進捗状況などをご報

告しながら、新施設の建設に向けて丁寧に取り組んでまいりたいと考えております。 

また、新市発足後、この土地開発基金を活用した土地の購入事例につきましては、

鹿北小学校建築事業、さくら湯再生事業、八千代座周辺整備事業など、複数の活用

事例がございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

令和２年11月に打診があり、令和３年12月に土地代と建物解体費用を相殺して

4502万円という売買希望価格の提示があったと。価格提示に至るまで、約１年間の

ブランクがあったわけですね。 

重複しますが、昨年12月に提示された価格が、土地代と建物解体費用を相殺して

4502万円、旧保健所の場所を考えると好条件といえるものとは存じます。ご説明を

トレースしますと、令和４年、本年６月に土地の売買契約スケジュールが示され、

10月末が納入期限と明示されたということでした。確かに、ご説明の経緯であれば、

本年度当初予算に計上することも、また６月議会で補正を上程することも困難であ

ったのかなと理解します。 

また、土地開発基金による土地購入の事例も答弁いただきまして、それぞれの購

入事例は適切なものであったと理解します。ということで理解するんですが、九仞

の功を一簣に虧くという言葉もありますように、ボタンのかけ違いから、市民の利

便性向上、福祉の増進に資する計画が御破算になってしまうようなことがあっては

ならないと存じます。 

ご説明にありましたように、現行の健康福祉センターが手狭であるようなことと

か、また老人福祉センターが昭和59年かな、福祉会館が昭和56年だったと記憶して

おりますが、老朽化を含め、施設のリニューアルや整理は喫緊の課題であることは

間違いのないことですし、また将来的な人口減少と少子化、並びに高齢化、こちら

を見据えて公共施設の総量削減と再整備、これは本市のみならず全国の自治体で課

題となっていることは論をまたないところです。 

加えて、答弁にありましたように、こども家庭庁設立によるこども家庭センター

設置など、本市として市民サービス向上のために取り組まねばならない課題なども

はらんでいます。そのような観点からも、これらを解決する手法として、アクセス

面でも非常に利便性が高い保健所跡地の利活用と、現行の健康福祉センターの再活
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用、こちらは現状で取り得るベストな解決策であることを理解いたします。 

その上で、ただいま謝罪もございました。ただ、再三申しますと、議会としても

これから各議員で採決に至る検討と判断をされると思いますが、議会内でやはり合

意形成を図るためには、執行部から適切な情報提供や説明が欠かせません。そして、

議員の決断には、市民からの多大なる負託に対して責任があり、我々議員も真剣に

議案に向き合う、だからこそそれだけ議会に対する説明責任を執行部は常に負って

いることを再確認していただき、改めて緊張感をもって議会との関係性を再構築し

ていただきたく存じます。私も議員として、市民の福祉の増進に資する判断をする

べきものと十分に存じております。 

そこで、やはり早田市長から、保健所跡地を利活用する本事業の必要性について、

また今後の議会への対応について、お考えを伺いたく存じます。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

高齢化の進展、医療費負担の増加、多様化する子育て課題など、本市の福祉や子

育て行政を取り巻く環境は複雑化しており、市民の皆様のさまざまなニーズに迅速

かつ細やかに対応することが大変重要であると考えております。 

しかしながら、現状では、福祉や子育て施策の中心となる山鹿市健康福祉センタ

ーなど、現施設はスペース不足や老朽化といった課題を抱えております。 

今後、これらの既存施設の活用を整理しつつ、それでもなお不足する部分を補い、

市民の福祉や子育てのニーズに適切に対応していくために、市役所本庁舎や健康福

祉センター、市民医療センターとの連携強化につながり、公共交通機関の活用が期

待できるなど、利便性の高い市内中心部にあるこの土地を購入することは大変メリ

ットがあると考えております。 

熊本県におかれましては、民間での活用も十分に期待できるこの土地を、本市に

優先的にお声かけいただいたことは大変ありがたく、必要なところへの投資を惜し

まず、将来にわたって山鹿市民が安心して暮らし続けるための施設として整備して

まいりたいと考えております。 

今後は、議会に対して説明責任を果たしてまいりますとともに、市民の皆様、関

係団体に対しましても丁寧な説明に心がけてまいりますので、ご理解をいただきま

ようお願いいたします。 

○服部香代 議長 

立山議員。 
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［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

先ほども申しましたように、自治体にとって老いていく公共施設、インフラの整

理と総量削減は不可欠なものです。とはいえ、削減することによって、市民に不利

益になってしまうのは本末転倒でもあります。これまでの福祉部長の答弁に加え、

市長の答弁で、本市にとって利のある条件で、市民医療センターとの一体的な福祉

サービス、ご高齢の方にとって利便性の高いサービスをご利用いただけるような将

来像を提示していただきました。 

また、１回目の質問に対して答弁いただいた、こども家庭センターの設置など、

この計画の先に恩恵を受ける市民の層が広いことも特筆すべきことかと存じます。

私自身としても、福祉の相談窓口、子育ての相談窓口、非常にわかりにくいことに

なっているし、どういった対応が求められるかということを、これまでの議会でも

散々お尋ねしてまいりましたので、こういった計画によって、そこら辺が解消され

ていくというのは、もう本当にありがたいことだと思う部分もあるわけです。 

ただいま、市長から、今後は議会に対する説明責任を果たし、市民の皆様や関係

団体にも丁寧に説明していくとの答弁をいただきました。改めて、地方自治体、あ

えて申し上げれば地方政府においては二元代表制であり、議会の審議・議決により、

市長を初めとする執行機関が市民サービスに取り組めるのだという原則へのご配慮

をお願いいたします。 

市民福祉常任委員会においても、改めて審議があると存じますが、さまざまな課

題の解決策として、未来への投資が必要である旨を市長からも答弁いただきました

ので、市民にとっての 適解を私としてもしっかりと判断してまいりたいと存じま

す。この項を、ここで閉じさせていただきます。 

それでは、次の一般質問、読書活動推進員の配置について伺います。今月の５日、

明治５年に我が国 初の近代的な学校教育制度を定めた学制の発布150周年記念式

典が国立劇場で開催されました。そこで、天皇陛下は、時代や社会の変化に対応し

つつ、誰ひとり取り残されず、誰もが自分らしさを大切にしながら学ぶことができ、

一人一人の可能性が 大限に引き出される教育の実現に向けた動きが着実に進むこ

とを期待いたしますとのお言葉を述べられました。 

教育、また学ぶという行為、それ自体の尊さもありますが、子供にとっては教育

基本法にもあるように、人格の完成を目指し、社会の形成者として必要な資質を備

え、幅広い知識と教養を身につけるなどの目的があり、天皇陛下のお言葉にもあり

ますように、将来の可能性を引き出して人生を豊かにするものであります。 

以前の一般質問で、親の所得と子供の学力について触れたことがございます。教
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育格差が生じる状況があるからこそ、公教育で子供が平等に学び、また選択肢をふ

やせるようにするための環境整備が必要なのですが、そこには知識や教養を得る手

段としての読書の習慣を身につけるということも含まれるものと存じます。 

お茶の水女子大学が、文部科学省の委託研究として発表している平成25年度全国

学力学習状況調査、きめ細かい調査の結果を活用した、学力に影響を与える要因分

析に関する調査研究、こちらによりますと、親の年収や学歴が低くても、学力が高

い児童の特徴は、家庭で読書や読み聞かせの習慣があることと指摘されています。

何か話を聞くと、ああそうだろうなと直感的に理解するところがあるんですが、し

かしながら、これまでなかなか数値化というものをされてこなかった教育の各種施

策に対して、そのエビデンスに基づいた経済学的手法で分析している、その学力の

経済学という有名な本があるんですが、こちらの著者として教育業界では非常に高

名な教育経済学者で、慶應義塾大学総合政策学部の中室牧子教授が、株式会社リク

ルートマネジメントソリューションズの機関誌ＲＭＳMessageで、2016年２月号、

こちらに寄稿している論文があるんですが、先ほどのお茶の水女子大の報告書で指

摘されているのは、あくまで読書と学力の相関関係であって、因果関係ではないこ

とに注意する必要がある。つまり、読書しているから子供の学力が高いという因果

関係ではなくて、あくまで学力が高い子供が読書している相関関係にすぎない可能

性があると指摘している一方で、その中室教授が、テキサス大学オースティン校の

レイ・リンデンらによるフィリピンでの小学校100校、5500人を対象とした読書マ

ラソンのランダム化比較試験の研究成果を引用して、読書マラソン、こちらを実施

したグループの子供ら、日本の学校でも読書マラソンてあったりしますけど、これ

が実施しなかった子供らに比べて、やっぱり国語の標準テストの偏差値が高くて、

この差はやっぱり統計的に有意であることから、読書は子供の心の成績を上げる因

果効果をもつと指摘しています。ただし、その調査結果から、ただ単に本や読書の

教材などを学校にふやしただけでは、実は子供の学力向上に結びつかないんだそう

です。そうした本や教材を、子供が一人でもうまく活用できるように手助けをして

くれる大人や先生が必要であるといったことに言及しているんですね。 

本市では、第３次山鹿市読書活動推進計画を策定され、子供の読書のみならず、

大人の読書、生涯読書活動推進などにも取り組まれていますが、子供を読書に導く

大人の存在、つまり読書活動推進の現状について伺います。具体的には、配置及び

勤務日数、あとは児童・生徒１人当たりの図書貸し出し数、こういったところにつ

いてご説明いただきたいと存じます。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 
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［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、読書活動推進員の配置及び勤務日数、児童・生徒１人当たりの図書の

貸し出し数について、お答えを申し上げます。 

読書活動推進員は、令和元年度までは４名体制でございましたが、令和２年度か

ら２名を増員し、６名を会計年度任用職員として配置をしており、学校規模を考慮

しながら、１推進員当たり２校から３校を担当をしております。勤務日数は週５日

で、小学校が２日から３日、中学校が１日から２日、勤務時間は１日６時間として

おります。 

小学校では、低学年において、本の貸し借りが不慣れで、破損や紛失等も目立ち、

サポートが必要なため、中学校に比べて多い勤務日数を割り当てており、勤務する

曜日などは、学校と読書活動推進員が協議の上、決定をしております。 

次に、児童・生徒１人当たりの年間図書貸し出し数の実績でございますが、令和

元年度74.6冊、令和２年度87冊、令和３年度84.9冊で、いずれも全国水準を大きく

上回っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

ただいまの答弁で、読書活動推進員の皆様の活動状況や、図書貸し出し数の実績

をご説明いただきました。 

児童・生徒１人当たり、令和３年度で84.9冊、文部科学省の令和２年度学校図書

館の現状に関する調査によれば、公立学校図書館における１人当たりの年間貸し出

し冊数は、小学校49冊、中学校９冊、高校３冊ということですから、84.9冊、その

学校における朝の読書や全校読書などが寄与しているところもあるんでしょうけれ

ども、本市の児童・生徒は大変な読書家であることには驚いております。 

県教育委員会から発表されている令和３年度全国学力・学習状況調査の結果では、

本市の小学６年生の国語・算数、中学３年生の国語・数学、そのいずれもが県下ト

ップの成績となっています。全国的に見ても、中学３年生の数学だけがちょっと全

国より低いんですけど、あとはもう全部、非常に上回っているということですね。

もちろん、その先生方の取り組みですとか、授業内容の充実などによるわけですが、

先ほど申し上げた研究データからも、読書活動がそれらの学力を下支えして、その

成果が数値に現れているのではないかと存じます。改めて、もちろん学校現場の教
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職員の皆さん、そしてご貢献いただいている読書活動推進員の皆様に敬意を表しま

す。 

そのように、先ほども申しましたように、読書活動推進員、山鹿でいうと、学校

とイコールではないんですけれども、やっぱり大人の働きかけがあって、子供の読

書の習慣が身につくというお話で、重要性をお話しているわけですが、その司書の

役割というのが何も壊れた本の修理だったりとか、あとは貸し出しの業務だけでは

なくて、やはりリファレンス業務といいますか、いろいろ調査したりとか、あとは

本のコンシェルジュみたいな形で、どの子にどういった本がふさわしいのかとか、

そういう紹介する部分ですとか、本当に多岐にわたると思うんです。本当に重要な

お仕事だと思います。 

そういった意味で続けますが、ただいまの答弁で、令和元年度までは４名体制、

令和２年度から２名を増員し、６名を会計年度任用職員として配置とのことでした

が、当初は小学校20校に対して４名配置、中学校にも配置をとの要望があって、小

中学校26校で６名に増員されたものの、学校統合の中で４名に減員され、結局、小

中学校15校で６名に戻していただいた経緯があったと存じます。よって、配置割合

としては、今、改善されていますが、後ほど申し上げます文部科学省の計画として

は未達であることを申し添えておきます。 

また、近隣地域の状況として、菊池市、大津町、合志市、菊陽町、こちらが全小

中学校に１名ずつ配置を達成されている。玉名市は、小学校15校に10名、中学校６

校に６名と、非常に高い配置率となっていることを申し添えておきます。 

さて、子供たちが読書や活字に親しむためには、多彩な蔵書を揃えた図書館の充

実が必要不可欠ですが、本市の学校図書館の状況がどのようなものであるか、学校

図書館図書の整備及び新聞の配置状況について伺います。つまり、図書購入の予算

額、学校図書館図書標準を満たしているかどうかという点、そして学校などで新聞

を教材として活用するＮＩＥ（Newspaper in Education）と呼ばれる活動をよく知

られていますが、文部科学省としても特に小学校において複数紙を配備できるよう

に地方財政措置をしていますので、本市の学校における新聞の配備状況や、ＮＩＥ

の取り組み状況について伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、学校図書館図書の整備及び新聞の配備状況について、お答えを申し上

げます。 
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学校図書館図書の整備に関しましては、文部科学省が学校の学級数に応じた蔵書

の整備目標として、学校図書館図書標準を定めており、その目標達成に加え、子供

たちが正しい情報に触れる環境整備を図るため、毎年、新刊図書の購入や、古くな

った図書を新たに買い直すなど、計画的に取り組んでいるところでございます。 

本年度の図書購入費は、予算額といたしまして、小学校で470万円、中学校で250

万円の措置をいたしております。 

学校図書館図書標準を達成している学校は、小学校では10校中８校、中学校では

５校中２校、達成していない理由といたしましては、図書購入費の不足ではなく、

学校図書館の面積不足により、図書の配置場所が確保できないことによるものでご

ざいます。 

次に、学校図書館への新聞配備状況は、全校に２紙を配備をしております。児

童・生徒が新聞を十分に活用できるよう、目立つ場所へ配置するなど、各学校へ適

切な対応をお願いしているところでございます。 

また、児童・生徒にぜひ読んでもらいたい、本市に関する新聞記事等は、見やす

い場所に切り抜き掲示するなど、新聞を読むことが難しい小学校低学年の児童にも、

新聞に触れる機会を設けるなど配慮されております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

学校図書館図書標準を満たす学校が多くあることは、大変すばらしいと称賛に値

しますが、その一方で面積不足で達成できない学校があるというのは、その学校間

の格差を放置しているようにも受け取られて、残念に存じます。 

我が家も、蔵書の置き場所に困っていまして、廊下まで本が増殖しているので、

余り大層なことは言えないんですけれども、学校においては空きスペースの活用で

すとか、または学級図書スペースなどの対応とか、いろいろ求められることがある

のかなというふうに存じます。 

実際、学校を見学しに行きますと、本当に新聞をうまく活用されて、掲示板とか

にうまく貼り出されていたりとか、またいろいろ児童・生徒のコメントがついてい

たりとか、本当に新聞の活用、複数紙配備、要するに一方の意見に偏らず比較する

とかいう作業ができるわけですけれども、そういったＮＩＥ活動への取り組みはあ

りがたいことでして、とりわけＳＮＳなどが普及した高度情報化社会において、こ

の情報が大変氾濫している中で、その取捨選択の判断基準というものを学ぶに欠か
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せない活動であると存じます。 

そこで、もちろん学校の先生方もそうでしょうけど、読書活動推進員の方もいろ

いろと取り組まれているでしょうから、多岐にわたるその読書活動推進活動にかか

わる読書活動推進員の増員というものについて、どのように考えられているのか、

こちらを伺います。あわせて、読書活動推進員に求められる職能、役割、研修など、

学校図書館と公立図書館の連携ですとか、そういったものもあわせて伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、読書活動推進員の増員について、お答えを申し上げます。 

近年、生活環境の変化やさまざまなメディアの発達・普及に伴い、子供の読書離

れ、活字離れが指摘をされており、学校教育においても読書の習慣づけを図る効果

的な教育を展開していくためには、学校図書館がその機能を十分に発揮していくこ

とが求められております。 

そのような中、読書活動推進員においては、学校図書館担当教職員と連携・協力

をし、児童・生徒の読書意欲向上を図るため、図書の整理や貸し出し業務などの図

書館の環境整備を初め、おすすめコーナー、新刊コーナーなどの設置、図書委員会

活動及び読書推進イベントへの協力・助言などを行っているところでございます。 

特に、ＩＣＴを活用した図書館の紹介や新刊図書紹介の動画を作成し、児童・生

徒へ配信するなど、デジタル技術を取り入れた新たな読書活動にも力を注いでおり

ます。 

今後、さらなる読書活動推進のためには、ＩＣＴの利活用や授業支援、特別支援

教育や、不登校対応等も考慮した、児童・生徒への支援が重要となっています。そ

のために、適正な人員確保に配慮をしつつ、読書活動推進員のスキル向上のために

も、新たな知識を習得できるような研修の実施や、公立図書館との情報交換の機会

を積極的に設けるなど、読書活動推進員の資質向上に努めてまいります。 

あわせまして、今後は学校図書館と公立図書館が連携を図ることで、学校図書は

もとより、公立図書館における読書活動の推進にもつなげてまいりたいと考えてお

ります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 
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○立山大二朗 議員 

先ほど言及しました全国学力・学習状況調査の報告では、家庭での蔵書数が多い

児童・生徒ほど、各教科の平均正答率が高い傾向が見られるそうですね。小学生の

国語で正答率が も高かったのが、蔵書数が201から500冊の児童で71.5％、 も低

かったのがゼロから10冊で53.8％と、その差は17.7ポイントもあるとのことでした。

この項目の冒頭でも申しましたが、やはり公教育の現場で、その家庭環境の格差を

埋める努力、これが求められているものと存じます。 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が平成30年に行った世界各国の15歳を対象にした

学力到達度調査、いわゆるＰＩＳＡでは、日本は数学・科学分野は上位を維持して

いるものの、読解力の分野では前回、平成27年度、６位から11位に後退していると

のことです。今や子供たちはタブレット端末やスマートフォンなどであふれんばか

りの情報にさらされ、我々が子供のときとは比べものにならないほど情報に接する

機会が増進しているはずなのですが、この読解力低下というデータからは、やはり

腰を据えて、主体的にまた想像力を働かせながら情報に接する読書という行為から

離れてしまっている影響が国全体で見受けられるのではないかということです。 

そのような中で、本市が読書活動の推進に取り組まれている実績を上げられてい

る、実にありがたいことです。だからこそ、日々、ご貢献いただいている読書活動

推進員の拡充による効果はいかばかりかと想像するところでもございます。ＩＣＴ

の利活用や事業支援、特別支援教育や不登校対応等にも言及していただきました。

本当に学校に求められる課題というのがいろいろあるわけですけれども、そうなる

とその現行の人員でやはり不足していないのか。もちろんサポートティーチャーの

件とかいろいろあるんですけれども、今回、読書活動推進員というところで人員の

不足がないか、またより一層の研修などへの取り組みが今後求められているのでは

ないかと考えます。 

ここで、ついでにと申すのは大変はばかられるんですけれども、 近は官製ワー

キングプアと呼ばれる、特に図書館業務に携わる会計年度任用職員の待遇改善が話

題となっています。安定した雇用や収入、また待遇面についてもご配慮ですとか、

いろいろご検討が今後あっていただけると幸いだと存じます。 

文部科学省としても、第６次学校図書館図書整備等５か年計画により地方財政措

置をしています。その計画の目標としては、学校司書を小中学校等のおおむね1.3

校に１名配置、将来的には１校に１名の配置を目指し、単年度で243億円、総額

1215億円が計上されています。しかしながら、地方財政措置はもちろん使途を特定

しない一般財源として措置されているわけで、自治体に予算化が図られて初めて司

書配置等の費用に充てられるわけです。計画書にもあるように、学校図書館の現状
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把握と、それに基づく適切な予算措置を重ねてお願い申し上げます。ここで、学校

司書とあるんですけど、山鹿の場合、読書活動推進員とイコールでないところです

ね。司書とは限らないですからね、学校の司書さんとは。そこも踏まえてご検討く

ださい。 

特に来年度、山鹿小学校と三岳小学校、平小城小学校、この３校統合を控えてお

ります。統合委員会において、地域やＰＴＡの皆様方のお声がどのようなものであ

るかにもよりますが、先ほどご説明いただいた読書活動推進員の配置、また私で把

握している配置状況から、週５日の学校配置は不可能ではないものと考えます。実

態調査や関係各位からの聴き取り結果なども踏まえた上でご検討ください。 

ここまで、読書の効能、役に立つという観点で、データに基づいた話をしてまい

りましたが、本好きの私としては読書という行為を、ただそれだけの枠に押し込め

たくないという思いもあります。 

そこで、次の言葉をご紹介します。小説が書かれ読まれるのは、人生がただ一度

であることへの抗議からだと思います。小説家の北村薫のデビュー作「空飛ぶ馬」

のあとがきから引用しました。人ひとりではやっぱり経験できることに限界があり

ます。空間も時代も超えて未知の体験を与えてくれる読書という行為に親しむため

には、やはり子供のころからの習慣や動機づけがあるとよりよいのではないかと存

じます。子供たちの人生を豊穣なものとするべく、改めて本の接点をつくってくだ

さる読書活動推進員の重要性もいま一度ご検討いただければ幸いです。 

では、本日 後の一般質問、宿泊客増加への振興策について伺います。本市では、

コンベンション宿泊助成事業を山鹿市観光協会に委託して取り組まれています。令

和３年度主要施策の成果説明書では、経済部商工観光課から受入態勢充実費として

予算総額6044万円、決算額3517万6000円、執行率が58.2％と低調なのが気にかかり

ますが、コロナ禍というのもあるんだと思います。その事業内訳として、コンベン

ション合宿等宿泊助成の効果が報告されております。令和元年度が665万2000円、

令和２年度276万7000円、令和３年度590万8000円ということで、令和２年度、こち

らは新型コロナ禍の影響を受けて減少しているものの、令和３年度は令和元年度に

迫る勢いで復調しつつあるものと存じます。これはもちろん観光協会のご尽力もあ

ってのことと存じますが、この事業の内容と宿泊客数の推移など、詳細を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、コンベンション助成金の概要について、お答えをいたします。 
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観光客誘致対策として行っておりますコンベンション宿泊助成事業は、山鹿市に

おける交流人口と宿泊客の増加を図るため、市内で開催されるスポーツや文化活動

などに関連する大会及び合宿を行う実施団体に対して助成金を交付するもので、市

内に宿泊する延べ人数が20名以上の場合、宿泊者数に500円を乗じた額を主催者へ

助成をしております。なお、この助成事業は山鹿温泉観光協会が窓口となり、受け

入れや大会の誘致などに中心的な役割を果たされております。 

当事業は、平成28年度から現行の内容で実施しております。 初の年の利用者数

は延べ7000人弱でしたが、コロナ前の令和元年度には約１万4000人の宿泊客を誘致

いたしました。その後、コロナ禍の影響を大きく受け、令和２年度は2700人まで落

ち込みましたが、観光協会とスポーツ関係団体がしっかりと連携し、積極的な誘致

活動の結果、昨年度は約7000人へ持ち直し、今年度も上半期には延べ4600人を超え

る方々に宿泊をいただき、下半期も既に2800人の予約が入っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

経済効果については、令和３年６月定例会で勢田議員の一般質問で答弁がありま

したように、令和元年の1.4万人で、約３億円を超えるとの試算でしたから、非常

に効率的な投資になっているものと存じます。 

昨日の永田壮拡議員の一般質問で、本年の灯籠まつり中止による宿泊キャンセル

が約700名とのことでした。もちろん灯籠まつりの２日間でこれだけ集客が見込め

ることは大きいんですけれども、やはり通年で集客するということの厚みを感じさ

せる数字です。 

ところで、先日、私の母校、中央大学学術講演会が熊本市内で開催されまして、

「地域再生の失敗学」などの本で有名な地域経済学者、中央大学経済学部の川崎一

泰教授の講演を拝聴したところです。観光において、全国大会ではなくて、地区大

会で十分、つまりどういうことかというと、地の利を活用して、地元、近い地域を

しっかり掘り起こしていく、その重要性を説かれました。 

そこで、地元の観光資源をどのようにマネタイズしていくか、お金にかえて地元

に還元していくかというものを川崎教授にお尋ねしたんですけれども、まずは地元

の人間はしっかりお金を落として、そこから周辺地域や外部に波及していく流れを

創造すること、地元が盛り上がって、みずからの市場を育てていく考え方、こちら

についてお話をいただきました。 
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そこで、そもそもこのコンベンション助成事業は地元の山鹿市民が利用できるの

かを伺います。といいますのも、山鹿の大恩人である原口長之先生、考古学者とし

て、教育者としても有名ですが、その山鹿高校の考古学部の指揮を執られていたこ

ろに、人間的な交流を深めるという観点で、生徒との合宿など、精神的な効果、合

宿というものはそういうものがあると重視されていたというエピソードをちょっと

聞きまして思ったところなんです。 

また、こちらの事業は、コンベンション宿泊助成という名前ですが、やはりメー

ンはスポーツ関係の大会合宿がメーンになっていると。コンベンションの本来的な

意味には、大会だけではなくて、大きな会議も含みます。スポーツ以外の文化的な

イベント、会議、伝統芸能や吹奏楽部、演劇部など、文化系の部活の合宿など、も

っと利用の幅があることをしっかり告知していく、広げていく努力が求められてい

ると存じますが、こちらについてのお考えを伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ただいまのご質問に、お答えをいたします。 

まず、コンベンション助成の対象者についてですが、市内在住の方も利用は可能

でございます。 

次に、その対象範囲でございますが、現在、スポーツ大会や合宿に限らず、文化

活動や学会などにも広げております。しかし、周知不足や会場の収容人数の問題な

どで、スポーツ以外での利用はなかなか進んでいないのが実情でございます。 

今後は、スポーツだけにとどまらず、文化面を初め、多方面での利用を促進させ

るため、大会主催者などとの意見交換会を通じ、問題点などを整理し、対象団体の

拡大など、利用しやすい制度へ見直しを検討してまいります。 

また、誘致活動についても、八千代座を前面に出し、その雰囲気に合った古典芸

能や舞踊など、内容に対して重点的に働きかけてまいりたいと思っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

市内在住者でも利用できるとのことでした。この制度は、告知などをうまくやっ

ていけば、非常に伸びしろといいますか、活用法があるのではないかと存じます。 
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また、文化活動や学会などの利活用も推進していただきたいところです。確かに、

市内には大きなコンベンションを誘致できるような施設が厳しいかと存じますので、

誘致できるだけの環境整備も並行して考えていただければ幸いです。 

市総合体育館の弾力的な運用や、答弁にありました八千代座利用への働きかけ、

豊前街道を生かした撮影会、演劇のフェス、以前開催されていたチブサンオブサン

ナイトツアーの拡大など、意外な活用法があるかも知れません。制度の周知を図る

中で、各種団体、あらゆる方面からいろいろとアイデアも浮かんでくるものと存じ

ます。 

合宿助成自体は、１人当たり500円と大きな額ではありません。しかし、その分

をお弁当代やお土産代などに充てられますよといった呼びかけで、山鹿での合宿に

関心を抱いていただく動機づけになるかも知れません。 

また、合宿自体は客単価が伸びないという考え方もありますが、合宿で訪れたこ

とで山鹿のファンになっていただき、リピーターを育成するという観点もあります。

ぜひ告知と環境整備など、包括的な拡充をお願い申し上げ、今回の私の一般質問を

閉じます。ありがとうございます。 

○服部香代 議長 

以上で、立山議員の質疑・一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のため休憩いたします。午後１時より再開いたします。 

午後０時00分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後０時59分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、金光一誠議員の発言を許します。金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

こんにちは。 

議席番号10番、れいわ創造の金光一誠です。 

会派を代表して、一般質問を５件いたします。 

１件目は、人口減少対策についてお尋ねをします。６月議会で会派の関口議員が

人口減少に対する市の方針について質問を行い、答弁では２つの観点からのアプロ

ーチが必要で、１つ目に人口減少のスピードをできる限り抑制すること、２つ目に

人口減少社会にあっても持続可能な地域社会を構築することと、総務部長が答弁を

されました。その時点では、よかこつば言わすばいなと思いはしたものの、よくよ



－ 129 － 

く考えてみると、山鹿市が取り組んでいる具体的な事業内容があまり見えてきませ

んので、あえて質問をします。 

人口減少対策については、それぞれの施策の中で特化した事業というか、目玉的

な事業を市内外に向け宣伝・ＰＲしながら、事業推進に取り組むこと、このことが

非常に重要なことであると思っております。施策の中には、人口減少対策に関連し

たいろんな事業メニューがそろっており、中でも特に充実・強化を図っていると思

われる事業、移住定住、子育て支援について、市民・福祉・教育の各部長にお尋ね

をします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

人口減少対策についてのご質問のうち、移住定住に係る施策について、お答えい

たします。 

本市への移住者の増加、そしてその方々の確実な定住に導くための施策として、

空き家バンク制度の運用を初め、お試し住宅による移住促進、移住支援事業や三世

代同居住宅支援事業に係る助成、さらに情報提供等を含めた移住希望者への相談対

応など、これまで数々の取り組みを行ってきております。 

また、委託業務においては、民間団体等を巻き込みながら、移住者と移住希望者

とのオンライン交流会や、移住者同士の共同活動が活発に行われるなど、確実な定

住への取り組みも行われております。 

そのような中、法制度の関係等から密接なつながりに欠けていた空き家バンク制

度と、移住希望者・移住者への相談・フォロー業務について、令和４年度からは民

間の専門性と機動力を生かした一体的、一元的な業務委託に切り替え、包括的かつ

スムーズな移住支援となるよう見直しをして進めております。 

なお、本年８月までの５カ月間の実績は、相談件数が386件、空き家バンクの契

約成立が８件と、いずれも昨年度を上回るペースで推移しております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

ご質問の、子育て支援に係る福祉部関係の施策について、お答えをいたします。 

まず、お子さんが医療機関を受診した際の医療費を助成する子ども医療費助成事
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業は、現在、県下14市中、本市を含む６市で、対象年齢を18歳まで拡大して実施し

ており、残り８市は中学生までが対象となっております。 

本市の対象年齢拡大は、平成27年１月診療分から適用しており、県下14市中、

も早い取り組みでございます。 

また、平成27年６月からは、１歳までのお子さんがいる世帯におむつ購入助成と

して、新生児等おむつ購入助成事業を開始し、昨年６月からは助成内容を拡大し、

具体的には品目にミルクを追加、１カ月当たりの助成額を2000円から3000円に増額、

名称も育児用品購入助成事業として再スタートしております。他市にはない特色あ

る事業として展開しているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

子育て支援に係る教育部関係の施策について、お答えを申し上げます。 

教育部では、子供と触れ合う時間を大切にし、誰ひとり取り残さない、きめ細か

な教育に力を注いでおります。 

例を挙げますと、支援を必要とする児童・生徒や、学力面で遅れがちな児童・生

徒を支えるサポートティーチャーの配置、多様な特性を持つ児童・生徒の指導方法

について教師に助言を行う、合理的配慮コーディネーターの配置、学校に登校でき

ない児童・生徒を支援する３つの教育支援センターの充実、全ての児童・生徒が学

習できる環境づくりとして、ＬＴＥモデルのタブレットを活用したＩＣＴ教育の充

実など、県内でも先進的・特徴的な取り組みを進めております。 

これらの取り組みにより、県内でも高い水準で学力が身についておりますし、文

化・スポーツ面でもすばらしい成績を残すなど、着実にその成果が現れております。 

加えまして、特色ある５つの高等学校を有する本市の特性を生かし、中学校卒業

後も市内の高等学校に進学をし、地元で活躍できる人材が育つよう、各高校とも連

携体制づくりについても、さらに進めてまいります。 

ここで育てたい、学ばせたいまち山鹿として選んでいただけるよう、学校・保育

現場を初め、教育関係者一丸となって全力で取り組んでおります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 
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○金光一誠 議員 

各部長から、充実・強化を図っている、一押しの事業といいますか、説明をして

いただきました。事業を進めていきながら、このことを広く周知することが大切な

ことで、いろんな媒体を駆使しながら、広報につなげていただきたいと願うところ

です。他市の自治体にとっても、人口減少対策は大変重要な課題であるということ

は言うまでもありません。山鹿に住んでみたい、山鹿に住んでよかったと言える事

業に、これからも積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

次の質問、高齢者対策についてお尋ねをします。今回、市長肝いりと思っており

ますが、補正予算に山鹿の未来を担う子ども応援として多額の予算が提案されてい

ます。一方、高齢者対策については、これまでも具体的な支援策が見当たりません

ので、会派として引き続き質問をします。 

山鹿市も高齢化が急速に進んでいます。直近の高齢者人口と高齢化率について、

どのような状況にあるのかお尋ねをします。また、高齢者の活動組織であります老

人クラブ連合会については、ライフスタイルなどの変化により、クラブ数と会員数

が減少していると、６月議会での答弁内容でした。それから、老人クラブ連合会未

加入の地域老人会については、調査中ということでしたが、把握ができているのか。

できているのであれば、老人クラブ連合会未加入の地域老人会の活動数と地域老人

会に対して今後の支援策をどのように考えておられるのか、再度お尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

ご質問の、現在の高齢者人口と高齢化率について、お答えをいたします。 

令和４年５月末現在で、山鹿市の人口は４万9749人、そのうち65歳以上の人口は

１万9036人、高齢化率38.3％となっております。 

続きまして、ご質問の山鹿市老人クラブ連合会未加入の団体数について、お答え

をいたします。 

まず、山鹿市における老人クラブ、地域老人会の状況といたしましては、山鹿市

全体の行政区数258のうち114行政区で、何らかの組織が運営されており、中には複

数区で組織されている団体もございますので、組織の実数といたしましては88団体

となっております。そのうち、市老人クラブ連合会に未加入の地域老人会につきま

しては52団体でございます。 

また、地域老人会が現在活動されている事業を、本市が助成をしております、ふ

れあいサロン事業として実施していただくことにより、ご支援をすることが可能と
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考えております。あわせまして、現在も行っておりますシルバー人材センターや老

人クラブ連合会への補助金等の支援も継続してまいりたいというふうに考えており

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

今後も高齢化率はますます高くなると予想されますので、高齢者に対するさらな

る支援をお願いし、２回目の質問をします。 

人の助けを借りることなく、自分で何でも対応することができる元気な高齢者、

介護の支援を受けられている高齢者、そして入院・通院されている高齢者、それぞ

れにおられると思います。そういった中、高齢者対策の一つとして社会福祉協議会

が運営母体となり、各地域や集落単位でサロン会が開催されていると聞いておりま

す。 

そこで、お尋ねします。１点目、サロン会の結成数と支援内容について、２点目、

サロン会によって事業の内容が違うと思いますが、大まかな事業内容について、３

点目、今後、高齢者数も高どまりしていく中、老人会との兼ね合いもあるかとは思

いますが、今後もサロン会の取り組み方について、どのように考えておられるのか

お尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

ご質問の、ふれあいサロン事業について、お答えをいたします。 

ふれあいサロン事業につきましては、山鹿市社会福祉協議会に委託しており、令

和４年５月現在で、258行政区中、158行政区で開催され、その立ち上げ率は61.2％

となっております。 

社会福祉協議会に委託している主な事業の内容は、サロンを実施する団体の設立

と育成、団体への運営支援及びそれを支えるボランティアの育成となっております。 

実施されるメニューにつきましては、サロンごとに異なり、茶話会、体操等のレ

クリエーション、小学生との異世代交流、また花苗植栽など、地域の高齢者が孤立

しないように、また自立した生活が継続できるようにそれぞれ工夫をされながら実

施をされております。 
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今後は、事業のさらなる周知を行い、サロンを運営していただける団体の掘り起

こしを行うとともに、高齢者の生きがいづくりの場を拡大してまいりたいと考えて

おります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

きのうの答弁で、65歳以上の介護認定者数は3749名ということでございました。

要介護を必要とされる方にとっては、地域包括ケアシステムにより、国や関係機関

の支援、介護・医療や生活支援サービスなど、多くのメニューがそろっており、大

変ありがたい支援策であると思っております。 

また、今お聞きしましたサロン会、それから交通弱者対策として運行されている

山鹿市あいのりタクシー、これらは全部公的に、いわば公助により成り立っていま

す。これから人口減少対策と超高齢化社会を目の前に据え、公的に何でも取り組む

ことは財政的にも限りがあると思いますので、地域のことは地域の人が支える社会

づくりの構築が必要になってくると強く感じております。それぞれの地域、集落単

位、あるいはもっと小さいコミュニティー単位での高齢者が困っていること、例え

ば買い物支援、ごみ捨てなどの困りごとに対し、ソフト面でも取り組みを支援して

いくことも必要で、恐らくこのことが他市に先駆けた先進的な取り組みとなり、共

助につながっていくものと考えております。 

共助により地域が取り組める高齢者対策について、市長の考えをお聞かせ願えれ

ばと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

福祉部長が申し上げましたとおり、本市におきましても、令和４年５月末現在で

高齢化率38.3％と、超高齢社会を迎えており、買い物弱者など、何らかの支援を要

する高齢者への対策が大変重要でございます。 

現在、市が行っております生活支援事業としましては、買い物やごみ出しを支援

する生活サポート事業や、調理・掃除を支援する家事支援事業がございますが、そ

の活用には一定の基準があり、基準を満たさない高齢者等はご利用いただけないこ

とになります。これらを含め、地域で取り組める高齢者対策を考える上では、地域



－ 134 － 

コミュニティー力の醸成が必要であると考えております。 

市の役割を果たしながら、若い人たちも含めて、幅広い年齢層で支え合う地域共

生社会を推進してまいります。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

現在、市が行っている事業につきましては、公的な事業となっていますので、元

気な高齢者も含め、それぞれの地域で支え合うシステムの構築を願いまして、次の

質問、第三セクターについてお伺いをします。 

「山鹿市の道の駅、赤字額３倍に」という見出しで記事が先般掲載をされており

ました。非常に危惧をしております。これまで水辺プラザかもとについては、冨丸

議員、松見議員が将来の方向性等について質問をされましたが、これといった解決

策が見出せない状態が続いております。 

このような中、温泉施設の改修工事が始まり、遅れながらも、今回、リスク分担

の経費が提案されております。質疑ではと思いましたが、他の件もありますので、

一般質問でお尋ねをさせていただきます。指定管理契約に基づき、今回支払われる

費用、リスク分担の算出根拠についてお尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、リスク分担の算出根拠について、お答えをいたします。 

まず、リスク分担は、指定管理基本協定のリスク分担表に基づくもので、施設の

劣化により指定管理者の責めに帰すことのできない事由によるものについては市が

負担することとしております。 

今回、水辺プラザかもと内温泉施設の老朽化により、浴室天井の一部が落ち、確

認したところ、全体が崩落する可能性が高まり、利用者の安全確保のため４月11日

から休業し、改修工事を実施しております。この工事に伴う収入減少分等について、

基本協定書に基づき指定管理料を増額するものでございます。 

算出に当たっては、昨年度の実績に基づき、休業期間中に温泉施設を営業した場

合の収入見込み額から、休業による光熱費の減少分を差し引いた額と、崩落対策等

の緊急的な改修経費により積算しております。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

リスク分担の算出基礎は、収入見込み額から支出見込み額を差し引いた額と理解

しますが、崩落対策等の緊急改修費も加算しているとのことでありますが、今の答

弁内容ではわかりにくく、緊急改修費については第三セクターとの申し合わせ事項

により、本来、緊急的な修繕費についても市が支出するものではないかと疑問を抱

くところです。工事が終わっているので、後づけの予算はもってのほかではないか

と思っております。なあなあはよくありませんよ。 

２回目の質問をします。水辺プラザかもとの指定管理については、昨年12月議会

で可決されており、この指定管理者の選考期間と令和４年度の予算編成期間は同時

期であり、指定管理経費を算出する時点で、温泉施設の休業補償費、リスク分担で

すね、について考慮しておけば、今回の予算計上は回避されたのではないかと考え

るところです。どのような指針のもとで事業を遂行しているのか、施設の維持管理

計画と指定管理料、その整合性についてお伺いをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、維持管理計画と指定管理料の整合性について、お答えをいたします。 

まず、維持管理計画につきましては、指定管理者からの改修要望等を取りまとめ

た今後５カ年の維持管理計画を作成しております。この計画に基づき、工事や設備

の更新、また大規模な工事に当たっては市の責任において実施をしております。 

一方、簡易的または応急的な修繕につきましては、指定管理者に対応いただくも

のとして、指定管理料に修繕費を含めて算定することとしております。 

なお、先ほど答弁しましたような収入減少分に対する支出については、指定管理

料を算定する場合、突発的な事案に対応しているものではないため、当初の指定管

理料とは一致しないものでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 
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突発的な事案と言われましたけど、このことは突発的な事案ではないと思ってお

ります。令和４年度の予算に温泉施設の改修費を計上しているので、想定内の事案

であり、指定管理料に含まれているのではないかと思っているところです。 

３回目の質問をします。第三セクターの設立時点では、筆頭株主である首長がそ

の会社の社長として運営し、合併後は副市長が社長に就任し、健全化に向けた取り

組みがなされてきました。その後、存続している２つの第三セクターについては、

民間からの登用が行われ、現在に至っております。現在の組織がどのような体制に

なっているのかお尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、役員の組織体制について、お答えをいたします。 

まず、水辺プラザかもとの指定管理者であります株式会社鹿本町振興公社につき

ましては、取締役が７名、監査役が２名となっており、このうち代表取締役１名が

常勤、そのほか８名が非常勤となっております。 

なお、もう一つの第三セクターであります株式会社小栗郷につきましては、取締

役が４名、監査役が２名で、取締役のうち１名が常勤、そのほか５名が非常勤でご

ざいます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

２つの第三セクターとも、今回、令和３年度の経営状況の報告が上がっておりま

す。人件費を比較すると、株式会社小栗郷は、役員報酬、給与、手当、雑給、賞与

の人件費が支出されております。一方、株式会社鹿本町振興公社は、給与、手当、

雑給の人件費が支払われています。比較しますと、鹿本町振興公社には役員報酬の

計上はありません。単純に考えますと、役員がいるのに報酬費がないのに疑問を持

ちます。鹿本町振興公社の役員報酬については、報酬ではなく、給与として支払い

がされているようです。どのような理由でそのようになっているのかお尋ねをしま

す。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 
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［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、役員の支出項目について、お答えをいたします。  

取締役及び監査役に対する手当は、役員報酬として支出されるものですが、株式

会社鹿本町振興公社は無報酬であるため、支出項目には計上されておりません。 

なお、取締役を含む役員のうち、代表取締役社長については、社員として入社後、

株主総会で社長に就任してからも常勤で会社経営に当たっているため、現在まで給

料として支給されています。支払いについては問題はないものの、支出項目として

は社員との違いを明確にする必要があるかと思っております。 

今後、支出項目の変更とともに、そのほか役員を含め、経営状況に応じた支出が

行われるよう、改善、見直しを提案してまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

役員の報酬については、答弁のとおり、給与での支払いとなっております。給料

での支払いについては問題はないということですが、大いに問題があり、役員報酬

は株主総会での議決事項でもあります。赤字が続き、株価が値下がりする中、株主

は納得するでしょうか、疑問です。早急な改善策をお願いするところです。 

５回目の質問をします。コロナ禍において、売り上げ、来館者も減少傾向にあり、

今後の運営方針には一工夫も二工夫もしなくては、生き残っていくことが大変であ

ると思うところです。市の方針として、言い方は悪いと思いますが、赤字補填はし

ないが、口は出すということですので、第一に第三セクターが生き残るために、筆

頭株主としての役割、経営診断や経営支援を常日ごろから気にかけることが大変重

要なことであると思っております。以前の第三セクターは、首長が社長で、管理運

営については職員も積極的に関与し、物産館を盛り上げていたと記憶しますが、現

在は２つの第三セクターとも民間からの登用になっており、市のかかわりは希薄に

なっていると感じているところです。 

また、事業収入のメーンとなる農産物の販売についても、協議会との連携により

売り上げを伸ばす取り組みが必要不可欠であると思っております。さらに、第三セ

クターの事業そのものの意義、必要性、公益性、採算性の検討、結果によっては事

業継続の是非や事業手法の選択も必要ではないでしょうか。そして、一定のめどが

ついたときには、第三セクターの完全民営化を目指していただきたいと思います。
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第三セクターの経営健全化に向け、市の指導体制をどのようにしていくのか、その

かかわり方についてお尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、経営改善に向けた市の指導体制について、お答えをいたします。 

第三セクターの自立経営に向けた支援を図るため、ことし２月に経営状況に関す

るヒアリングを実施し、事業改善計画の提出を求めたところでございます。また、

毎月の報告の際、状況等の確認も行っておるところです。 

現在、経営状況につきましては、前年より売り上げ、来客者数の増加など、若干

の改善点がみられるものの、依然として厳しい状況は変わらず、今後も取締役会へ

の参加等により、的確に経営状況を把握し、必要に応じ専門家の意見を取り入れな

がら、指導・助言を徹底してまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

第三セクター方式での物産館運営等についても、時代の変化に左右されるところ

が大変大きいと思っております。市長は、現在、社会福祉法人、山鹿市社会福祉協

議会の会長をされ、市長職と二足のわらじで頑張っておられます。第三セクターに

ついても筆頭株主ですので、現状をしっかり認識していただき、陣頭指揮をとって

もらうことが一番早い解決方法かも知れません。コロナ禍とはいえ、第三セクター

の赤字はふえていくばかりです。また、投資されている株主の方も気が気ではあり

ません。待ったなしです。これから第三セクターの改革をどのように進めていかれ

るのか、市長の考えをお尋ねします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

第三セクターに関する方針としましては、自立経営を図りながら、 終形態とし

ては完全民営化を目指すこととしております。 

しかしながら、令和３年度決算において大変厳しい経営状態となっており、完全
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民営化どころか、会社存続が危ぶまれる資産状況に陥っている状況です。 

水辺プラザかもと及び道の駅小栗郷は、経済面、地域振興、観光面への影響が大

きく、今後も維持すべき施設であると考えておりますが、指定管理者である第三セ

クターに対しましては、これまでの方針のとおり、通常営業による損失の補償を行

うことは考えていません。 

今後は、施設の設置目的を達成するための事業手法について検討するとともに、

以前のような活気があり、若い生産者の人たちにも魅力のあるような施設となるよ

う検討を加速化してまいりたいと考えています。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

第三セクターについては、いろいろな課題がありますので、早急な対策をお願い

したいと思います。 

次の質問をします。今回の会派の重要課題であります、ふるさと納税についてお

尋ねをします。早いものでことしも残り４カ月になりました。ふるさと納税につい

ては、市長肝いりの事業であり、４月の人事異動では職員の配置もいただき、納税

額のアップに努力されていることと思います。 

８月12日の熊日朝刊に、ふるさと納税の記事が掲載されていましたので紹介しま

すと、昨年のふるさと納税の総額は県全体で255億8000万円で過去 高、寄附件数

も184万件で 多を更新した。また、寄附額の上位は、人口は6100名か6200名かわ

かりませんが、そのくらいだと思いますが、高森町32億円、御船町25億円、益城町

19億円ということです。高森町のふるさと納税、例えば米の返礼品を見てみると、

5000円の納税額で白米6.5キロから、１万円、２万円、３万円、６万円、12万円の

12カ月定期便、さらには白米と玄米まで、いろんなパターンで魅力が満載していま

す。なお、山鹿市においても、現在は米の定期便、６カ月までの商品がそろってい

るようです。米がうまかったら納税者は黙っていても継続して米を買い続けます。

恐らく12カ月の米の定期便については、リピーターがいるように感じており、とて

も理にかなった戦略ではないでしょうか。山鹿市も総合戦略課で担当していますの

で、一過性の戦術ではなく、納税者の心理をくすぐるような戦略でＰＲをしていた

だければと思うところです。 

そこで質問をします。８カ月を過ぎました。納税額の状況、新商品開発や返礼品

の商品数についてお尋ねをします。 

○服部香代 議長 
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執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、ふるさと納税について、お答えをいたします。 

まず、令和４年１月から８月の寄附実績につきましては、８月31日現在、申し込

みベースで5480万7000円となり、対前年比151.7％となっております。 

次に、寄附をいただいた方へ贈呈する返礼品の数は、３月末の343品から93品ふ

え、現在436品となっておるところでございます。 

特に目玉となる返礼品といたしましてご紹介申し上げますと、本市で製造してお

りますシマノの釣り竿や、八千代座のフォトウェディングプランなどの高額な返礼

品のほか、令和４年産新米の定期便や、西日本一の生産量を誇る山鹿産の栗などの

農産物、健康食品の青汁などを新たに追加しておるところでございます。 

今後も、さらに魅力ある返礼品を充実させるとともに、寄附額の大幅な増加が見

込まれる年末に向けまして、効果的なＰＲを強力に実施してまいりたいと考えてお

ります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

目指せ５億円、達成するのか、追い込みに期待をするところです。 

後に、原油価格、物価高騰対策について、お尋ねをします。新型コロナ、そし

てロシアのウクライナ侵攻、加えて円安により、国内外において激動の時代を迎え

ており、原油価格、物価高騰対策については、避けては通れない喫緊の課題となっ

ています。 

国、農林水産省は、肥料価格の値上がりに伴い、前年度から増加した肥料費の７

割を交付する対策、肥料価格高騰対策事業を始めます。以前には、施設園芸等燃油

高騰対策事業も打ち出されております。さらに、新たな支援策も打ち出されようと

しております。 

県内でも、市町村独自の対策が打ち出され、他市の事例を紹介しますと、八代市

では施設園芸燃油価格高騰対策支援事業、水俣市では漁業燃油高騰対策事業費補助

金、合志市では燃油高騰等緊急農業支援対策事業補助金、ほかにも玉名市、菊陽町、

大津町など、農業が盛んな地域では早々と対策が講じられております。 

今まさに農業用ビニールなどの肥育資材、飼料、燃油、肥料、薬剤などの値上が
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りが相次いでおり、農家にとっては農産物価格への転嫁が難しく、苦しい状況が続

いており、このままでは離農する農家もふえてくると予想されます。余談になりま

すが、ワイン用ブドウの生産農家には、薬剤費の高騰対策として会社から支援があ

ると聞いておるところです。 

これまで、市独自の支援策として、プレミアム商品券事業が４回、そして今回、

コロナ禍における物価高騰等を受けている子育て世帯への緊急的な生活支援、山鹿

の未来を担う子ども応援事業２億4100万円が予算化されようとしております。 

私が思うだけでなく、市民の方も多分思われると思いますが、一般的なものの考

えとして、物価高騰は子育て世帯だけが該当するのではなく、山鹿市民全員に及ぶ

ものです。高齢者世帯など、生活に困っている世帯も数多くあります。みんな山鹿

市民です。どこに違いがあるのかよくわかりません。 

それはさておき、市長は第１次産業は農業と言いながらも、コロナ禍以降、これ

といった農業支援策を打ち出されておりません。農家の方も我慢の限界ではないで

しょうか。山鹿市は、農業への原油価格、物価高騰に対して支援をするのか、また

はしないのか、早田市長の考えをお聞かせください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

コロナ渦、円安に加えて、ロシアによるウクライナ軍事侵攻などの影響により、

農業生産に必要な諸資材の高騰が続き、生産意欲の減退による離農者の増加が懸念

され、農家への支援が求められております。 

そのような中、燃油においては、価格が一定基準を上回った場合は補填金を交付

する国の施設園芸等燃油価格高騰対策を活用し対応をいただいており、肥料につき

ましても肥料価格高騰対策事業により、価格高騰分が支援される予定であります。 

また、配合飼料価格高騰対策として、生産者積立金の一部負担を行う県の事業も

予定されています。 

今後も、営農継続に必要な経費の高騰が続く見込みで、農家へのさらなる支援が

求められるため、本市でも国や県の動向を見極め、必要な対策を講じてまいります。 

あわせて、農産物の市場価格を高め、販売の促進及び消費喚起を図っていきたい

と考えています。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 
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○金光一誠 議員 

農業支援策については、山鹿市はこれまで国・県の事業に頼るところが大きく、

誰が質問しても、答弁は国や県の動向を見極めながら、必要な対策を講じると言わ

れてきましたが、その後、ナシのつぶてでこれまで来ました。余り期待はしません

が、支援策に期待を抱き、私の一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、金光議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午後１時45分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時54分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、永田紘二議員の発言を許します。永田議員。 

［20番 永田紘二 議員 登壇］ 

○永田紘二 議員 

議席番号20番、永田紘二でございます。 

発言通告に基づきまして、質疑を１点、議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計

補正予算（第３号）について、一般質問を１点、歴史と文化のまちやまがについて、

お伺いをしていきたいと思います。一問一答でお願いをいたします。 

まず、質疑についてお尋ねをしていきます。 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）、（項）社会福祉費、

（目）社会福祉総務費のうちの管理経費41万4000円についてお伺いをしたいと思い

ます。 

実は、２回に分けて質疑をしたかったのですが、先ほど立山議員の質疑・一般質

問がありまして、しっかり内容等についても説明をされました。内容の流れについ

ては、しっかり理解をさせていただきました。ただ、質疑の中で、僕はこういうこ

とを尋ねたいということを２回目にしておったので、それについてお尋ねをしてい

きたいと思います。 

まず、県の保健所跡地の所得、買い取りについて、全員協議会で報告を受けまし

た。びっくりしました。買い入れというのか、購入というのか、もうこれは決定し

たとかいということが一つであります。 

２つ目には、購入決定がされていないならば、補正予算の提案をなぜしたのか。

購入決定がされていなくても予算計上ができるのか。 
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もう１つは、これはもう私の勘ぐりですけど、土地開発基金が６億5000万円あり

ます。これを土地取得に使うときは議会の審議は、議決は要らないわけですね。だ

から、俺たちはもう自分たちで買いますよという話で走ったのかなという勘ぐりを

します。なのに、何で補正予算を上げてきたかというのを聞きたかったわけであり

まして、財産購入の提案ができたのかということです。 

それから、経過の報告が全く議会に、もう令和２年から始まっていると。立山議

員の質問の中にもしっかりその釈明はされました。しかし、これは絶対もう議会に

対する軽視ですよ。何のために議員たちが一生懸命、市民のために行政と一緒にな

って頑張ってきたのか、それをのけものにして自分たちで勝手に走って、買います

けん、どぎゃんですかということではいかんとだろうという思いがします。 

それからもう１つは、本当に今これをせなんとかと、計画も何もできていないの

に、せなんとかなという疑問がありましたので、そこら辺を少し教えていただきた

いと思います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。山﨑福祉部長。 

［山﨑寿雄 福祉部長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部長 

永田議員のご質疑の、保健所跡地を購入する前になぜ補正予算なのかという部分

について、お答えをいたします。 

先ほどご質疑・ご質問のありました、立山議員へのご回答と若干かぶる部分もご

ざいますが、そちらのほうは容赦をお願いしたいと思います。 

今回の保健所跡地につきましては、県からの取得要望の打診を受け、その利活用

について市内部で検討をしてきたところでございますが、一般会計予算に上程する

には、関係機関との調整を含め、もう少し時間を要することから、土地開発基金の

用途の詳細が未確定であっても、近い将来、事業に供すると見込まれる場合、その

土地の確保に使用可能であるという性質を生かし、基金を活用しての取得を予定し

ているものでございます。 

また、土地取得後の維持管理費につきましては、基金の性格上、支出ができない

ものでございますから、土地取得後に係る防犯上の観点から、警備費用等の維持管

理費を補正予算にお願いしたところでございます。 

なお、予算の執行につきましては、土地開発基金による土地の取得後の11月から

を予定をしております。 

今後の保健所跡地の利活用につきましては、福祉会館機能に加え、市役所本庁と

山鹿健康福祉センターで、今機能を分散をしております長寿支援課を統合し、高齢
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者福祉・介護予防の拠点として整備をしてまいりたいと考えております。 

市内中心部にあるこの土地は、交通の利便性もよく、多くの皆様が利用しやすい

場所でございます。また、医療センターとも隣接しており、医療と福祉の連携強化

が図られ、本市のこれからの福祉行政を推進する上で、なくてはならない土地であ

ると考えております。 

今回、その説明のあり方など、多くのご指摘を受けてきたところでございます。

ご指摘を真摯に受けとめ、改めてお詫びを申し上げます。 

今後は、将来にわたって、山鹿市民が生きがいを持って、安心して暮らし続けら

れるための施設の一つとして、丁寧にご説明をしながら、整備をしてまいりたいと

考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［20番 永田紘二 議員 登壇］ 

○永田紘二 議員 

質疑の答弁につきましては、もう立山大二朗議員の一般質問の中身と全く同じで、

内容も十分理解をします。ただ、やっぱり一般質問じゃないですから、質問はしま

せんけど、何でそういうことであれば、土地取得の議案として提案せんだったのか

なと、それだけのことで本当にやるのであれば。そして、その活用として土地開発

基金を使うということなら、また違って、土地開発基金があるから、これで俺たち

が買うという話ではいけないのではないかなという気持ちでおります。 

続きまして、一般質問、歴史と文化のまち山鹿についてお伺いをしていきたいと

思います。まず、１回目であります。私は、山鹿はどぎゃんまちかいと聞かれたと

きに、田園都市ですよと、自然豊かなまちですよと。それから、温泉のまちですよ

と。それから、歴史と文化の非常に多いまちですよとお話をします。機会あるごと

に、山鹿は歴史・文化のまちであるという発信があちこちから出されているのも事

実であると思います。チブサン古墳や八千代座、さくら湯、方保田東原遺跡、鞠智

城などは、よく話題にもなって知られていますが、山鹿にはまだたくさんの文化財

があると思いますが、どれくらいあるのか。また、文化財の保護、管理、啓発、活

用についてお伺いをしていきたいと思いますが、文化財の現状と活用と、文化財の

種類、内容、公開、普及、啓発等についてお尋ねをしたいと思います。よろしくお

願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 
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［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、文化財の現状と活用等について、お答えを申し上げます。 

本市には、国指定文化財が11件、国の登録文化財が３カ所、12件、県指定文化財

が19件、市指定文化財は159件ございます。県内でもトップクラスの件数でござい

ます。 

このうち、装飾古墳は、全国のほぼ１割に当たる63基を有しております。中でも、

チブサン古墳や鍋田横穴では一般へ公開をしており、多くの見学者からは好評を得

ております。 

八千代座は、平成の大修理により、 も隆盛を誇った大正12年当時の姿に復元を

され、設備等も充実をいたしました。その姿と、文化財としての価値は、高く評価

をされております。 

方保田東原遺跡は、弥生時代から古墳時代の集落遺跡として、県内でも突出をし

た規模をもち、青銅製の鏡など、貴重な遺物952点は、国の重要文化財に指定をさ

れております。 

一方、方保田東原遺跡公園の芝生広場では、地元保育園や小学校、関係団体の協

力により、ひまわりクイズラリーやランタンフェスティバルのイベントを開催する

など、市民の身近な遺跡として、その啓発にも当たっております。 

大和朝廷が築いた古代山城である鞠智城跡に関しましては、熊本県や菊池市と連

携をして普及啓発事業に取り組んでおります。城跡をめぐるクイズラリーや、山鹿

市立博物館・鞠智城の展示施設温故創生館、並びに菊池市の３カ所の会場での合同

展示は、その代表的な活動でございます。 

特に、今年度からは、子供たちの郷土愛と誇りを育む事業の一環といたしまして、

小学６年生と中学２年生が各地の文化財や展示施設をめぐり、文化財の価値や意義

を現地で学び実感する古代史巡回バスの運行を開始をいたしました。 

このように、本市の多種・多彩な文化財は、市民の大切な財産として、保存・伝

承に努めながら、市民の郷土愛を育み、誇りにつながるよう、文化振興にかかわっ

ていただいている多くの関係者の皆様にも協力をいただきながら、さまざまな活用

を展開しているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［20番 永田紘二 議員 登壇］ 

○永田紘二 議員 
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今、いろんな活動についてお話をいただきました。大変だろうと思いますが、ま

た文化財が国の登録指定、それから県指定、市の指定も入れると、201件になりま

す。これの保全とか管理とか大変だと思いますが、それは後でまた触れますけれど

も、２回目の質問として、歴史と文化の中で、文化協会というのが山鹿にはあると

思いますし、話を聞くと、文化協会はあるけど、活動はばらばらたいという話であ

ります。そういう内容はどうなのか、文化協会がどういう仕事をやっていて、どう

いう会員で動いているのかというのをお尋ねしたいと思います。 

またもう１つ、例えば踊りだとか、地域の民俗活動だとか、そういった文化芸能

にも、活動している団体もたくさんあると思います。そこら辺もわかれば教えてい

ただきたいなと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、文化協会の現状と課題等について、お答えを申し上げます。 

山鹿市文化協会は、美術、文芸、芸能、音楽などの文化芸術団体で、山鹿、鹿北、

菊鹿及び鹿本の４つの地区の協会で活動をされ、令和４年度の団体数は60団体、会

員数は611名でございます。 

主な活動といたしましては、毎年10月末に開催をされております山鹿市芸術文化

祭、総合開会式では、４地区協会が一堂に会されて、合唱や郷土芸能、詩吟などの

芸能発表会が行われております。そのほか、機関誌「あかね雲」の発行、新春かる

た大会、姉妹都市の赤穂市との作品交流会などの活動を展開をされております。 

中でも、各団体の日ごろの練習の成果を発表される芸術文化祭は、９月から11月

にかけて各協会単位で開催をされており、山鹿協会では八千代座や温泉プラザ、市

民交流センターなどを会場に山鹿芸術文化祭を、また鹿北、菊鹿、鹿本協会では、

各地区の公民館や学校の体育館などで芸術文化祭が実施され、各会場ともにぎわい

を見せております。 

10年前、平成25年度の団体数は111団体、会員数は1382名で、令和元年度までは、

鹿央協会も活動をされておりましたが、解散されるなど、年々会員の高齢化が進み、

会員数と団体数が減少しており、会員の確保は喫緊の課題でございます。 

一方で、組織を強化し、文化芸術活動が活性化することを目的に、山鹿市文化協

会として統合する組織改編の話し合いも進行中だと伺っております。 

そのほか、雨乞い踊りや神楽などの地域の伝統文化を継承する民俗芸能団体は、

令和３年度には、19団体、365名で活動をされております。こちらも会員の高齢化
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や後継者不足が年々顕著となっております。 

引き続き、山鹿市文化協会に対しましては、芸術文化祭実施への協力、赤穂市と

の交流促進、生涯学習や公民館活動との連携推進などの分野で支援を行い、また民

俗芸能団体に対しましても、発表の機会を提供するなど、伝承活動を支援し、本市

地域文化の振興につなげてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［20番 永田紘二 議員 登壇］ 

○永田紘二 議員 

３回目の質問をしたいと思います。 

その前に、今の文化協会の活動なり、民俗芸能団体の活動なり、しっかり多岐に

わたって活動されております。ただ、後にも触れますけども、そういったものの行

政の窓口、取りまとめ役というとはどこなのかなというような疑問をちょっと持っ

ておりますし、３回目に先ほど来から市内に在住します多種多様な文化財、国・

県・市の史跡等200以上あるということであり、確かに山鹿の宝として伝え残して

いくことは大事なことだと思います。市民の誇りにつながるように、保全方策、活

用が必要であると思いますが、先日、永田壮拡議員が質問しましたとおり、山鹿灯

籠は全国的に発信をされていて、非常に山鹿の位置を出しております。ということ

は、これだけの文化財をやっぱり市外に発信する必要があるだろうと。ただ、発信

するためのその拠点がない。私は、やっぱり博物館があるんだから、博物館がよか

っじゃなかかなという気持ちはしますけれども、そういった中でも博物館の内容、

課題、今後の方向性等を少しお聞きをしたいと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、博物館の現状と課題、今後について、お答えを申し上げます。 

博物館は、本市の歴史遺産に関する資料や情報などを集積をし、市民一人一人の

学びと自己実現のための学習支援、山鹿の歴史文化や観光資源の魅力を広く発信す

る情報センターの機能を持ち、本市の歴史・文化の拠点としての役割を担っており

ます。 

山鹿市立博物館は、熊本博物館に次ぐ、県内２番目の施設として、昭和53年に県

北地域では初めての博物館として誕生し、菊池川流域で出土した考古資料を中心に
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展示しているほか、古代から近・現代に至る郷土の文化財、貴重な歴史資料を収蔵

保管し、あわせて公開いたしております。 

あわせて、博物館の位置する肥後古代の森歴史公園に所在をいたします、全国的

にも有名な史跡チブサン・オブサン古墳のガイダンス施設としての機能も有してお

ります。 

一方で、博物館の活動では、本市の文化に関する普及啓発を目的として開催をす

る、歴史や文化をテーマにした企画展示事業や、関連するワークショップイベント

のほか、年間を通じた活動では、講座や講演会、文化財の現地解説を開催するなど、

広く地域文化の振興に努めております。 

しかしながら、建設から44年が経ち、博物館に求められる役割も多種・多様化す

る一方で、施設の老朽化も進み、保管庫の面積不足のほか、バリアフリー化の遅れ

などの課題もございます。 

このため、これらの課題を整理することを目的に、今年度、博物館等整備方針調

査研究業務に着手をいたしております。この業務では、現状と課題を整理するほか、

博物館が果たすべき役割やあり方などについて、専門性を有する事業者からアドバ

イスもいただきながら、調査・研究を進めているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［20番 永田紘二 議員 登壇］ 

○永田紘二 議員 

では、４回目の質問をさせていただきます。 

歴史文化のまちやまがの今後の方向性について、市長にお伺いをしたいと思いま

す。 

先ほど来から、文化財の現状の活用、文化協会の現状と課題、それから拠点づく

りの必要性、博物館の整備等についてお伺いをしてきました。本市、山鹿の歴史と

文化は、保全管理するだけではなく、市民の皆さん方がしっかり理解をしていただ

いて、先ほどの山鹿灯籠の話じゃありませんけど、対外、市外に発信することによ

って、観光客の増加をすることは、結局、経済効果を高めるという非常に大事な財

産だと思います。 

少しだけ横道へ行きますが、方保田東原遺跡について、地元でありますから、少

し今までの流れと今の現状をおつなぎしながら、質問の内容に含めていきたいなと

思います。東原遺跡については、2.8ヘクタールの国指定でございました。ところ

が、平成26年だと思いますけども、11ヘクタールに広げました。そのときに、もう
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中身は経過は話しませんが、非常に地域の皆さん方にご迷惑をかけました。それか

ら、議員の皆さん方もご存じだと思いますけども、しゃばでは吉野ケ里遺跡と匹敵

する方保田東原遺跡という、一生懸命宣伝をします。現実はそうじゃないと思うん

ですね。荒れ畑の中に少し公園らしきものがあって、それは先ほどお話がありまし

たけど、いろんな地域の人が使っていただいております。それから、出土センター

が一つ建てられております。自慢の出土品は東原ではこぎゃん出たばいたと、900

なんぼとかいう表現がちょっと資料が出とるけど、それを全部一部屋にこづんでし

まって、本当の展示場はないという現状でありましたし、今でもあります。全然前

向きに進んでいないというのが現状かなと。そして、今でもあの公園があるがゆえ

に非常に困っておられる人たちもたくさんおられるというのもご理解をいただきた

いなと思います。 

また、博物館につきましても、先ほどいろいろ話は聞きましたけども、もう40何

年、50年たっとって、老朽化ばかり。ずうっと老朽化するけん、どぎゃんかせなん

という話をされてきました。サイクリングターミナルもあそこはなくなりました。

宿泊施設もなくなりました。あれだけ大きな空き地がある、博物館の横にあるわけ

ですから、少しは前向きに何か検討してきてよかつじゃなかかなと。全然前に進ん

どらんと。というのは、やっぱり行政がみずからこういうことをやりたいという戦

略を組んで、しっかり具体策、提案をして、実施すべきだと思います。 

また、これだけの文化財、保全活用、管理発信、文化活動等を、社会教育課の文

化係で担当しているというのはどういうこつかいなと。文化財の文化係かいという

ような気がするんですが、庁内には学芸員の資格を持った人が、今の担当部署以外

に５人も６人もおると、そういう人たちを集めて、やっぱりしっかり戦略を組める

ような担当部署というか、強化当たりが必要じゃないのかなと思います。その２点

をちょっと市長にお伺いしたいと思いますが、もう１点、通告はしておりませんけ

れども、少しだけお話をさせていただきます。 

実は、今回９月定例会があっておりますけれども、私が９人目であります。９人

の議員さんが、全員、教育委員会に関しての質問をされております。当然、僕が期

待するのは、教育委員の先生方も傍聴しとってもらうとよかったろうなという気が

しますけれども、結局、議員の皆さん方がそれぞれ教育行政に対して期待があって、

関心があるというあらわれだと思います。 

その中で、平成17年に１市４町が合併をしました。当然、学校統合の話が出ます。

学校規模適正化事業が始まりました。早もう15年ぐらいになると思いますし、小・

中学校適正化等協議会も設置をされました。その15年の間、１年間に１回もなかっ

たこともあるようなときもあると思いますが、第１次計画は平成20年から平成26年
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です。第２次計画が平成27年から平成31年になります。もう全部終わっとるわけで

すよね。もう５年も６年もなっとる。そして、八幡の問題については、まだ令和６

年まで延ばすという話であります。 

僕が言いたいのは、計画をして、計画どおり進まんけん、いろんな事情があった

かも知れんけども、膨大な費用はそのために発生したという理解をします。計画ど

おり、本当に一生懸命、行政がやっておれば、あやん30億円も40億円もふやして費

用を使わんでもよかったんじゃないかなというような気がします。 

だから、教育委員会の事業は非常に大変だと思います。５人の教育委員の先生方

も 終決裁を押さにゃんときは大変だと思いますが、教育委員会というのは独立行

政委員会なので、行政はあまり介入できんというようなことで、教育委員会でなけ

れば事業というのは絶対、指定をされてきましたけども、平成26年、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が告示されました。教育委員会

制度が大きく変わったんです。結局、教育委員長がなくなって、教育長制度になっ

た。それから、総合会議といいますか、結局、教育委員会の会議に首長が出れるよ

うになった。首長と一緒に教育大綱もつくっとるはずです。 

そういう中で、教育委員会でなければならない事業を外して、本来は市長部局で

やってもいいんじゃないかというような事業があるとするならば、今の教育委員会

の仕事が多すぎるけん、大変なのかなという気がします。少し集約してスリムにす

るというか、参考までに、博物館の話もちょっとしますけども、これは博物館友の

会が市長なり教育長に提言書を出しておられますね、令和３年４月ですけれども。

１つ目は、歴史的遺産を多く有する当市にふさわしい文化財保護及び活用の体制の

確立をしてくださいと。２つ目は、教育機関として博物館の独自性と機能性を充実

するために学芸員の複数を増設してくれと、博物館にもうちょっと人間を置いてく

れと。それから、３つ目には、非常に老朽化がしていると、早期建設が望まれると。

それから、４つ目に、国指定方保田東原遺跡の出土品を博物館に持ってきて展示で

きるようなスペースは要らんとだろかというような提言書が出ております。 

もう１つ、参考までに、先ほどの教育行政の法律の第23条です。これとこれはせ

んでもいいですよというのがあります。スポーツに関することの中で、学校におけ

る体育に関することは除く。だから、学校体育については教育委員会でせにゃいか

んよと、ほかのやつは市長部局でもいいですよという法律改正です。 

もう１つは、文化に関すること、文化財の保護に関することを除くということ。

だから、文化財の保護・保全は教育委員会だけども、活用は市長部局でもいいです

よという話であります。 

そういうことの中から、私が余談でお話しましたのは、教育委員会の質問をしま
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したので、やっぱり教育行政は非常に大変で、これだけ９人も質問してて、お願い

しているわけですから、本当に活動ができるような、本当に教育委員会でやらない

かんということに絞って、方向性を決めてもらえればなと思いますし、こども庁の

話が出ましたよね、さっきね。こども庁の話が出て、あれが出てくると、多分、幼

稚園と保育園の絡みが教育委員会でなくてもいいのではないかという話にもなると

思うので、そこら辺をひっくるめまして、市長、すみませんけど、答弁を。 

○服部香代 議長 

ただいまの質問の要旨、歴史と文化のまちづくりの今後の方向性ということでお

答えをいただいてよろしいでしょうか。 

○永田紘二 議員 

はい。私はそれでいい。ほかに何か話すことがあれば少し足してもらえればいい

なという気持ちでお任せします。 

○服部香代 議長 

それでは、答弁をお願いいたします。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

本市には、豊かな自然や良質の温泉、伝統工芸品の山鹿灯籠、豊前街道の歴史的

まちなみのほか、八千代座、装飾古墳、弥生時代の集落遺跡である方保田東原遺跡

に代表される優れた歴史文化など、ほかの自治体にないポテンシャルが数多く存在

し、これらはかけがえのない貴重な財産であります。これらを大切に継承するとと

もに、周知活動にも力を入れ、修学旅行や国内外の観光客の誘致につなげて、地域

の活性化を図ってまいります。 

私が目指す本市の将来ビジョンは山鹿創生の実現です。長い歴史に培われた伝統

文化や市民の気質等を礎に、活力あるふるさと山鹿を築いていくためには、短期、

中期、長期の戦略をもって進めていくことが重要でありますので、これを担う専門

的な人材の確保・育成と、実効性のある推進組織体制について、先ほど追加で質問

がございましたけども、そういった組織体制について、総合的に検討を進めてまい

ります。 

○服部香代 議長 

永田議員。 

［20番 永田紘二 議員 登壇］ 

○永田紘二 議員 

今、市長の答弁をいただきましたけども、市長が誕生されまして、総合戦略課を

設置をされました。そういうことで、前向きで職員が動いていけるような体制づく
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りを期待をして、一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、永田議員の質疑・一般質問は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による質疑・一般質問は全部終了いたしました。 

これにて、質疑・一般質問を終結いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 委員会付託 

○服部香代 議長 

日程第２、委員会付託を行います。 

議案第53号から議案第60号まで、認定第１号から認定第11号まで、陳情第２号に

ついては、付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後２時33分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１６日(金曜日) 
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令和４年（第３回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

令和４年９月16日（金曜日）午前10時開議 

第１ 議案第53号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第54号 山鹿市部落差別をなくす等人権を守る条例の一部を改正する条例 

議案第55号 山鹿市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例 

議案第56号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号） 

議案第58号 令和４年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第59号 工事請負契約の締結について 

議案第60号 財産の取得について 

認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第３号 令和３年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第４号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第５号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

認定第６号 令和３年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 令和３年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第８号 令和３年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 令和３年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第10号 令和３年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第11号 令和３年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

陳情第２号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書の提出に関する

陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

第１ 議案第53号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第54号 山鹿市部落差別をなくす等人権を守る条例の一部を改正する条例 

議案第55号 山鹿市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例 

議案第56号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号） 

議案第58号 令和４年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第59号 工事請負契約の締結について 

議案第60号 財産の取得について 

認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第３号 令和３年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第４号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定第５号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

認定第６号 令和３年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 令和３年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第８号 令和３年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 令和３年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第10号 令和３年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第11号 令和３年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

陳情第２号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書の提出に関する

陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

日程追加 

第２ 議員提出議案第４号 議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）

に対する附帯決議 
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第３ 議案第61号 工事請負契約の締結について 

議員提出議案第５号 山鹿市議会委員会条例の一部を改正する条例 

意見書案第３号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（19名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

欠席議員（１名） 

８番  山 下 誠 治 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

総務部首席審議員    池 田 淳 志 
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市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    山 﨑 寿 雄 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

建 設 部 長    松 尾 正 都 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    有 尾 壽 朗 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    野 満 ふみ子 

経 済 部 次 長    栗 原 昭 浩 

建 設 部 次 長    山 城 一 夫 

教 育 部 次 長    園 田 正 尚 

市民医療センター事務部次長     髙 山 英 雄 

財 務 課 長    迎 田 祐 樹 

鹿央市民センター長    高 森 智 重 

福 祉 援 護 課 長    原   幸 徳 

水 道 課 長    㓛 能 宇 治 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    森   英 州 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 議案第53号～議案第60号・認定第１号～認定第11号 

陳情第２号 

○服部香代 議長 

日程第１、各常任委員会に付託してありました議案第53号から議案第60号まで、

認定第１号から認定第11号まで、陳情第２号の全案件を議題といたします。 

各常任委員長の報告を求めます。冨丸建設経済常任委員長。 

［冨丸洋一郎 建設経済常任委員長 登壇］ 

○冨丸洋一郎 建設経済常任委員長 

おはようございます。 

建設経済常任委員会の報告を申し上げます。 

建設経済常任委員会を９月９日午前10時から、本庁５階、501会議室におきまし

て、委員全員出席、執行部に関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

議案審査に先立ち、２カ所の現地調査を行いました。 

最初に、平山地区土地改良施設維持管理適正化事業による改修工事されました白

銀堰、そして菊鹿町矢谷地区の瀬野川災害復旧工事の現地を調査し、担当職員から

詳しく説明を受けました。 

現地調査終了後、委員会を再開、初めに建設部所管の議案を、その後、経済部所

管の議案を慎重に審査いたしました。その結果につきまして、ご報告を申し上げま

す。 

議案第55号 山鹿市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定（中所管）、原案の

とおり認定すべきものと決しました。 

認定第４号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第６号 令和３年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 
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認定第７号 令和３年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第８号 令和３年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第９号 令和３年度山鹿市水道事業会計決算の認定について、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

認定第11号 令和３年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

以上、建設経済常任委員会の報告を終わります。 

○服部香代 議長 

小川市民福祉常任委員長。 

［小川榮二 市民福祉常任委員長 登壇］ 

○小川榮二 市民福祉常任委員長 

皆さん、おはようございます。 

市民福祉常任委員会から報告をいたします。 

初めに、８月２日から４日にかけて実施いたしました本委員会の行政視察につい

て、ご報告いたします。 

視察先は、秋田県横手市、秋田県秋田市の２カ所といたしました。 

まず、最初の視察先である横手市では、健康の駅推進事業を調査事項とし、視察

いたしました。 

健康の駅とは、地域住民の健康維持増進を目的とし、健康のための活動を行う施

設で、集まる人たちが自由に交流できる交流拠点のことでございます。全国で現在

19の市町村が、健康の駅推進機構により認証登録されております。 

横手市では、高齢化率が約40％であり、新規の要介護認定数を減少させ、元気な

高齢者をふやすことを目的とし、平成15年度より交流拠点「健康の駅」への検討を

開始し、現在、主に専門の運動指導員が常駐する大規模健康の駅が３カ所、小学校

や公民館を利用した専門指導員を派遣する地域密着型の中小規模健康の駅が91カ所

設置されているとのことでした。実際に、大規模健康の駅である、よこて東部トレ

ーニングセンターを訪問し、市民の皆さんが指導員の指導により、熱心にトレーニ

ングに励んでおられる姿を見ることができました。市民の健康維持・増進、とりわ

け高齢者の健康維持を図ることは、健康寿命の延伸、医療費等の削減につながり、

元気な地域づくりは、未来に希望が持てる社会への取り組みになると感じました。 

次に、２カ所目の秋田市では、高齢者にやさしい都市「エイジフレンドリーシテ

ィ」について研修いたしました。 
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秋田県は、高齢化率が全国１位であり、秋田市では高齢化をプラスに捉えた新し

い社会づくりとして取り組まれており、ＷＨＯエイジフレンドリーシティグローバ

ルネットワークにより承認された第１号の自治体として、新しい社会モデルとして

発信されております。 

具体的な取り組み例として、65歳以上の高齢者は１回100円で路線バスに乗車で

きる高齢者コインバス事業、また秋田市と連携して民間サイドから高齢者にやさし

い地域社会づくりを促進するとともに、生涯現役社会の推進や、超高齢社会をチャ

ンスと捉えた新しいビジネス創出を目指すエイジフレンドリーパートナー事業、さ

らに市の事業内容や市民主体のコミュニティー活動情報の発信等を行う普及啓発事

業など、ほかにも地域一丸となってさまざまな事業が行われておりました。 

高齢になっても社会の支え手として活躍し、支えが必要になってもその人らしく

生き生きと暮らすことができる高齢者にやさしい都市の実現に向けて行動されてお

ります。高齢者の健康と福祉の増進は、本市でも取り組んでおりますが、秋田市は

市民と行政の連携を取りながら、体系的に進めていると感じ、大変有意義な研修と

なりました。 

以上で、市民福祉常任委員会の行政視察の成果につきまして、報告を終わります。 

次に、本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案２件、認

定５件及び陳情１件であります。 

去る９月12日午前10時から、501会議室におきまして、委員全員出席、執行部に

関係職員の出席を求め、委員会を開催し、議案審査に先立ち、山鹿保健所跡地を現

地調査し、担当職員から詳しい説明を受けました。 

帰庁後、委員会を再開、初めに市民部所管の議案を、その後、福祉部及び市民医

療センター所管の議案を慎重に審査いたしましたので、その結果についてご報告い

たします。 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）中所管、委員より、

山鹿の未来を担う子どもの応援事業につきましては、執行部より、子育て世帯への

負担減少及び副次的に地域経済の活性化を目的としているとの説明があったが、ク

ーポンの利便性や子育て関連外の利用が懸念されるため、子ども応援事業は子ども

の応援という思いが伝わらない支出に関して、賛成できないとの反対討論があり、

挙手採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

その後、山鹿の未来を担う子ども応援事業に対し、市民の意見を十分に反映した

支給方法の切りかえを趣旨とした附帯決議が提案され、採決の結果、全会一致で附

帯決議を付することに決しました。 

議案第58号 令和４年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案
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のとおり可決すべきものと決しました。 

認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第２号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第３号 令和３年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第５号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第10号 令和３年度山鹿市病院事業会計決算の認定について、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

陳情第２号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書の提出に関する

陳情書、挙手採決の結果、本案のとおり採択すべきものと決しました。 

以上、市民福祉常任委員会の報告を終わります。 

○服部香代 議長 

勢田総務文教常任委員長。 

［勢田昭一 総務文教常任委員長 登壇］ 

○勢田昭一 総務文教常任委員長 

皆様、おはようございます。 

総務文教常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において当委員会に付託された案件は、議案６件、認定１件であります。 

去る９月13日午前10時から、501会議室において、委員全員出席、執行部に関係

職員の出席を求め委員会を開催いたしました。 

議案審査に先立ち、山鹿消防署東分署庁舎建設等工事予定地を現地調査し、担当

者から工事及び施設の概要説明を受けました。 

帰庁後、委員会を再開、初めに教育部所管の議案を、その後、総務部及び消防本

部所管の議案を慎重に審査いたしました。 

その結果について、ご報告をいたします。 

議案第53号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第54号 山鹿市部落差別をなくす等人権を守る条例の一部を改正する条例、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第56号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

議案第59号 工事請負契約の締結について、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

議案第60号 財産の取得について、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員より、

小中学校で行われているフッ化物洗口について、安全性が懸念されるため、教育費

のフッ化物洗口に関する支出には賛成できないとの反対討論があり、挙手採決の結

果、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

以上で、総務文教常任委員会からの報告を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論の通告があっておりますので、順次、発言を許

します。芋生よしや議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

私は、議案第57号 令和４年度一般会計補正予算には、個人番号カード受付事務

を行う費用が入っております。約273万7000円となっています。マイナンバーは税

や保険料などの徴収強化、給付抑制を狙って導入されたものです。マイナンバーカ

ードの取得は任意であるにもかかわらず、政府は今年度末までにほぼ全ての国民に

カードを取得させる目標を掲げ、ポイント付与などのＣＭ、コマーシャル攻勢をか

け、それでも取得が進まないと未取得者１人ずつに交付申請書を送りつけ、さらに

多額の予算を組んで促進させようとしています。 

そんな中、13日に総務省がマイナンバーカード取得者に付与するマイナポイント

は１回しか申し込めないのに、複数回申し込んだケースが506件確認され、このう

ち350件で上限額を超えるポイントが付与されていたと発表しました。総務省は間

違って付与されたポイントの取り消しなどを行うとしています。市区町村の事務処

理ミスでカード内の新旧の電子証明書の情報が正しくひもづけられなかったことや、
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システム改修の不備などが原因とみられています。これは新聞赤旗の15日付の記事

でした。このようなミスがまだ起きる状態です。 

そして、なぜ普及が進まないのか、内閣府が2018年の世論調査で取得しないとし

た理由、これは複数回答ですが、それを尋ねたところ、必要性が感じられないが

58％と最多、身分証明書はほかにもある42％、個人情報の漏えいが心配27％、紛失

や盗難が心配25％と続いています。カードの魅力が乏しい上、情報の流出に不安を

感じる状況がうかがえます。 

私も2022年３月議会一般質問でも述べてきました。1.8兆円も使うマイナポイン

トについてもスマホが使えない人はもらえない。キャッシュレスが使えるお店がな

いと使えない。コロナ対策としていたのに生活保護世帯は健康保険に入っていない

のでポイントはもらえない。こういったことを述べてきました。そのときに、山鹿

市でも健康保険証として使えるようになるためには、まだまだ整備が必要だという

ことを答弁としていただいております。 

ことし８月の交付率は47.0％、交付開始から６年半を経ても普及率が５割に満た

ないのは、国民の意識は今も先ほど述べた不安要件、その意識は今もさほど変わっ

ていないことのあらわれではないでしょうか。普及を図りたいのであれば、カード

の必要性と情報管理体制に関して説明を尽くし、より多くの国民に納得してもらう

ことが何よりも求められます。また、政府が進めようとしているデジタル化のため

に、住民の個人情報を提供することになる自治体の果たす役割は極めて大きいと思

います。 

これらのことから、住民が不安に思い、取得が進まない事業に対し、自治体は事

業を進めるべきではないと考え、反対いたします。 

次に、認定第１号 令和３年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について、昨

年の決算認定では、日本弁護士会が市民団体から人権救済申し立てがなされたこと

を契機として、化学物質は水俣病などの健康被害を生み出し、多種多様な化学物質

が環境中に拡散し、化学物質過敏症も増大しているなどとして、集団フッ素洗口・

塗布の中止を求める意見書を出していることを紹介しておりました。今回は、別な

事案を紹介いたします。 

令和２年５月、鹿児島県鹿屋市細山田小学校で、洗口液濃度４倍で児童がうがい

をしました。誤って、通常用いるよりも高い濃度の洗口液を使用したことに気づき、

フッ化物洗口を中断し、体調の確認などを行ったが、家庭で体調不良が続くなどの

状態があったら学校へご相談くださいとする学校長名での謝罪文が５月22日で出さ

れました。また、日本口腔衛生学会は、現在のコロナ問題が片づくまで、集団フッ

化洗口は感染リスクがあるため行うべきではないとの声明を発してします。 
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国会での、希釈等を教職員や非正規事務職員が行っていることについてどう考え

るかとの質問で、フッ化物洗口ガイドラインでは、集団応用の場合の薬剤管理は歯

科医師の指導のもと、歯科医師あるいは薬剤師が薬剤の処方、調剤、計量を行い、

施設において厳重に管理する。フッ化物洗口を実施する場合には、本人あるいは保

護者に対して具体的方法、期待される効果、安全性について、十分説明をした後、

同意を得て行うとされております。 

教職員が薬剤の処方、調剤、計量を行い、施設において管理している現実は、ガ

イドラインに違反しているとの見解が示されています。さらに、平成31年４月２日

に厚生労働省医薬生活衛生局総務課長発、都道府県衛生主管部長宛、調剤業務のあ

り方についての文書が発せられています。内容には、調剤師以外が販売または授与

の目的で調剤してはならない。薬剤師以外の者が実施するときは、薬剤師の目が現

実に届く限度の場所で実施されることとあります。これを踏まえ、北海道名寄保健

所は、令和元年12月19日付で、医師、歯科医師、薬剤師会宛に、無資格者の調剤行

為を戒める通達を発しております。こんな状況がある中で、問題点、効果などを考

えると、学校で集団での洗口を行うべきではないと考え、この支出に反対をいたし

ます。 

次に、認定第２号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてです。市長も答弁いただいたように、全国知事会、全国市長会などは、

加入者の所得が低い国保が他の医療保険よりも保険料が高く、負担が限界になって

いることを国保の構造問題だとして、これを解決するために公費投入、国庫負担を

ふやし、国保税を引き下げることを国に要望し続けています。所得がなくて国保税

を滞納した人が、保険証を取り上げられたり、なけなしの預貯金や家財道具を差し

押さえられたりする事態が広がり、大きな社会問題となっています。失業や病気、

事業の不振などで、国保税が払えなくなった加入者に行政が追い打ちをかけ、さら

なる貧困にたたき落とすようなことがあってはなりません。 

私たち日本共産党は、住民の命と健康、公的医療保険制度を守るため、高すぎる

国保税を抜本的に引き下げ、持続可能な制度にする改革案を提出をしております。

国保が都道府県化にされても、地方自治の本旨、自治体の条例制定権を定めた憲法

のもと、自治体が独自の公費繰り入れを続けることは可能です。国保が都道府県化

されても、自治体が繰り入れをして、高すぎる国保税の引き下げをすることを求め、

反対いたします。 

認定第３号 令和３年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてです。80歳でまだ現役で働いて社会貢献もしているが、８月から医療費が３割

になった。これでは病院に行けなくなると、電話で訴えられました。市のほうにも
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問い合わせてみますと、その方は現役並み所得になったためだとのことでした。 

後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的

に囲い込んで、負担増と差別医療を押しつける悪法です。2008年の制度導入以来、

７回にわたる保険料値上げが実施され、高齢者の生活を圧迫する重大要因となって

います。しかも、自公政権はこの間、2008年度にこの制度がスタートした際に導入

した保険料の軽減措置も打ち切り、低所得者への大幅な保険料引き上げを強行しま

した。 

75歳以上の後期高齢者医療制度の窓口負担は、制度の開始以来、１割が原則でし

た。収入が限られ、病気やケガの頻度が多い高齢者にとって、１割負担も決して軽

くはありません。高齢者の医療費に占める国庫負担分は、老人保健制度が始まった

1983年の45％から35％に減少しました。公費負担を減らすため、75歳以上を無理や

り一つの独立した制度に押し込んだ、年齢で差別する後期高齢者医療制度の害悪は

明白です。国庫負担を45％に戻し、国として公的役割を果たすべきだと考えて、反

対をいたします。 

最後に、認定第５号 令和３年度山鹿市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてです。今回、2021年から2023年の第８期、これは5560円から6380円、基準料

でいきますと820円の値上げが行われました。私は、この値上げは認められないと

反対しておりました。 

21年間で保険料は２倍以上となりました。値上げは、年金生活者にとって致命的

という高齢者から声が寄せられています。65歳以上保険料は、年金からいや応なし

に引き落とされるのが介護保険料です。コロナの影響を受けて、高齢者はさらに息

をつめて暮らしています。介護保険制度の矛盾が深刻となっています。国の制度改

悪については、意見を上げていくとともに、市民の負担増としないことが必要です。 

高齢化の進む山鹿市です。コロナ禍の中で介護の現場では、利用者も職員も厳し

い現実にさらされ、閉所せざるを得なくなったところも出ています。地域での介護

体制の充実と介護保険税の負担軽減を図ることを求め、反対といたします。 

以上、議員の皆さんにともに市民の命と暮らし、なりわいを守る手立てを尽くす

ことへのご賛同をお願いし、私の反対討論とたします。 

○服部香代 議長 

次の通告順により、金光一誠議員の発言を許します。金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

おはようございます。 

議席番号10番、れいわ創造の金光一誠です。 
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議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）、予算書19ページ、

（款）３民生費、（目）１社会福祉総務費の管理経費について、反対討論をします。 

まず初めに、第２次山鹿市総合計画の後期５カ年の基本計画、それから３年間の

実施計画、いずれにも福祉会館建設についての記載は見当たりません。 

８月30日の全員協議会で、福祉部より、土地開発基金を活用した山鹿保健所跡地

の先行取得についての説明があり、保健所跡地の用地面積は2761.1平方メートル、

取得の目的は福祉会館建設のため、土地開発基金により先行取得、土地取得につい

ては令和２年11月に県より打診、今議会で保健所跡地の維持管理費41万4000円を計

上、福祉会館供用開始までのスケジュールの概要が説明され、議員のご理解をお願

いしますとのことでした。 

市が通常、土地を買う場合には、当然、計画書も含みますが、予算案を作成し、

議会の議決を経て、執行がなされます。土地開発基金の場合は、議会の議決を経な

いで先に土地を買収し、正式に事業化するとき初めて予算を議決し、基金より土地

を買い戻す手続きが行われます。このため、市民はもとより、議会にも見えにくい

形で基金が利用され、事業が正式に着手されるとき初めて明らかになります。また、

事業が計画どおりに予算化されれば、その予算で土地を買い戻すことができますが、

計画が甘い場合には利用される予定の土地が残り、損失が生じることになります。 

令和２年11月の山鹿保健所跡地の取得要望打診以来からこれまでの間、打診され

た土地の利活用について担当部が真剣に取り組んでいたなら、福祉会館の建設は別

とし、跡地利活用の青写真、あるいは基本構想が既に描けており、利用目的がはっ

きりしていたと残念で仕方ありません。描けていたなら、私たち議員の判断もスム

ーズに行うことができたのではないでしょうか。土地の取得の目的は、福祉会館建

設ということです。既存施設の老朽化対策や福祉関係の機能については、分散型よ

り統合型のほうが利便性がよいと納得はするところですが、福祉会館には長寿支援

課も移転させる説明で、庁舎建設の折、あれだけ検討して今の執行体制、各課の執

務体制が構築されたのではなかったでしょうか。 

将来的には必要なことでしょう。福祉会館建設自体に反対は毛頭ありません。建

設の要件がそろっているのであれば反対はしませんが、今回の予算計上は判断する

ための材料不足、そして議会軽視に尽きると思っており、負託を受けた市民の方へ

納得する説明もできません。 

反対の理由は、１つ目に、構想案ができていないことにあります。構想案もでき

ていないのに、ただ口頭での説明では理解できないこと、福祉会館にどのような機

能を持たせるかも定かではないこと、土地面積2761.1平方メートル、この土地の面

積で果たして福祉会館建設が本当にできるのか、福祉会館の利用は普通車だけの利
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用ではなく、利用目的によっては大型バスの乗り入れなど、余裕を持たせた駐車場

の確保も必要になってきます。また、各種機能を統合すれば、職員数や利用者数も

ふえ、ますます駐車場の確保が必要になります。単純に考えても狭すぎると思いま

す。 

福祉部長の説明では、駐車場が足りない場合は、地域医療センターや民間の駐車

場を借りることも視野に入れているということですが、常識では考えられません。

医療センターの駐車場はそんな余裕はありません。それから、面積を補うためには、

建物を上に積み増しするということですが、高齢者施設として理にかなっていませ

ん。 

２つ目に、庁舎やクリーンセンターなど、市の重要施設の建設については、検討

委員会を立ち上げ、慎重にこれまで検討されてきましたが、今回は市有地や既存施

設を含め、検討委員会などで慎重な議論がされていないこと、特に既存施設である

健康福祉センターについては、これまで市民が利用しており、敷地面積も保健所跡

地と比較すると大変広く、職員駐車場もあり、福祉会館建設に適している場所の一

つではないかと思っています。また、市が所有している土地を活用する場合、用地

を取得する経費も発生しません。お金の無駄遣い、つまり税金の無駄遣いではあり

ませんか。 

つけ加えて言いますと、土地の購入価格は4502万円ということですが、この価格

は構造物の取り壊しと相殺しての価格ですので、９月12日の委員会で示された取り

壊し費用が1600万円程度とありますので、土地購入の価格は約5652万円になります。

土地の売買については、土地の評価、建物がある場合は建物の評価を行った上、土

地鑑定書に基づき土地の売り渡しが行われますが、今回は土地の総価格から協議に

より相殺された建物の取り壊し費用を差し引いた額が土地の販売価格になります。

委員会で示された取り壊し費用の1600万円程度についても積算した額なのか、見積

もりでの金額なのか、何一つ詳細な説明がありませんので、疑問を持つところです。 

また、土地開発基金での先行取得、先ほども言いましたが、正式に事業化すると

き予算が議決され、土地を買い戻します。今回は、建物と相殺してありますので、

当然、買い戻してからの建物の取り壊しになると思いますので、管理経費について

も一般財源の投入ができるのか、この辺を非常に疑問に思うところです 

用地取得については、県との売買を間近に控え、福祉会館建設という大義名分の

もと、苦肉な手法に思えてなりません。再度言いますが、保健所跡地は福祉会館建

設予定地としての必要面積の確保ができないと思っております。改めて、詳細な資

料を提案し、説明することが必要なことで、このことが誰もが望む福祉会館建設に

つながるのではないでしょうか。今の段階では時期尚早です。議案第57号、民生費



－ 169 － 

の管理経費41万4000円については、現状を考査しますと反対する以外にはありませ

ん。 

以上で、反対討論を終わります。 

○服部香代 議長 

次の通告順により、原芳郎議員の発言を許します。原議員。 

［４番 原芳郎 議員 登壇］ 

○原芳郎 議員 

おはようございます。 

議席番号４番、れいわ創造の原芳郎です。 

討論通告により、議案第57号について、反対討論を行います。 

先ほど小川委員長から報告があったとおり、所管委員会で可決されてはおります

が、今回の件につきましては真摯に受けとめ、討論をさせていただきます。 

議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）、（款）３民生費、

（項）３児童福祉費、（目）２児童家庭支援費、山鹿の未来を担う子ども応援事業

2億4100万円については、コロナ禍における物価高騰等の影響を受けている子育て

世帯への緊急的な生活支援の一環として、子供約7500人に１人３万円分の商品券を

配付するものであります。先に述べたように、コロナ禍による物価高騰等の影響を

受けている子育て世帯への緊急的な生活支援だとは認識しておりますが、子育て世

帯以外の方々にもコロナ禍による物価高騰等の影響を受けている市民の方々への支

援策も必要だと考えているところです。 

例えば、18歳以下の子育て世帯には、保育料や給食費、学級費等に使えるように

現金にするとか、燃油・物価高騰等で影響を受けている農業、商業、工業、また今

年度、灯籠まつりの中止で影響を受けられた観光業の方々への支援策も必要だった

のではないでしょうか。定住促進、人口減少対策に力を入れている本市にとって、

余りにも単発な施策に感じております。令和２年６月から令和３年３月までの期間、

給食費無償化がなされましたけれども、そのときのほうが保護者の方々は記憶に残

り、助かられたように感じております。もちろん私も保護者として大変助かったこ

とが記憶に残っております。 

また、農業や商工業の方々は、コロナ禍の中、燃油・物価高騰等の影響を受けな

がらも、必死に事業を継続され、汗水垂らして頑張っておられます。国や県の動向

を見ながらでは間に合わない状況にあるのが今です。財政調整基金を財源として活

用するのであれば、市民の目線に立ち、子供たちから高齢者までが支援を得られる

ような対策、本市の経済を支えておられる農業、商業、工業の方々への支援策、そ

して中長期的な支援策が必要だと考えております。 
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なんさま、山鹿市全体ば見てください。みんなを見てください。今からの山鹿市

を見てください。みんな仲間です。互いに助け合い、そしてともに成長していくた

めに、議案第57号、民生費、児童家庭支援費、山鹿の未来を担う子ども応援事業２

億4000万円について反対をいたします。 

これで、反対討論を終わります。 

○服部香代 議長 

次の通告順により、豊田新二郎議員の発言を許します。豊田議員。 

［７番 豊田新二郎 議員 登壇］ 

○豊田新二郎 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号７番、清風やまが、豊田新二郎です。 

私は、議案第57号について、賛成の立場から討論させていただきます。 

私は、９月12日の市民福祉常任委員会でのやり取りを踏まえ、その後、執行部に

聞き取りした内容をもとに意見を述べさせていただきます。 

まず、管理経費の補正額41万4000円につきましては、その前提に山鹿保健所跡地

の土地開発基金による購入がございます。保健所跡地はバス路線に面しており、市

民にとって非常に利用しやすい場所です。また、隣には市民医療センターがあり、

医療との連携の可能性が広がるなど、好条件の土地であると思います。面積につき

ましては、私自身、若干不安に感じておりましたが、執行部からの説明により、他

の施設との併用により解決できるとお聞きをし、安心しました。また、市が購入し

なければ、民間の手に渡る可能性も高いと考えられますので、山鹿市の今後の福祉

行政の充実を見据えた上で、ぜひ先行取得すべき土地であると考えます。 

また、執行部から、整備予定の新たな施設は、高齢者福祉、介護予防の拠点とし

て整備し、福祉と医療の連携強化に取り組むとの説明がありました。超高齢化社会

を迎え、健康寿命の延伸は待ったなしに取り組むべき課題であります。市民医療セ

ンターも隣にあり、福祉と医療の連携強化にも大きく期待が膨らみますので、執行

部からの説明内容は十分理解できるものです。 

さらに、山鹿健康福祉センターや山鹿老人福祉センターは駐車場が狭くて少ない、

避難所になっている山鹿市民交流センターには畳の部屋が少なくて使いにくいとい

った声をよく耳にします。山鹿健康福祉センターに確認したところ、現在の駐車台

数は130台程度、うち公用車、職員の駐車台数を除いた来庁者の駐車台数は20台程

度とのことでした。新たな施設の説明では、来庁者の駐車台数として60台程度を確

保でき、高齢者と身体的弱者に配慮した、避難所としての活用も考慮したいとのこ

とでしたので、安心したところです。 
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今回の説明の時期につきましては、私も不適切であったと思いますが、開会日の

全員協議会の場、一般質問での答弁の際に、執行部からの真摯に反省し、今後は丁

寧に進めると説明があっております。私としましても、議会からの苦言は、言うな

れば市民からの苦言であると、真摯に受けとめていただき、今後は丁寧に説明して

いただくことを改めて要望するものです。これらの点から、土地開発基金による保

健所跡地の先行取得は理解できるものですし、それに付随する管理経費の補正予算

については必要であると考えます。 

次に、山鹿の未来を担う子ども応援事業についてです。新型コロナウイルスの影

響や物価高騰による家計への負担増は、全市民が強いられている状況にあると、私

自身も感じているところです。また、市民の税金とも言える一般財源を原資として

いることから、本来であれば広く市民にその恩恵が行き渡るべきとも考えます。た

だ、執行部から今回の事業は子育て支援として、以前から独自に取り組んでいる18

歳までの子ども医療助成や、１歳までのおむつやミルクの購入助成などの延長上に

あり、今後さらに子育て支援に力を入れていく姿勢が示されています。 

また、山鹿の未来を担う子どもとその世帯を応援するという家計支援に加え、地

域経済を刺激するという２次的効果も期待しているとの説明もありました。私のほ

うにも地元の自営業者や事業主さんの多くから、売り上げの落ち込みを憂う声が聞

こえております。今回の山鹿の未来を担う子ども応援事業が商品券をメーンとする

ことについては、やはり地域経済の冷え込みを考えた場合に、先行事業であるプレ

ミアム商品券に２段ロケットの役割を果たし、推進力を上げていくという作用も大

いに期待できるものと考えます。 

子育て世帯だけがメリットを享受して終わるのではなく、子育て世帯から使い勝

手が悪いなどのご意見が出ることも想定される中、山鹿市にお店を構える事業所、

またここで働く人たちにもその効果を行き渡らせると考えるのは、一定の予算で最

大の効果を目指さなければならない自治体の責務に合致するものと考えます。 

また、長期的視点に立てば、この取り組みや姿勢が知れるところになり、市外か

らの子育て世帯や出産を控えた人たちを呼び込むきっかけにも成り得るのではない

でしょうか。 

したがいまして、今回の補正予算は適切なものであると考え、原案のとおり賛成

いたします。以上です。 

○服部香代 議長 

これをもちまして、通告による討論は全て終了いたしました。 

ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 
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○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより、採決を行います。 

議案第53号から議案第56号までの４案件を一括採決いたします。 

議案第53号から議案第56号までの４案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、４案件は原案のとおり可決することに決しまし

た。 

次に、議案第57号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第58号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第59号及び議案第60号の２案件を一括採決いたします。 

議案第59号及び議案第60号の２案件に対する委員長報告は可決であります。委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、２案件は原案のとおり可決することに決しまし

た。 

次に、認定第１号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第２号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 
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［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第３号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第４号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第５号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

次に、認定第６号から認定第11号までの６案件を一括採決いたします。 

認定第６号から認定第11号までの６案件に対する委員長報告は認定であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、６案件は原案のとおり認定することに決しまし

た。 

次に、陳情第２号に対する委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり採択することに決しました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前11時00分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時06分 開議 
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○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ただいま、議案第57号に対する附帯決議案１件、議案１件、議員提出議案１件、

意見書案１件が提出されました。 

お諮りいたします。この際、附帯決議案１件、議案１件、議員提出議案１件、意

見書案１件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、附帯決議案１件、議案１件、議員提出議案１件、

意見書案１件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 議員提出議案第４号 

○服部香代 議長 

日程第２、議員提出議案第４号 議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予

算（第３号）に対する附帯決議を議題といたします。 

提出者の説明を求めます。永田壮拡議員。 

［２番 永田壮拡 議員 登壇］ 

○永田壮拡 議員 

議員提出議案第４号 議案第57号 令和４年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）

に対する附帯決議ということで、タブレットに配付してありますとおり、会議規則

第14条第１項の規定により提出をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○服部香代 議長 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより採決をいたします。議員提出議案第４号 議案第57号 令和４年度山鹿

市一般会計補正予算（第３号）に対する附帯決議について、原案のとおり決するこ

とに賛成議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 
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○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 議案第61号 議員提出議案第５号 意見書案第３号 

○服部香代 議長 

日程第３、議案第61号 議員提出議案第５号 意見書案第３号を議題といたしま

す。 

提案理由の説明を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

議案第61号 工事請負契約の締結について、ご説明を申し上げます。 

本案は、旧城北小学校校舎等解体整備工事の請負契約について、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議

決を経る必要があり、提案をするものでございます。 

契約の目的は、旧城北小学校校舎等解体整備工事でございます。 

契約方法は、一般競争入札です。今回の、一般競争入札は２社が共同連携をして

工事を請け負う特定建設工事共同企業体、いわゆるＪＶ方式で、代表構成員、構成

員ともに、山鹿市内に主たる営業所、本店を有することを条件といたしております。 

契約の金額は２億1945万円、契約の相手方は谷口・松本建設工事共同企業体、代

表者は山鹿市鹿本町庄1096番地、株式会社谷口産業 山鹿営業所、営業所長 谷口

崇氏でございます。 

ページをおめくりください。 

工事の場所は山鹿市菊鹿町松尾地内、工事の概要は鉄筋コンクリート造３階建の

校舎、鉄骨造平家建の屋内運動場、その他の建築物及び工作物の解体撤去工事一式、

フェンス設置工事一式などでございます。 

工期は、本契約成立の翌日から令和５年３月22日まででございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

有働辰喜議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

議員提出議案第５号 山鹿市議会委員会条例の一部を改正する条例について議案

理由の説明を申し上げます。 

本案は、常任委員会として予算決算委員会を設置するため提案するものでありま
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す。 

新たに設置する予算決算委員会は、委員定数を20人、委員の任期は議員の任期に

よるとしております。 

附則といたしまして、この条例は公布の日以後、初めて招集される議会の定例会

の招集の日から施行するものです。 

以上、提案理由の説明を終わります。 

○服部香代 議長 

意見書案第３号について、提案理由の説明があれば、発言を求めます。小川榮二

議員。 

意 見 書 案 第 ３ 号 

令和４年９月16日提出 

 

シルバー人材センターに対する支援を求める意見書 

 

地方自治法第99条の規定による意見書を会議規則第14条第１項の規定により提

出する。 

 

提出者 

山鹿市議会議員 小 川 榮 二 

賛成者 

山鹿市議会議員 立 山 大二朗 

山鹿市議会議員 北 原 昭 三 

山鹿市議会議員 隈 部 賢 治 

山鹿市議会議員 永 田 壮 拡 

山鹿市議会議員 関 口 和 良 

 

山鹿市議会議長 服 部 香 代 様 

 

シルバー人材センター（以下「センター」という。）は、高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律に基づき設立された団体であり、高齢者の多様なニーズに対応

し、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することで、高齢者の社会参加を

促進し、生きがいの充実や健康の保持増進を図るとともに、地域社会の活性化、

医療費や介護費用の削減などに貢献しているところである。 

現在、センターでは、請負、委任に係る会員への配分金に消費税を含めて支払
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いを行い、仕入税額控除を行っている。一方、令和５年（2023年）10月に導入が

予定されている適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）においては、

免税事業者であるセンターの会員は、インボイスを発行することができないこと

から、センターは仕入税額控除が行えず、税負担が増大するという問題が発生す

る。公益事業を行うセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担のた

めの財源確保は困難である。 

人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められる中、健康維

持や社会参加に重きを置いて「生きがい就業」をしているセンターの会員に対し

て、形式的には個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用

することは、高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下を

もたらすことが懸念されると同時に、センターにとって新たな税負担は、その影

響が極めて大きく、まさに運営上の死活問題である。 

消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高1000万

円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入

しかないセンターの会員の手取り額を減少することなく、センターの安定的な事

業運営を可能にするために次の事項を強く要望する。 

記 

１．センターの特性及び社会的意義を十分に考慮し、センター会員への配分金に

ついてインボイス制度の適用を除外する等、センターの安定的な事業運営が可

能となる措置を講じること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和４年９月16日 

熊本県山鹿市議会  

衆 議 院 議 長   細 田 博 之 様 

参 議 院 議 長   尾 辻 秀 久 様 

内閣総理大臣   岸 田 文 雄 様 

総 務 大 臣   寺 田  稔  様 

財 務 大 臣   鈴 木 俊 一 様 

厚生労働大臣   加 藤 勝 信 様 

経済産業大臣   西 村 康 稔 様 
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○小川榮二 議員 

ありません。 

○服部香代 議長 

では、以上で提案理由の説明を終わります。 

ここで、議案審査のため、しばらく休憩いたします。 

午前11時14分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時29分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、ただ今議題となっております３案件について、質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。ただ今議題となっております３案件につきましては、会議規

則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決しました。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結します。 

これより採決を行います。議案第61号について、原案のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議員提出議案第５号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 
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起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、意見書案第３号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

閉 会 

○服部香代 議長 

これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。

よって、令和４年（第３回）山鹿市議会９月定例会を閉会いたします。 

午前11時31分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

       山 鹿 市 議 会 議 長   服 部 香 代 

 

 

 

       山 鹿 市 議 会 議 員   有 働 辰 喜 

 

 

 

       山 鹿 市 議 会 議 員   勢 田 昭 一 
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