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平成３０年第１回美祢市議会定例会会議録（その２） 

 

平成３０年３月１４日（水曜日） 

１．出席議員 

     １番   末 永 義 美     ２番   杉 山 武 志 

     ３番   戎 屋 昭 彦     ４番   猶 野 智 和 

     ５番   秋 枝 秀 稔     ６番   岡 山   隆 

     ７番   髙 木 法 生     ８番   三 好 睦 子 

     ９番   山 中 佳 子    １０番   岩 本 明 央 

        １２番   秋 山 哲 朗    １３番   徳 並 伍 朗 

    １４番   竹 岡 昌 治    １５番   安 冨 法 明 

    １６番   荒 山 光 広     

２．欠席議員   

１１番   下 井 克 己 

３．出席した事務局職員 

  議会事務局長  綿 谷 敦 朗    議会事務局長補佐  大 塚   享 

  議会事務局主任  篠 田 真 理 

４．説明のため出席した者の職氏名 

市    長  西 岡   晃  副 市 長  篠 田 洋 司 

市 長 公 室 長  石 田 淳 司  総 務 部 長  田 辺   剛 

総合政策部長  藤 澤 和 昭  市民福祉部長  大 野 義 昭 

建設農林部長  志 賀 雅 彦  観光商工部長  西 田 良 平 

総務部総務課長  佐々木 昭 治  総務部財政課長  竹 内 正 夫 

総合政策部地域振興課長  福 田 泰 嗣  市民福祉部高齢福祉課長  河 村 充 展 

観光商工部観光総務課長  荒 川 逸 男  観光商工部観光振興課長  早 田   忍 

教 育 長  岡 崎 堅 次  病院事業管理者  髙 橋 睦 夫 

上下水道事業管理者  波佐間   敏  美東総合支所長  東 城 泰 典 

秋芳総合支所長  鮎 川 弘 子  消 防 長  松 永   潤 

教育委員会事務局長  金 子   彰  病院事業局管理部長  安 村 芳 武 

病院事業局経営管理課長  古 屋 壮 之  上下水道局長  杉 原 功 一 
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総務部税務課長  池 田 正 義  市民福祉部地域福祉課長  内 藤 賢 治 

教育委員会事務局 
学校教育課長 

 長谷川   裕  農業委員会事務局長  安 永 一 男 

観 光 商 工 部 
世界ジオパーク推進課長補佐 

 神 田 高 宏     

５．付議事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 一般質問 

        １ 猶 野 智 和 

        ２ 秋 山 哲 朗 

        ３ 末 永 義 美 

        ４ 安 冨 法 明 

        ５ 秋 枝 秀 稔 

６．会議の次第は次のとおりである。 
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   午前１０時００分開議 

○議長（荒山光広君）  おはようございます。これより、本日の会議を開きます。 

 この際、御報告いたします。昨日開催されました総務民生委員会の審査過程にお

いて、議案第５１号新市基本計画の一部変更についての財政計画に誤りがありまし

た。執行部より正誤表が提出されましたので、本日机上に配付いたしております。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（綿谷敦朗君）  御報告いたします。 

 本日までに事務局から送付してございますものは、会議予定表及び一般質問順序

表でございます。 

 また、本日机上に配付してございますものは、議事日程表（第２号）、以上１件

でございます。御報告を終わります。 

○議長（荒山光広君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 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８０条の規定により、議長において、山中佳子議員、

岩本明央議員を指名いたします。 

 日程第２、一般質問を行います。 

 既に送付いたしております一般質問順序表に従いまして、順次、質問を許可いた

します。猶野智和議員。 

   〔猶野智和君 発言席に着く〕 

○４番（猶野智和君）  おはようございます。無会派の猶野智和でございます。一般

質問順序表に従いまして、質問をさせていただきます。至らぬところが多々あると

思いますが、何とぞ御容赦くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 まずは、美祢高等学校の跡地利用について質問させていただきます。 

 この件に関しましては、今までも何度となくこの一般質問の場で質問させていた

だいております。昨年の９月議会においても、質問をいたしました。そのときの質

問を改めて申しますと、美祢高等学校の跡地利用について、地域住民を初めとした

市民の意見や要望を聞く機会を設けるという話はどうなっているのか。 

 この件は、地元でも関心の高い問題でもあり、さまざまな考えや思いをお持ちの
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方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひともそのような機会を設けるよう

お願いしたいが、どのようにお考えかというものでした。 

 これに対し、「１０月上旬には市民の皆様からの御意見等をお伺いする機会を設

けます」と、執行部のほうから答弁をされたと記憶しております。 

 実際、昨年の１０月から年末にかけて、二度にわたり地元公民館において住民を

集めての座談会が開かれました。２回目の座談会では、西岡市長も参加されました。 

 以上が、今までの大まかな経緯となります。 

 つきましては、地元で行われた市民との座談会について、執行部のほうから御報

告いただければと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  猶野議員の御質問にお答えをいたします。 

 地元で行われた市民との座談会についてでございます。旧美祢高等学校は、美祢

青嶺高等学校に継承され、平成２７年３月末日に閉校となっております。 

 その跡地利用につきましては、猶野議員から昨年９月議会の一般質問において御

質問をいただいているところでございます。 

 その際、地域住民を初めとした市民の御意見や御要望をお伺いする機会について

の御質問を受け、昨年の１０月と１２月に秋吉公民館において２回の座談会を開催

したところでございます。 

 この座談会には、延べ４２人の出席者があり、私も先ほど猶野議員おっしゃいま

したとおり、１２月に開催した２回目の座談会に出席をいたしました。 

 この座談会におきまして頂戴いたしました利活用に関する主な御提言を申し上げ

ますと、まずは体育施設、土器や遺物の展示施設などの施設設置、またグランドゴ

ルフ場、自転車のサイクルエイドなどの交流の場としての施設整備や雇用の場とし

ての整備といった御提言をいただいたところでございます。 

 さらには、「市は経費をかけるべきではない。県に建物を撤去してもらい、更地

になった上で利活用案を考えるべき」といった御意見も、併せていただいたところ

でございます。 

 また、平成２９年７月に旧美祢高等学校跡地利用活用に関する庁内プロジェクト

チームを――チーム会議を設置し、これまでに３回庁内協議を重ねてまいりました

が、施設のほとんどが耐震性能が低い建物であるため、市が施設を整備し、利活用



- 5 - 

することは難しいといった意見でおおむねまとまったところであります。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  今御報告があった座談会を経て、美祢高等学校跡地に関する

今後の方針という形になると思います。そこで、地元の方々からいろいろ御意見を

実際聞かれて、私もそのとき隅のほうですけど、座って出席のほうをさせていただ

いておりまして、そのときに市長が少し個人的にもちょっと思いみたいなものを持

っているというのをちらりと言われたので、そこらあたりも……。そのときには明

確には言われませんでしたが、市の執行部としての今後の方針と、あと市長の個人

的に今後こういう展望で考えていると、そのあたりをお聞かせいただければと思い

ます。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  猶野議員の御質問にお答えをいたします。 

 今後の市の方針についてであります。市の方針といたしましては、座談会でも御

意見がありましたように、市がなるべく経費をかけない方法による利活用を考えて

いるところでございます。 

 また、施設の維持管理につきましては、昨年１１月に山口県知事に手渡しました

平成３０年度山口県予算等に対する要望書において、適正に維持管理を実施してい

ただきたい旨を記載し、直接お願いをしたところでございます。 

 今後、この跡地利用に関しましては、進展がございましたら市議会等で御報告し、

皆様の御意見を伺いながら進めてまいりたいというふうに思っております。 

 また、私個人的に思っているところはありますけれども、これにつきましては、

まだ市の内部でも調整図っておりませんので、今の段階では控えさせていただきた

いと思いますけれども、いろいろな市民の方の御意見を参考にしながら、進めてま

いりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  美祢高は閉校して時間がたってきて、人が出入りしない建物

というのは、あっという間に朽ちていきます。今は、中に入ろうにも鎖がして、出

入りもできないという形です。できればそのあたりを経過措置という形でも結構で
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すので、何かしら中が利用という形で、特にグラウンドですとか、そのあたりのこ

ととか、今後県と多分調整していく上で、やはりある程度今のお話ですと、また時

間かかっていくのだと思うんですが、それならば、その途中、経過措置として、何

かしらのものも考えてもいいのかなと思います。 

 一番いけないのが、あのグラウンドが草ぼうぼうになって、建物は幽霊屋敷にな

っていくというものですので、そのあたりをきちっとした管理をしながら、利用で

きるものは利用していく。 

 特に、一部緑の広場という奥の部分は、管理は市が持っていたという関係で、地

元の方がグランドゴルフなどをするために利用されるとも聞いておりますので、そ

のようなものに準ずるような形で、何かしらの経過措置みたいなものも、ちょっと

今後御検討いただければと思います。 

 なお、また今何か動きがあれば、すぐ御報告というのもありましたし、節目節目

に、またこの間開かれましたような会を、ぜひとも開いていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、秋吉台保全料の検討についてです。 

 ことしに入り、日本中に何度も厳しい寒波が襲来し、美祢市においても多くの積

雪がありました。秋吉台ではマイナス８度以下を記録し、水道管が破裂したお宅も

多かったかと思います。 

 しかし、２月後半になると天候も安定し、秋吉台山焼きは当初の予定日に無事開

催することができ、一方今月行われたＭｉｎｅ秋吉台ジオパークマラソン大会も、

例年になく穏やかな陽気に恵まれ、多くの参加者に楽しんでいただくことができま

した。 

 さて、秋吉台国定公園では、秋芳洞の入洞者だけではなく、秋吉台上を訪れ、観

光やハイキング、イベントを楽しむ入園者がたくさんいらっしゃいます。新年度に

おいても、観光部や観光協会等、多くの皆さんのおかげで幾つものイベントが計画

されており、秋吉台周辺地域における交流人口の増加が期待されるところです。 

 つきましては、秋吉台国定公園の来訪者数と周辺のトイレ整備やごみ処理等に伴

う維持管理費について、お尋ねいたします。 

○議長（荒山光広君）  西田観光商工部長。 

○観光商工部長（西田良平君）  それでは、猶野議員の御質問にお答えをいたします。 
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 現在、市で把握しております秋吉台国定公園の来訪者数は、平成２８年度では約

７１万人でございます。これは、秋芳洞、秋吉台、大正洞、景清洞の利用者数の合

計であります。また、これらに設置しておりますトイレは１８カ所あり、全て市が

管理しております。 

 これらの維持管理費につきましては、平成２８年度で申し上げますと、約１，

７００万円を支出しておりますが、この主なものはごみ処理やトイレ等の清掃委託

料が７３０万円、草刈り等の環境整備委託料が４２５万円となっております。 

 さらに、トイレの整備についてでございますが、老朽化の進んだトイレから順次

洋式トイレに改修を行っておりまして、平成２８年度は観光センターとエレベー

ター事務所横のトイレを、平成２９年度は秋芳洞案内所横のトイレを改修しており

ます。 

 また、平成３０年度では、展望台のトイレと黒谷事務所横のトイレの改修を予定

しておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  大変多くの方に来ていただいておると。７１万人ですから、

とても入洞者数よりもはるかに多く、そういう方がいらっしゃる。維持費に関しま

しても、２，０００万円近くの経費をかけているということでございます。 

 秋吉台国定公園の入園者は、秋芳洞の入洞者だけではなく、秋吉台上だけを利用

するという方も多く含まれています。そういう洞窟には入らない、秋吉台だけで十

分という方々も当然ですが、道路やトイレ、駐車場等の公共施設を使われます。 

そして、その施設整備を我が市が、先ほどのように負担しているということにな

ります。また、ごみや排気ガスの排出による環境への負荷もかかっています。 

 ここで指摘したいのは、秋芳洞の入洞者とは違い、秋吉台上だけを利用する方々

から、公園を利用したことによる対価を徴収する手段が現状ではないという点です。 

 これは、頑張って秋吉台上のイベントを開催しても、収入にはつながらず、地元

に落ちるのはトイレとごみだけというのも、あながち冗談ではないということです。 

 過去、秋芳洞に年間１００万人以上の入洞者があった時代でしたら、入洞料収入

と周辺の観光業収入だけで、秋吉台国定公園全体の管理と入園者へのホスト役とし

ての責任を果たすことも可能でした。しかし、入洞者数が５０万人という時代にな
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り、周辺観光業が衰退した現在では、その責任を果たすのが難しくなってきている

というのが現状ではないでしょうか。 

 美祢市が、世界ジオパークを目指そうとしている現在、わかりやすい看板標識、

きれいなトイレ、ジオパーク拠点施設等々、高い次元での整備が急務とされていま

す。 

 また、過疎が進む状況であっても、秋吉台山焼きや公園内の草刈り等の自然環境

を維持する活動も続けていかなければいけません。これ以上さらに入洞者数が減る

ようなことになれば、秋芳洞運営事業は単独赤字事業となるかもしれないというこ

とも、昔だったらほんと笑い話だと思いますが、今だとほんと冗談ではないという

ものになってきてると思います。 

 そもそも、国定公園の管理者は、市ではなく県です。山焼き事業を考えるときに

も感じましたが、秋吉台の管理について県と役割分担について真剣に考える時期に

来ていると思います。 

 また、それと同時に、秋芳洞収入以外の財源を確保することを考える時期にも来

ているのではないでしょうか。 

 さて、富士山保全協力金という制度があります。これは、美しい富士山を後世に

引き継ぐため、平成２５年度の試行を経て、平成２６年度より実施され始めた制度

です。富士山が入山料を徴収するようになったとニュースにも大きく取り上げられ

ていましたから、御存じの方も多いと思います。 

 金額は、基本登山者１人１，０００円、富士山の環境保全としてトイレの整備、

また登山者の安全対策として救護所整備等、協力金の使い道をはっきりとさせた上

での制度だそうです。 

 そこで、秋吉台でも使用目的をはっきりと明言した上で徴収する、新たな財源の

確保を検討されてはいかがかと提案したいと思います。 

 具体的には、カルストロードの再有料化による財源確保です。カルストロードは、

もともと有料道路としてつくられた道であり、現在も外部から道路に侵入しにくい

構造を維持しています。ゆえに、ハードとして最小限の投資で再有料化は可能だと

思われます。 

 もちろん、現在は生活道路として使われていますので、地域住民には無料通行を

保証する必要がありますが、料金所の機械化が進んでいる現在では、瀬戸大橋等を
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例に、そのあたりはクリアできるのではないかと考えます。 

 以上のことについてこの一つの提案も含め、新しい財源に関して市長のお考えを

お聞かせいただければと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  猶野議員の御質問にお答えをいたします。 

 カルストロードの再有料化という御提案をいただきました。 

 カルストロードは、県道２４２号秋吉台公園線、通称カルストロードは美東町赤

佐山交差点を起点とし、雄大な秋吉台上を通り、秋芳町秋吉の広谷交差点を終点と

する路線延長１３．１キロメートルの一般県道であります。 

 この道路は、当初、日本道路公団が秋吉台有料道路として昭和４５年１０月に供

用を開始し、平成２年７月には無料化をされ、管理が山口県に移管をされ、一般道

となったところでございます。 

 議員御指摘のとおり、全国の観光地においては、環境保全のために車両の入場規

制のほか、先ほどお話もございました富士山では入山料を徴収したり、別府市では

入湯税を宿泊料や飲食費に応じて引き上げる条例改正案が３月議会に提出されたと

の報道がありました。 

 今回、議員御提案のカルストロードの再有料化による秋吉台保全料の検討につき

ましては、秋吉台の環境保全のための目的税として、その基本的な考え方には私も

前向きに捉えているところでございます。 

 しかしながら、カルストロードは一般県道であり、山口県が所管する公有財産で

あります。 

 市といたしましては、今後、秋吉台の維持管理のあり方について、山口県と協議

し、その中でカルストロードの再有料化が可能かどうか、また、違う方法で市が秋

吉台保全のために地方税として何らかの賦課ができるのかどうかを検討してまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  今、御答弁いただいたように、いろいろ日本全国、ほかの観

光地はいろいろ工夫されております。 

 入場制限することによる観光地などは、途中に、手前で車を全部おろしてバスで
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しかもう中に入っていくことができない。 

 そういうような、あえて観光客にとっては規制ではあるんですが、それがまた観

光地としての価値を上げていっている。 

 また、その駐車場を運営するということでひとつのそこの自然保護とか、自然の

レンジャーの人たちの資金源になっている。 

 絶対に儲からないそういう事業をやるかわりに、必ず儲かるものを一緒に、両輪

につけてそういう事業をさせているという一つの考え方もあります。 

 どうしてもこの当地におけます秋吉台周辺になると、どうしてもここ長いスパン

で見ると入洞者数はどんどん減っていっている。最近、ジオパークの研修、ちょっ

と出席させていただきましたけれど、そこで感じたのは、やはりアジア、世界には

大きな洞窟がたくさんあって、なかなか洞窟だけではなかなか難しい、観光地とし

て生き残っていくのはなかなかアピール度は弱いなというとこは感じるんですが、

そこを考えると秋吉台を含めた何かしらのアプローチが現実的だと思うんですが、

でも、そこの肝心要の秋吉台を幾ら宣伝しても今の場合だと本当通過していくだけ

で、呼べば呼ぶほど何の意味があるのかというちょっとジレンマに陥いりかねない

ので、そこも含めて、今、構造的なものを考え直す時期に来ている。 

 特に、県との関連、もう一度言いますが山焼きの件もありますので、そのあたり

のお互いのやるべき役割分担の再編も含めて、ぜひともこのあたり……私が提案し

たものそのままというわけではなくて、今、市長がおっしゃったようにほかのやり

方もたくさんあると思いますので、いろいろな現実的なものを検討していただいて、

今の問題の本質はクリアしていくものでしたら何でもいいと思いますので。 

 それと、ちょっと話、それますが、今回の予算とか、いろいろずっと検討してい

る最中でありますけど、いろいろ住民のために新しくお金をかけるといいますか、

通学費もそうですし、今度中学校の医療費なんかも割と――かなり、福祉を充実さ

せていくという市長のお考えになっていると思うんですが、予算の中でどうしても

高福祉という形をとられているのはすごくわかるんですが、議員の立場とすると、

今度はその裏づけになる予算っていうか、財源は何だろうと、常に私は考えてしま

うところがありますので、その中の一つとして、やはり財源の確保というあたりも

常に念頭して入れていていただきたい。 

 その中の一つとして、観光に関してはこういう財源をつくっていくんだと、ほか
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のものに関しても産業の振興ですとか、そのあたりもぜひ市長が主導をとっていた

だいて、高福祉高負担になると市民が大変ですので、高福祉で高い税収があるとい

う、税収なり、そういうものがあるという仕組みに、今はちょっとそこが後半の部

分が見えないので、そこが多分、予算のあたりでみな心配するところでもあると思

いますので、ぜひとも最初の一歩として、この観光というのは投資をすれば効果が

一番出やすい、水物ではあるので、早く効果も出る分野だと思いますので、ぜひと

もよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  猶野議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 猶野議員、言われるとおり自主財源を確保していくというのは至上命題だという

ふうに認識をしております。 

 特に秋吉台の景観を守っていく、そしてまた今後、世界ジオパークを目指すに当

たりましても財源が大きく必要になってくるというふうに思っております。 

 この財源をいかに捻出していくかというところが非常に今後の課題であろうとい

うふうに思っております。 

 また、今、観光の専門家とお話をさせていただくと、グラウンドに例えると半周

ぐらい美祢市は最先端よりおくれているんじゃないかと、そこをショートカットし

て先端に持っていくには、大胆な政策が必要ですよというような御指摘をいただい

ております。 

 まさに今、猶野議員言われたとおり、例えば、観光のところを自然保護を特化し

て自主財源を設けるだとか、いろいろな方法があると思いますが、そういった特化

したものを今後考えて自主財源としてどう確保できるかというのを考えていきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  それでは続きまして、三つ目、秋吉台景観・施設整備基本計

画の策定についてです。 

 西岡市長におかれましては、本定例会の施政方針演説において、「観光のさらな

る振興を図るため、秋吉台景観・施設整備基本計画策定事業を実施し、秋吉台地域

において快適で魅力のある観光地づくりに向けた環境整備方針を定め、景観施設整
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備を主眼とした基本計画を策定します」と述べられました。 

 つきましては、このことについてこれからつくっていくものでありますので、形

はまだできていないと思いますが、基本的な考え方とか、そのあたりを詳しく――

もう少し詳しく教えていただければと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  猶野議員の御質問にお答えをいたします。 

 秋吉台景観・施設整備基本計画策定の目的は、第１次美祢市総合計画及び美祢市

観光振興計画を踏まえ、本市の観光拠点である秋吉台周辺地域における既存施設の

現状把握を行い、課題を抽出し、美祢市の観光振興における基本理念、「観光立市

をめざすおもてなしのまち～来訪者に感動を与える美祢ブランドの提供」に基づく

環境整備方針を定めるものであります。 

 内容につきましては、既存施設の見直しや再検討を行い、今後の魅力ある施設整

備に資する基本計画を策定し、施設整備の優先順位を定めるものでございます。 

 この中の重点課題といたしまして、秋吉台に来られるお客様が最初にごらんにな

る場所が秋芳洞バスターミナルを含む秋吉台観光交流センター周辺地域であること

から、観光地としてふさわしい景観整備の検討、ユニバーサルデザインに沿った案

内看板の整備、秋芳洞周辺道路の景観整備、秋芳洞内桟橋改修、各案内所、空き

家・廃屋等の対策を重点課題に挙げております。 

 このうち、空き家・廃屋等の対策につきましては、昨年、３月議会で下井議員の

一般質問の中で、秋吉台周辺の廃屋についての質問がございましたが、このときに

市では建設課が所管となり、国の法改正等を見据えつつ、条例化対策を練ってまい

りますと答弁をしております。 

 その後、平成２９年６月３０日に美祢市空家等対策の推進に関する条例を制定を

いたしました。 

 今後は、この条例に基づき、空き家対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 さきの施政方針演説で申し上げましたとおり、本市の観光資源は、教育や文化、

伝統と密接に関わっており、地方創生の起爆剤と言えるものであります。 

 このさらなる振興を図るため、秋吉台地域において快適で魅力ある観光地づくり

に向けた環境整備方針を定め、景観・施設整備を主眼とした基本計画を策定をした
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いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  今の御説明ですと、既存施設も現状把握をして、優先順位を

つけて、それらの再編整備をしていくと、看板も含めて施設の整備をしていくと。 

 当然、公共施設がまずあるとは思いますが、先ほどのお話の中ですと廃屋という

ことで、民間の建物も含むという計画ということだと思います。 

 特にやっぱりこの廃屋といいますか、この問題はやっぱり秋芳洞周辺、秋吉台周

辺にはやっぱり幾つも残念ながら存在して、どうにかしないといけないというのは、

皆が感じるところだと思います。 

 そこをうまくしてほしいと長年、やはりいろいろな議員がやはりここで質問を何

度となくしていると思いますが、もしこの基本計画でそこが動き出すということに

なれば、大変、喜ばしい事だと思っております。 

 隣の市の長門市さんが、あるホテルさんが廃業されたあとに素早く動かれて、そ

れが、今、大手のリゾート会社を引き入れることにもつながって、ひとつの今の動

きといいますか。向こうは向こうで大変なところもあると思いますが、それでもや

はり割と話題になるようなことが連続して起こっているということもありますので、

やはり、どうしても民間だけ、民間のことだから民間に任せとけっていうことにな

ると、やはりそういうギリギリのところだとどうしても幽霊屋敷化してしまう。 

 やっぱり一気にそうなる前にひとつ動かれた長門市さんというのは一つのいい例

にもなったと思いますので、そこも含めて今幾つもある、そういう秋芳洞、秋吉台

周辺の廃屋整備、それがまた整備され、きれいになっていけば、その空いたところ

にまた何かをつくろうと、そういう計画を立てることも可能だと思いますので。そ

こいくと、またそこでお金がかかるからっていうことで、またさっきの話にまた戻

って、全部つながっているといえばつながっていると思いますので、トータルでそ

ういうこの基本計画の中でも、財源のことも考えられてもいいのかなと思いますし、

そこも含めての計画、実際実行力を伴う計画にぜひともしていただければなと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に、美祢市地域公共交通網形成計画におけるバス路線見直しの予定

についてです。 
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 これに関しては、私、市民の方からちょっとお手紙をいただきまして、このこと

についてちょっとお悩みということなんで、御相談を受けたということで……。 

聞けば多分、市長のほうにもお話をされているようですので、市長も多分、同じ

内容をお聞きになっていると思います。 

 手紙の内容を簡単に言いますと、今、その方の地域にはあんもないと号、通称、

赤バスが今、走っているが、それがミニバスに今度切りかわっていくと。 

 やはりそこで大きなバスが走らなくなるわけですから、それに対する不安といい

ますか、今まで……バスが消えるという根本的な不安が多分根底にあるんだと思い

ますね。 

 学校の統廃合とかと、また似たような感覚なのかもしれません。あるものがなく

なっていくという不安感というのは、過疎を本当に実感する瞬間でもあると思いま

すので、そこにおいての不安をその文面の中から感じました。 

 今、それに関して担当課のほうでもその地域に関して何度となく説明会等開かれ

ているということではありますが、そこらを含めて、実際のまずそちらの動きをお

聞かせいただければと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  猶野議員の御質問にお答えをいたします。 

 本市では、平成２８年度に市民にとって利用しやすく、将来にわたり持続可能な

公共交通体系を構築するため、新たな公共交通政策のマスタープランとして美祢市

地域公共交通網形成計画を策定をいたしました。 

 また、平成２９年度はこの計画に定めた本市が目指すべき公共交通網の姿を具現

化するため、地域住民の皆様、各交通事業者、行政が協働・連携し、再編実施計画

の策定を進めているところであります。 

 議員の御質問は、公共交通の再編のうち、特にミニバス運行、今、言われた地域

を含めてですね――関する内容でございます。まずはミニバスの再編状況等を中心

にお答えをいたします。 

 本市のミニバス運行は、市内タクシー事業者と行政の協働により運行をしており

ます。現在は７区域、山中・堀越、豊田前・西厚保、川東・西分、美東地域北部、

南部、秋芳地域北部、南部で設置をしております。 

 ミニバスは予約型乗り合いタクシーであり、登録制により事前予約を要しますが、
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御自宅から、決められた病院・商業施設・公共施設等の目的地をドア・ツー・ドア

で送迎するものでございます。特に御高齢の方の通院・買い物等を中心に多くの方

に御利用をいただいているところであり、一部の区域を除き、運行日は土日祝日を

除く平日３日、料金は一乗車３００円としております。 

 このたびの再編実施において見直し等を行う区域は全体で５区域、再編・拡充

４区域、新設１区域であり、各対象地域の皆様と協議を重ね、段階的に再編を進め

てまいりたいと考えております。 

 平成３０年１０月に運行をスタートいたします秋芳地域北部と大嶺町奥分・於福

町上地域は昨年１月から地域の皆様との協議を重ね、一定の御理解をいただいてお

ります。 

 主な再編内容を申し上げますと、秋芳地域北部では現在、あんもないと号と一部

ミニバスにより運行をしておりますが、これを全域ミニバス運行に再編し、地域と

ＪＲ美祢駅方面、あるいは地域と秋芳町秋吉方面の拠点をつなぎます。 

 また、大嶺町奥分・於福町上の地域では、現在、石柱渓及び荒川周辺をあんもな

いと号が運行しておりますが、これを全域ミニバス運行に再編し、地域とＪＲ美祢

駅方面、あるいは地域と道の駅おふく周辺をつなぎます。 

 協議の際、いずれの地域においても最も議論となった内容は、御高齢の方の通

院・買い物等、日常生活の移動手段であります。 

 例を挙げますと、買い物等で多くの荷物がある場合、あるいは悪天候の場合など、

あんもないと号では最寄りのバス停までの移動が課題として上げられます。このこ

とは現在のあんもないと号の利用実態に顕著に表れているものであり、地域のニー

ズを踏まえ、適正な移動手段としてミニバスの運行により再編を進める方向となり

ました。 

 また、新たな移動手段の運行が開始することへの不安の声も多く上げられました。

先ほど猶野議員御指摘のとおりでございます。 

 特に、大嶺町奥分・於福町上の地域では、ミニバスが初めて導入されることもあ

り、２週間の実証運行、お試し運行を実施し、その利便性を実感いただけたものと

理解をしております。 

 その他、登録や利用するための予約方法に対する不安につきましては、このたび

再編する２区域において乗り方の教室を開催し、これに併せて会場で登録手続を行
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うなど、スムーズな導入に努めてまいりたいと考えております。 

 また、予約方法について、利用の際の事業者への連絡は、朝の１便は前日予約と

なりますが、その他の時間帯については運行３０分前までの予約が可能であるなど、

予約システムを御理解いただくよう、こちらとしてもしっかりと対応をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

 このような状況から、美祢市社会福祉協議会等とも連携し、日常の福祉サービス

の中でも、ミニバス等公共交通を利用した移動手段に関しまして説明できるような

体制をしっかりと整えてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、広報・周知を徹底し、利便性を御理解いただき、地域

の皆様の身近な移動手段として利用促進につなげていきたいと考えております。 

 なお、ミニバスの再編区域につきましては、平成３１年１０月からの実施を目指

し、３区域、山中・堀越地域、川東・西分地域、秋芳地域南部地域の皆様と再編の

協議を進める予定としております。適宜、住民説明会の御案内をいたしますので、

多くの方の御参加をお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  いろいろ執行部のほうで説明会等を開かれて、地域の住民等

に御説明等もされているということで、大きく、前村田市長のころは割とこの赤バ

スに力を入れていらっしゃって、採算のこともいろいろあったかもしれませんが、

ここを維持するという一つの政策を取られてました。 

 今回、何らこう、それをミニバスという形に移行させていくということの政策で、

そのあたり合理的ではあるんですが、先ほどの心理的な不安の部分と、あとバス会

社からタクシー会社に移っていくということもあって、いろいろな玉突きのような

問題も出てきてるのかなと。ミニバスということでひとつ予約の件で不安があると

いうこともあるんですが、ミニバスにタクシー会社の運転手の方が取られていくと

いうことで、本来、あるべきタクシーが今度、薄くなってくると。運転手不足みた

いなことも起こってくる。 

 ひとつバス会社が本来担っていたところを、退場していくわけですから、そうい

うことも起こるだろうな。 

 そのお手紙いただいた方の中に、バスを今まで利用していて、ミニバス、ちょっ
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と難しい、予約しないといけない。それなら普通のタクシーを呼びたいんだけど、

そのタクシーは料金的にもハードルが高いということで、普通のタクシーがそこを

埋めてくれれば一番いいんですけど、ちょっとここが高いハードルになってるとい

うことなので、このタクシーをうまく利用するような制度、直接的な、補助的なも

のは今、あまりないと思いますので、ミニバスはたくさん動くけど、この地域に何

とか残ってくれてるタクシー会社の本来の業務の妨げになるようなことにはならな

いように、そこの本来の業務をしながらも、こういうこの地域の交通網を整備して

いければ理想なんですが、担当者と少しお話したんですが、本当、糸をつむぐよう

な、本当、ちょっと動かせば玉つきのような問題、この狭い地域で、リソースがな

いからどうしてもどこかに移動させればそこが足りなくなるとか、そういうものが

起こってきてます。 

 ひとつ赤バスがなくなるということで、このミニバスがそこをうまく埋めてくれ

ればいいんですが、もし、便利な地域の公共交通網が少し下がるということになる

と、どういうことが今、起こってきてるかというと、いろんな送迎などをするとき

に、お店屋さんとかそういうところがやろうにも、そういう公共交通網がないと、

今度は自分たちで送り迎えをしようとする動きが出てきます。 

実際多分、いろいろなところでそういう現象は出てきてると思いますが、これが

本来のタクシー会社から見ると、違法ではないかという指摘も出ています。実際、

話を聞いていくと、これ、少なくともグレーゾーンとしか言えない、いや、という

かほぼ黒じゃないかというとこもあります。 

でも、これを利用者からすると送迎をしてくれるわけですから、非常にいいこと

ではあります。いいことではあるし、それがないと代わりになる、そういう交通網

がないわけで、それを全部、全面的に禁止すると、この地域の移動は滞るというの

はわかるから、また行政もそこを完全に次々潰していくということもできない。そ

こが今、ぎりぎりのものが今、起こってると思います。 

 実際、ここを解決していくには、今、市長がされている公共交通網をやっぱり整

備していくしかないんですね。だから、ミニバスというのをもっと利用しやすいも

のに変えていくというのも一つの手ですし、本来のタクシーを利用しやすいものに

変えていくですとかですとか、ソフト面はそういうことになると思います。 

 それと、もう一つ、ぜひとも考えていただきたいのが、例えばタクシーの補助を
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出すということで、例えば秋芳町から美祢のビッグまで買い物に行くというのはタ

クシーの支援としたら物すごく高いものになります。とてもこんなことはできない

と思いますので。 

 もう一度、秋芳町なら秋吉だったり、嘉万だったり、そういう、従来、もともと

あった中心地の再整備ですよね。昔はそこでお買物とかみんなできてたはずです。

短い距離でそういうワンストップで買い物ですとか、そういうものができる。民間

企業がやる合理性を追及していくと、どうしても１カ所に全部集中させてしまえと

いうことになると思うんですが、行政がそれやっちゃだめだと思います。 

 市長が以前、公民館単位で地域振興ということも考えてらっしゃったと思うんで

すが、ちょっと公民館単位をいきなりやると、ちょっと多分、効率面とかいろいろ

あって、すぐにはなかなか難しいかもしれません。まずはその昔あった旧昭和の大

合併――いや、平成の大合併のときにもともと中心街だったところの再整備を。 

 それで、今、市長も多分、都市計……いろいろな正確な名前は忘れましたが、そ

こでそういうあたりの再整備もたしか打ち出されていたと思います。総合支所のま

た整備などというのも出てきていると思います。そこの総合支所の整備というのが

一つ、ここの今の交通網、新交通網の整備とソフト面とハード面、狭い地域でもう

一度この地域を構築し直す。ワンストップでそこの美東だったら大田ですとか、秋

芳なら秋吉と。あと美祢地域でも於福とかいろいろ、もともと中心街だったところ

にワンストップでそこに行けば買い物もできるし、郵便局もあるしと、そういうよ

うな形のもので、そこに利用者、高齢者の方々を今度運んでいくと。そういうふう

なものをぜひとも全て統合したものをぜひとも考えていただきたいと思います。 

 これが、多分、以前から商工のほうでもやってます。買い物弱者支援ですとか、

今、高齢者の方が集まるサロンですとか、そういうところも含めて、これが全部つ

ながっていくのではないかなと思います。 

 一方、先ほどの玉突きでボロボロっと崩れていきかけてる――いってはいけない

ので、そのあたりを全体を見渡しながら、美祢市全体を中心地を数カ所つくってい

くというようなまちづくりをぜひお考えいただければなと思うんですが、よろしく

お願いします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  猶野議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
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 何点か御指摘、御質問等ございました。 

 まだ、心理的な不安が大きいんではないか、予約制の件、そしてどう乗ったらい

いのか、今までとの乗り方が違ってくるので、その辺の高齢者やなかなか普段使わ

ないときにどういったことになるのかという、わからない心理的な不安があるとい

う御指摘でございます。 

 このことにつきましては、先ほどもちょっと申しましたけれども、丁寧に地域に

職員が出向いて、乗り方の問題、そしてまた予約の仕方とか、そういった面につき

ましてもしっかりと住民説明会等を開催して行ってまいりたい。不安をできる限り

なくせるように努力していきたいというふうに思っております。 

 また、今、おっしゃいました、平成の大合併であったこの地域、地域の中心にと

いうことですが、まさに今回の地域交通の再編はそこが目玉でございます。秋芳町

の、例えば北部地域が今まで美祢の方面にしか赤バスが行っていなかったところを

ミニバスに変更をさせていただいて、秋芳町の秋吉地区にも直接つながるような線

を設けて、そちらにも行っていただく、そういった路線も設けていこうということ

で、今、猶野議員おっしゃいました中心地、旧中心地に向かっても行けるような交

通網体系を構築しているというところでございます。 

 また、その具体的なところはまだまだ住民の方に浸透しておりませんし、またど

ういうふうに変わっていくのかというのが御理解いただけてないところが多々あろ

うと思います。その辺につきましては、先ほど申しましたとおり、職員、地域に出

向きまして、しっかりとお答えできるようにいたしますし、各公民館でも職員が問

い合わせに答えられるように、しっかりとマニュアルも整備していきたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  猶野議員。 

○４番（猶野智和君）  この地域交通網の整備というのは、非常に重要な計画事業に

なると思いますので、そのあたりは担当者も含めてぜひとも頑張っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、私の一般質問を閉じさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（荒山光広君）  この際、１１時１０分まで休憩いたします。 

   午前１１時００分休憩 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午前１１時１１分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。秋山哲朗議員。 

   〔秋山哲朗君 発言席に着く〕 

○１２番（秋山哲朗君）  皆さん、おはようございます。新政会の秋山でございます。

一般質問順序表に従いまして、質問をさせていただきます。 

 美祢市は、ことしの３月２１日で、１市２町の合併１０周年を迎えます。今、私

の頭の中には、合併してからのこの１０年、いろんなことが今頭の中に浮かんでき

ております。議会も、執行部の皆さんとともに、一生懸命全力で走ってきたような

気がしております。 

 その中にあって、昨年の１１月２０日には、地方自治法施行７０周年を記念した

式典の中で、美祢市も、総務大臣表彰を受けられましたことは、市民にとりまして

も大変喜ばしいことであります。 

 その事績の概要として、台北観光・交流事務所の開設等による国際交流の推進の

ほか、六次産業化の推進、ジオパーク活動の推進を柱としたさまざまな取り組みが

評価されたものであります。 

 これらの取り組みは、合併後、財政の大変厳しい中ではありましたが、我々市民

にとっての誇りであり、夢・希望につながっていくものと信じておりました。 

 今年、合併１０周年を迎えるに当たり、総務大臣表彰を受けたことが、大きな刺

激となって、さらに美祢市が飛躍していくことを期待をしております。 

 先ほど、台湾交流事務所の開設による国際交流の推進により、総務大臣の表彰を

受けられたと申しましたが、市民の中には、まだいまだに台湾との交流に２，

０００万円も使っていると言われておられる方がおられます。真実が伝わらないの

は非常に残念であります。 

 そこで質問をさせていただきます。 

 さきの本会議の施政方針演説で、「美祢市台北交流事務所は、台湾や東アジアの

情報をいち早く入手することや、引き続き海外からのインバウンド観光客の誘致活

動の拠点として機能させます」と言われましたが、このことは、前市長時代より、

台北事務所は、東南アジアへ向けての窓口にするんだと言って開設されたというふ
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うに思っております。 

 台湾観光・交流事務所には、昨年と同様の予算、約７４５万円、この内訳を見ま

すと、土地・建物借上料が１５１万２，０００円、業務委託料――そこに女性のス

タッフの方がおられますから、これが２６２万１，０００円、そのほか特別旅費、

恐らく市の職員の方が向こうに渡航される費用だと思いますが、これが２３４万円、

そのほかもろもろ合わせて７４５万６，０００円だと思います。 

 今後、この事務所をどのように活用されていかれるのか、まず、お伺いをしてお

きたいというふうに思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  秋山議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在まで、美祢市台北観光・交流事務所は、本市の情報発信や観光プロモーショ

ン活動を展開し、東アジアからの観光客の誘致を促進してきております。 

 平成２４年度の開所当時の台湾からの秋芳洞入洞者数は、１，９１８人であった

ものが、平成２８年度の入洞者数は４，４７２人増の６，３９１人となっており、

これは、当事務所や国際交流推進協議会の活動の成果によるものと考えております。 

 今後も、当事務所を拠点とした観光プロモーションを展開し、観光客の誘致の促

進を図りたいと考えております。 

 さらに、平成２９年度に機構改革を行い、教育委員会から世界ジオパーク推進課

を、また建設経済部から商工労働課を観光商工部に移管し、世界ジオパークの認定

と経済交流を横断的に展開できる体制を構築をしております。 

 これにより、世界ジオパークの認定を視野に入れた活動と、当事務所を拠点とし

た台湾のジオパークとの交流を促進することで、観光客の誘致を図ってまいりたい

と思っております。 

 また、美祢市が誇る特産品等を当事務所を通じ、各種商談会やバイヤー等に紹介

することで、物流における経済面の交流も促進し、市内の民間事業者や、県等の観

光振興を初めとした教育・物流の窓口として期待されるよう活動をしてまいりたい

と考えております。 

 人口が少ない本市であるからこそ、価値の向上や存在意義を明確にし、今後も、

美祢市台北観光・交流事務所を拠点とした活動を推進してまいりたいと考えており

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  実は、この質問の打ち合わせをするときに、もう担当の部

署でいいよという話をしております。市長さんみずから答えなくても、担当の課長

さんでもどなたでもいいですから、答えていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 再質問ですけども、先ほど、今言われましたけども、商談の中身、商談の成果、

そして、経済面での美祢市の経済効果というのが上っているのかどうか、その辺の

ことを答えていただきたいというふうに思っています。 

○議長（荒山光広君）  西田観光商工部長。 

○観光商工部長（西田良平君）  秋山議員の物流における実績という再質問にお答え

をいたします。 

 現在のところ、物流面での台湾との交流、いわゆる商取引におきましては、決し

て多くはありませんが、実績がございまして、継続がされているとこでございます。 

 これは、今まで行ってまいりました取り組みとして、現地の物流におけるコーデ

ィネーターを市内の関係団体に紹介し、商工会等が現地での商談会に参加をしたり、

台湾で比較的規模の大きい食のイベント等を市内の関係団体や事業者等に紹介等を

してまいりましたことも少なからず要因にあるというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  ぜひ、効果が上がるように頑張っていただきたいというふ

うに思います。 

 次に、市長のほうから、この費用対効果があらわれなければこの事務所を閉鎖す

るとも、昨年の私の質問に答えておられたと思います。事務所を閉鎖するかどうか

は、市長の判断だと思いますけども、平成２９年度にあっては、費用対効果はあら

われてきたのか。 

また、平成３０年度の予算編成に当たって、目標として掲げておられた台湾から

の観光客１万人に対して、どのような努力をされるのか、その点をお伺いしておき

たいと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 
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○市長（西岡 晃君）  秋山議員の御質問にお答えをいたします。 

 台湾からの来訪者には、変わらず秋吉台、秋芳洞を中心とした自然体験に多くの

ニーズがあり、また、健康志向も高く、ウオークやサイクルスポーツ等、スポーツ

ツーリズムのニーズも、今現在高くなっているというところでございます。 

 本市においても、平成２９年度からスポーツ部門の一部を観光商工部に移管する

ことで、スポーツツーリズムを推進し、秋吉台・秋芳洞を中心に観光客の誘致を図

っており、本年度も、美祢市台北観光・交流事務所を窓口として、台湾からのサイ

クルスポーツを目的とした観光客の誘致を、行政と旅行会社で造成しているところ

でございます。 

 特に、海外からサイクルスポーツやウオーク等の問い合わせが多く、改めて健康

志向の高さがうかがえることから、台湾や韓国を中心とした東アジアへのスポーツ

ツーリズムのプロモーションを強化することによる観光客の誘致を推進するため、

平成３０年度において、観光プロモーション事業にサイクルスポーツやウオーク等

の海外向けのマップやパンフレットの作成に係る予算を計上をさせていただいてい

るところでございます。 

 また、平成２９年度から世界ジオパーク推進課を観光商工部に移管することで、

秋吉台・秋芳洞の持つ本質的な価値を前面に打ち出すとともに、地域の成り立ちや

新たな付加価値を創出した秋吉台・秋芳洞を、学術、教育と観光が融合したプロ

モーションとして展開することにより、各種ツーリズムや学術的な価値などを発信

し、１万人の観光客の誘致を推進してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  この件につきましては、市長も１万人を公言しておられる

わけですから、ぜひ、目標でもありますけども、頑張っていただきたいと思います。 

 次に、ことしの１月２５日に、村岡知事が美祢市に来られた。そのときに、知事

は、台湾事務所と台湾とのチャーター便のお話をされておられます。知事は、台湾

で行われた山口県の物産展にも、直接本人が行かれ、トップセールスとして頑張っ

ておられるが、市としては、今後、県との連携をどのようにとっていかれるのか、

お伺いをしておきたいというふうに思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 
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○市長（西岡 晃君）  秋山議員の御質問にお答えをいたします。 

 県との連携はどのように図られるか、また、トップセールスをどのように行って

いくかという御質問でございますが、山口県との連携につきましては、観光スポー

ツ文化部インバウンド推進室や、県観光連盟が主催する商談会等への参加、美祢市

台北観光・交流事務所を活用した現地エージェントの商談などを現在実施をしてお

ります。 

 また、一昨年になりますが、知事とも御一緒させていただいたというところでご

ざいます。 

 また、今年度、平成２９年度は、催事等が重なり、台湾、韓国を初めとする東ア

ジアへのトップセールスができておりません。現地に赴くことはできておりません

が、平成３０年度は観光プロモーションのみならず、世界ジオパーク認定を視野に

入れたトップセールスを行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  なかなか台湾との関係は、県が表に出てやることが難しい

かというふうに思っております。先ほど市長、申されましたけども、今年度はぜひ

台湾に行ってトップセールスをやりたいという意気込みを聞きましたもんで、ぜひ

その辺を進んでやっていただきたいというふうに思います。 

 再質問になりますけども、２点ほど。山口宇部空港へのチャーター便は、その後

どうなっているのかということと、また、チャーター便から来られる台湾からのお

客は、秋吉台・秋芳洞を周遊しておられるかどうか、わかれば教えていただきたい

と思います。 

○議長（荒山光広君）  西田観光商工部長。 

○観光商工部長（西田良平君）  秋山議員のチャーター便の状況、それから、美祢市

にどれだけの人が来訪されているかとの再質問にお答えいたします。 

 平成２９年度における宇部空港を利用した美祢市に来訪された台湾便の観光客で

ございますが、まず、便数は１５便でございまして、美祢市への来訪者は１，

２２２名でございます。これは、１便当たり約８０名の観光客の方が、美祢市のほ

うに来訪されておることになります。 

 また、この１５便のうち、県が誘致をされましたチャーター便、これが２便ほど
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ございまして、この２便の中で、美祢市に来訪された方が１５３人となっておりま

す。これは、県の御支援・連携によるものでございます。 

 それからさらに１５便来ておるということでございまして、その際には、宇部空

港に到着するチャーター便のお出迎えという形で、県を初め来訪を予定されている

市町の方々と、１０回になりますが、宇部空港でのお出迎えをして、各種のＰＲを

したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  台湾に事務所を開設したことはですね、県も動き始めた、

そして、このような経済効果、お客も出てくるということで、非常に期待が高まる

わけでございます。ぜひとも、これについても頑張っていただきたいというふうに

思います。 

 次に、３月２１日に市制施行１０周年の記念式典が行われます。当初、福岡弁事

処からの出席はないと、回答は欠席で来たという話を伺っておりました。しかし、

担当課の努力によって、どなたかが来られるというふうなことを、昨日、私も聞き

ました。これについての、来られるからよかったんですけども、なぜここで欠席で

来たかということです。 

 これは、やはり御無礼があったんじゃないかなというふうに思うのは、はがき

１枚で、返信用のはがきを出されて、返事があって欠席で来たというふうな話であ

ったと思います。 

 しかし、欠席で来たから、逆に今度は担当課の方が、向こうに礼を尽くして行か

れたということではないかなというふうに思っております。 

 しかし、戎処長が来られるかどうかはわかりませんけども、恐らく担当課の方だ

と聞いておりますけども、何が起こっているかということです。もう一遍、やっぱ

り反省しなくちゃいけないというふうに思っておりますから、この答弁は要りませ

ん。 

 ２０１１年の東日本大震災、２０１６年の熊本の地震、そして、昨年の九州の北

部の豪雨において、いち早く義援金を送っていただいたのが台湾です。親日家が多

いのも台湾です。なぜ、親日家が多いかといいますと、１８９５年から１９４５年

に日本が台湾を統治したこともあります。しかし、日本人の勤勉さや礼儀正しさに
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あこがれる人が多い、そして、信頼関係を最も大事にする国であります。ぜひとも

この信頼関係を失わないように、国際交流を進めていただきたいというふうに思っ

ています。 

 それでは、次の質問に入らさせていただきます。 

 次に、教育充実都市についてのお考えをお伺いいたします。 

 私は、教育充実都市を目指すには、美祢市教育振興基本計画に基づき、教育行政

をいかに執行するかに尽きるというふうに思います。 

 言いかえれば、総合計画に基づき、行政施策を執行するのと同じことであります。 

 美祢市の基本計画は、平成２５年３月に策定されておられます。そこで、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、平成２７年４月に施

行されました。 

 それによりますと、大きく４点の改正がなされました。一つとして、教育長と教

育委員長を一本化されたこと、そして、教育委員会の審議の活性化・透明化、これ

は、会議議事録を作成、そして公表の義務化、そして、全ての地方自治体に総合教

育会議を設置、そして、教育に関する大綱は首長が定める。美祢市の場合、前市長

時代に築かれた美祢市教育振興基本計画を教育の基本大綱とされておられます。 

 そこで、冒頭に申し上げましたように、美祢市教育振興基本計画に基づき、教育

行政の執行が、私は原則であるというふうに思っております。 

 この教育大綱を無視しての執行は、独裁政治と同じだと、私は思います。 

 先日の予算委員会でも、多くの議員が、教育委員会からの遠距離通学支援事業の

予算について議論を深めたのは、美祢市の教育の憲法とも言える美祢市教育振興基

本計画から乖離し過ぎた施策を突如提案されたことに問題があったというふうに、

私は思います。 

 教育充実都市を目指すには、学校教育について、学校の環境づくりについて、そ

して、学校、家庭、地域社会との連携について、そして生涯学習について、生涯ス

ポーツについて、そして文化芸能活動について、以上のような項目を総合的な視点

で美祢市の教育委員会の基本理念であります「ひとが育つ ひとが輝く 教育の美

祢」としての将来像を総合的に組み立て、総合教育会議を市長が召集し、協議・調

整を図り、執行しなければならないと私は思います。 

 この総合教育会議が開かれることなく、このたびの予算並びに条例を出されたこ
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とにも問題があると思いますし、先日、市長は議長のほうに「この総合教育会議を

開きたい」というふうに言われたそうであります。まさに、これは本末転倒だと私

は思います。 

 また、先日予算委員会で提出を求めた資料が出てきました。私も於福という地元

のことが気になりましたもので、対象となる子供たちを見てまいりました。早朝の

この６時５０分、今は明るくなりましたけども、この冬の寒いときには、まだ暗か

ったと思います。６時５０分に家を出られ、親子で歩いて集団で登校できる場所ま

で子供と話をされながら、来ておられました家庭が二家庭あります。その距離約

１キロから１．３キロ、その姿を見て本当に何か親子の会話、温かいものを感じま

したね、私は。 

 また、その登校の途中には「見守り隊」、地域におられると思いますけども、そ

の方が温かく見守っておられました。その集団登校の場所から於福小学校まで１．

９キロ、合計で合わせると２．９キロから３．２キロを歩いて登校をしておりまし

た。こういったことが家庭での教育であり、地域社会との連携であると私は思いま

す。 

 本当に、教育充実都市とうたいながら、お金を出すことが本当に子供たちを育て

ることになるでしょうか。疑問が私は残ります。 

 今回は、別に市長の答弁は要りませんが、先日の予算委員会で他の議員の発言に

もありましたように、行政の執行において法の示す手続きを省略することなく、教

育行政のみならず、市政執行に十分な配慮を私は望みます。 

 ちょっと話は変わりますけども、先日、地元の於福中学校の卒業式がありました。

式の前に校長先生が話されておりました。「ことしの卒業生は１２名、この１２名

は県内でも非常に高いレベルの学力がある」というふうに言っておられまして、そ

して他校から、この於福中学校に見に来られるそうです。私はうれしかったですね。 

 そこで教育長にお伺いします。今、美祢市内の子供たちのそういった教育レベル、

子供たちの教育環境、これ、どのくらいの……どうなっているのか、どういうレベ

ルにあるか、また答えていただければお願いしたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  岡崎教育長。 

○教育長（岡崎堅次君）  秋山議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 内容は、美祢市の子供たちがどういう教育のレベルにあるのかという御質問だろ
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うというふうに思います。 

この答弁をする機会、ちょっと私的な話になりますけれども、ちょうど私が教育

長に就任して、ちょうど折り返しの時期でこの答弁の機会をいただいたことを大変

うれしく思っております。 

 美祢市内の子供たちの教育レベルですけど、私が就任のときにお話したように、

学力向上という面を図るためには、まずは先生方の教育力を高めること、質を高め

ること、それが大切だと、それがひいては子供たちの学力に反映していくものだろ

うというふうに思っております。 

 それの一つの大きな取り組みとしては、東京大学の市川教授が提唱しております

「教えて考えさせる授業づくり」、これが美祢市、どの学校も同じ歩調で研究して

取り組んでいっております。於福中学校の話がありましたけれども、この於福中が

この市川先生の授業手法を取り入れた、スタートした学校であります。その取り組

みが美祢市としても、すごく将来を見た、新しい学習指導要領にものっとった取り

組みでもあるので、これを市内全域で共通の研究の方向性ということで取り組もう

ということで、ことしで４年目を迎えると思います。 

 この市川先生の授業をやるのは、御存じのように美祢市内の学校は小さな学校が

たくさんあります。特に中学校などは、その教科の先生がその学校に１人しかいな

い、そういう環境にあります。となると、なかなかその専門の教科を勉強していく

機会がないというところで、この「教えて考えさせる授業づくり」というのが、同

じ教育言語というか、同じ話の中が、教科が違っても話のできる授業スタイル、授

業づくり。 

 例えば、授業参観とか計画訪問で行くわけですけども、従来の授業訪問であれば、

その先生の授業の仕方がどうだこうだ、あの発問はよかった悪かったというような

質問に陥りがち、今まではそういう授業研究が多かったんですけども、でも、この

授業手法を取り入れたことで、子供たちがどういうところにつまずきを持って、ど

ういうところでわかったとか、ああ、なるほどって思うような、そういうところの

子供の変化に着眼をして、そして研究授業をやるので、お互いが教科が違っても同

じ話、同じレベルでの話ができる、そういうふうな研究が進んできたものだろうと

いうふうに思っております。 

 それから、一ついい情報があるんですけども、今、ＭＩＮＥ ＥＮＧＬＩＳＨ 
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ＣＬＵＢ、ＭＩＮＥ ＥＮＧＬＩＳＨ ＶＩＬＬＡＧＥということで、市教委が主

催で英語に親しもうということで取り組んでいっております。市の一つの取り組み

でもある英検の受験に対して、小学校の五、六年生、中学校の３年生に補助を出し

て受験をするということを取り組んでいっておるわけですけども、このあいだ１年

間のイングリッシュクラブが全部終わったわけですけども、３回目の英検の結果が

出てまいりました。小学校のほうの受験率も徐々には上がっているんですけども、

さほどまだ上がってない。これはまだ課題を抱えているというふうに思います。 

 中学校のほうは受験率が８７．９％、結構たくさんの者が受験していただいてお

ります。この受験した子供たち、５級、４級、３級、準２級いろんな級を受けるわ

けですけど、３級以上を合格したのが３０．８％、これは中学校３年生全体で受け

たものじゃなくて、美祢市内の中学校３年生の３０．８％が３級を取得したという

ことで、担当の者に聞くと、他の市町は多くても２０％そこそこ、ほとんどが

１０％台、でも美祢市はことしは３０％を超えましたと言って、私のところに来ま

した。 

 ということで、今、美祢市が取り組んでいるこういうグローバル化に向けた人材

育成においても、３０％を超える３級以上の合格者がおるというのは胸を張ってい

けるんじゃないかなというふうに思っております。 

るる、ほかにも取り組んでいっております。コミュニティ・スクールについても

学校と地域、地域は公民館が窓口になるかと思いますけど、学校の中に地域住民が

しっかり入っていただいて、今、核家族化した子供たちの中に例えば地域の方と触

れ合う中で、思考力であったり判断力であったり、表現力であったり、いわゆるコ

ミュニケーション能力というものも、コミュニティ・スクールを通しながら、各学

校が実績を上げていっているところです。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  教育長と全く打ち合わせなしの話であって、今そこまでき

ょう言ってもらえるとは思っておりませんでしたし、本当にうれしい話ですよね。 

 やはりそういったところに、今グローバル人材の育成も言われました。こういう

ふうにやっているよと言われました。まさに正しいやり方だと思いますし、よその

市町がやっているから、我がまちもこれができないかねというのは、それはだめだ
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と思います。やはり、本当に教育充実都市美祢市を目指すのであれば、そういった

ところ独自の手法を生かして子供たちは育てていくか、まさにここじゃないですか、

私はそうだと思います。 

 本当に、今後さらに少子高齢化が進む中で、やはり私たちの地域では子供は宝で

あります。将来を担う子供たちに美祢市の教育振興計画に沿ってその物事が進めら

れることを切にお願いたしましてこの質問は終わりたいと思います。よろしくお願

いします。 

 次に、美祢市の福祉政策について、お伺いをいたします。 

 美祢市では、平成２７年３月に美祢市の第一次総合計画を推し進めるために、平

成２７年度から平成３１年度を計画期間とする後期基本計画を策定されておられま

す。 

 その中には、「老若男女、健常者、障がいのある方がともに支え合い、共に生き

る高福祉のまちづくりを進め、住みたいと思われる、住み続けてもらえるまちの実

現を目指してまいります。」とあります。 

 こういった中で美祢市は平成２７年１０月、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

中で「本市では、社会減、自然減が続き人口減少が深刻化しています。こうした本

市が抱える人口減少問題に対応するため、第一次美祢市総合計画・後期基本計画に

掲げる政策、施策を継承し、かつ人口減少対策に効果、実効性のある取り組みを進

める計画として、美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定します」とありま

す。 

 その中の総合戦略の取り組み内容として、「人口のビジョンで示した将来展望の

達成、基本目標の実現に向け、重要戦略として展開すべき施策も大きく２つの項目

で構成をし、両者が連携し合って進めてまいります」とあります。 

 この中で重要戦略の４番目として、「高齢者が多世代と交流しながら健康でアク

ティブな生活を送り、必要な医療、介護を受けることができる移住環境を整える」

とあります。その中に、「医療と地域包括ケアの連携の強化、高齢者への対応や移

住者に選ばれるまちに向け、介護、医療の強化を図り、安心できる医療、福祉体制

環境を整えます」とあります。 

 また、平成２８年の５月には、生涯活躍のまち構想では、「東京圏をはじめとす

る地域の高齢者が希望に応じ、地方や「まちなか」に移り住み、地域住民や多世代
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と交流をしながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療や介護を受け

ることができるような地域づくりを目指すものであり、生涯活躍のまち構想と医

療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制づくり、つまり地域

包括ケアシステムに向けた施策が連携して展開することにより、入居者と地域住民

に対する各種サービスが一体的に提供され、それにより入居者と地域社会との交流

が一層高まり、相互に刺激を与え合い、協働する環境を形成していくことが期待で

きる」とあります。 

 そこでお伺いをしたいと思います。この、まち・ひと・しごと創生総合戦略、こ

れは総合政策部の企画政策課であります。生涯活躍のまち基本構想は、市長公室秘

書課であります。地域包括ケアシステム、これは市民福祉部高齢福祉課いうことに

なっております。 

 この、まち・ひと・しごと創生総合戦略と生涯活躍のまち構想も地域包括ケアシ

ステムとの連携強化とうたってありますが、それぞれの担当する部署が違っており

ます。この庁内の連携機能はしているのかを、まずお伺いしておきたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  秋山議員の御質問のお答えをいたします。 

 議員御案内のとおり、美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、

人口減少問題に対応し、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくための目

標や施策をまとめた計画として、平成２７年１０月に策定し、その後、平成２８年

１１月、平成２９年１２月に一部改正を経て現在に至っているところであります。 

 この美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、市民・事業者・行政が共に考

え、共に生きることを基本的な考え方とし、雇用をつくることや、人の流れづくり、

次世代の育成、まちの基盤づくりの４つの基本目標の実現に向け、４つの重要戦略、

１１の展開すべき施策の項目で構成し、相互連携をしながら進めることとしており

ます。 

 この重要戦略の一つが生涯活躍のまち構想であり、平成２８年５月に、美祢市生

涯活躍まち構想が策定され、平成２９年３月には、構想を具現化していくための庁

内の指針として美祢市生涯活躍まち基本計画が策定されているところであります。 

 また、このたび美祢市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画を策定して

いるところであり、この計画の柱となるものは、団塊の世代の方々が７５歳以上と
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なられる平成３７年に向けた、地域包括ケアシステムの深化・推進であります。 

 議員の御質問は、これらの計画の連携がとれているかということですが、それぞ

れの計画を大きく整理していきますと、美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略と

美祢市生涯活躍のまち構想・基本計画との関係性は、上位計画とプロジェクトとい

う形で整理できると考えております。 

 また、美祢市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画につきましては、介

護保険事業を含めた高齢者の方々に対する諸施策を盛り込んだ総合的な計画であり

ます。 

 一方、美祢市生涯活躍のまち構想・基本計画では、年齢等にかかわらず、共に支

え合い健康でアクティブな生活を送ることができるまちづくりと、安心して必要な

医療・介護を受けることができる環境整備や、生きがいを持って暮らすことができ

る仕組みをつくることによる幸福感の向上の２つのビジョンが掲げられているとこ

ろであり、このビジョンは、地域包括ケアシステムの考え方である「高齢者が介護

や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよ

う、高齢者に適切な住宅が提供されることを前提とし、医療や介護、予防、生活支

援サービスが連携し合って、地域や社会全体で支えていく」と、ほぼ同じ考え方だ

と認識をしております。 

 このたびの美祢市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定に当たり

ましては、美祢市生涯活躍まち構想の置かれる実情を踏まえ、調和を図りながら地

域包括ケアシステムの深化・推進に向けた計画として策定しているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  私は担当課のほうにこういう質問をするよと言う話をしま

して、担当課のほうから答弁書をもらっておりませんから、急遽、今、市長が何を

言われたのかなって今思いながら書いておったのですけれども、なかなかかみ合わ

ないところも何点かあるようですけども、これは、まあ、別にしてでも、ちょっと

今後大事なのは地域包括ケアシステムの構築は、これは確立をしていくことが大事

だと思いますけども、ちょっと中に入ってみたいと思いますけども。 

 先ほど言われましたように、ちょうど我々がそうですけども団塊の世代が７５歳
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を迎えるのが２０２５年であります。地域包括ケアシステムの構築を進めていく、

今後どんどん、どんどん進めていかなくてはいけない、ためには、今必要な人材が

いるというように思いますけども、今後、それに対する組織の強化をどのように考

えておられるかを聞いておきたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  秋山議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員、御案内のとおり、これからの高齢化社会に向けた地域包括ケアシステムを

深化・推進していくためには、中核機関である地域包括支援センターを含めた組織

の強化は必要不可欠だと認識をしております。 

 地域包括ケアシステムは、医療や介護、予防、住まい、その他生活支援が相互連

携していく必要がありますことから、福祉部局のみならず、全庁的な推進体制強化

の第一歩として、美祢市地域包括ケアシステム庁内検討委員会を早急に立ち上げる

こととしており、今後は、この委員会の中で本市の特性に応じた地域包括ケアシス

テムの深化・推進に関する事項について、協議をしながら進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  今後、全庁的な検討委員会を立ち上げていくということで

ありますけども、ぜひその辺はよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 そこで、若干、こうしたらどうかという、提言というか、アドバイスをちょっと

言わせてもらいたいと思いますけど。その中で、特にこのたび第７期の介護保険事

業計画の今後の展開として、地域包括ケアシステムの構築の大切さは先ほど言われ

たとおりでありますけども、その中にある地域ケア会議ですね。 

 これについては、「関係機関のネットワークを形成し、個別の課題のみならず、

地域に共通した課題の把握に努め、情報共有や課題解決に向けた支援を実施してい

くとともに、地域づくりや資源開発、政策形成につなげていきます」というふうに

あります。 

地域包括支援センターにおける地域ケア会議が、最も今後重要になってくるとい

うふうに思いますけども、昨年ちょっといただいた資料によりますと、地域ケア会

議については、必要時に開催となっておりますが、今組織の形成は今現在できてお
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るのか、誰が核となってこの会議を進めていくのかと。 

また、今年度、平成２９年度は何回開催されて、そして、どのようなその場で御

意見が出たのか、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  大野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（大野義昭君）  ただいまの秋山議員の質問にお答えいたします。 

 御質問の地域ケア会議では、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的

知識を有する者、民生委員、その他の関係者及び関係団体により構成される会議と

して、介護保険法にも位置づけられており、介護支援専門員や地域全体のケアマネ

ジメントを支援するための一つの手法となっております。 

 同時に、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な

支援体制に関する検討を行うとの規定もあり、個別ケースでの検討で把握された地

域課題を地域づくりや、政策形成につなげていく方法もあります。 

 地域ケア会議には、個別課題解決機能、ネットワーク構築機能、地域課題発見機

能、地域づくり資源開発機能、政策形成機能といった５つの段階に分かれた機能が

あり、参加する人材も個別課題解決機能の実務者レベルから政策形成を有する団体

等の代表者レベルへ進んでいくこととなります。 

 現在の美祢市における地域ケア会議は、個別課題解決機能、ネットワーク構築機

能、地域課題発見機能の３つの段階に当たる個別ケース検討の範囲での会議である

と認識しております。この会議は、地域包括ケアセンターを中心に開催しておりま

すことから、人材にも限りがあり、この段階でとどまっているところであります。 

 一方で、地域課題検討を行っていく資源開発や政策形成の段階においては、現在、

実施ができておりませんけど、社会福祉協議会に委託しております生活支援体制整

備事業の中で、地域資源の把握や地域を巻き込んでの新たな取り組みに着手してい

ただくことや、所管課においても個別ケース検討で出てくる諸課題の中から、対応

できる範囲の中で事業見直しを行っているところであります。 

 今後は個別ケース検討で出てくる課題を整理しながら、地域づくりや政策形成に

つなげるように努力していくこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  今の部長さん答弁なんですけども、この第７期介護保険事
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業計画の中にも、イメージ的にその地域包括支援センターにおける地域ケア会議の

イメージというのがありますね。これ立派な絵なんですよね、これ。まさにこうな

ったらいいね。これを誰が引っ張っていくかですよ。それが知りたいんですよ、私

は。 

 この今全体的なこの絵を、このイメージ図でありますけども、この会議、恐らく

このＡ地域の包括支援センターでケア会議をやるよ。それでＢ地区というのは恐ら

く委託されたところですよね、これは。ケア会議をやると。この今連絡調整やりま

すよというのが、これが絵ですよね、これが。 

これを誰が取りまとめていくのか、そして、この今のケア会議の本当に今引っ張

っていく人間は誰なんですかと、どこがやるんですかということだと思うんですけ

ども、もしもお答えできれば……。決していじめているわけじゃないですよ。 

○議長（荒山光広君）  大野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（大野義昭君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 この地域ケア会議を開催する、今、事務局が担っているのが地域包括支援セン

ターでございます。その中の社会福祉士とか保健師が中心となってやっておるわけ

なんですけど、まずはいろんな情報を収集することが一番大切でございます。 

 その中で先ほども申し上げましけど、社会福祉協議会といろんな委託契約を結び

ながらいろんな情報を上げてきております。その中で社会福祉協議会のほうで地域

支援コーディネーター、これを配置してもらっています。それプラス各地域におい

て福祉委員という人材も配置してもらっています。 

 だからそういった各地域における各家庭の内情をよく知った方のそういった早期、

特にひきこもりの高齢者あるいは認知症があらわれた高齢者の、そういった情報を

いかに集めていくことが大事になってきます。そういったことを今、地域包括支援

センターのほうに上げてもらうような組織づくりにしております。 

 そういった地域包括支援センターを核として、今度はいろんな上がってきた情報

をいかに解決していくか、そういったことも踏まえまして、今度は庁内において、

先ほど言いましたように庁内検討委員会も設置しておりますので、そういった難し

い問題に関しては、そこで協力しながらやっていくという体制をとっていこうとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  ということは、庁内での検討委員会で総括をまとめていく

という理解でいいですか。よろしいですか。はい、わかりました。それなら今から

ちょっと問題点何点かちょっと……。ぜひお願いしたいこともありますので……。 

 それでは、ちょっとそのことについて、このたびの当初予算の提案理由の説明後

の質疑のときに、美祢市立の２つの病院に包括ケア病棟の拡充を検討しておられる

ということがありました。これは、この包括ケア病棟というのは急性期は経過した

が、在宅での療養にはいまだ不安がある患者さんや、在宅や施設での療養中、軽度

の入院、診療が必要となった方などを受け入れ、リハビリや在宅復帰に向けたケア

を行う病棟であるが、自宅や施設へ戻すことが目的でありますが、病院とこの施設、

自宅との連携はとれて今からいくのか。また、このふやす病床数はどのくらいを考

えておられるのかお伺いしておきたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君）  それでは御質問にお答えします。 

 まず１点目、病院と施設との関係ということでございます。今、病院には地域連

携室という部署があって、そこが施設と連絡をしながら一定の患者さん……自宅に

帰られる患者さんもおられますけど、施設に入居していただくのが適当と考えられ

る患者さんを御紹介して、そこを連携を密にとりながら行っているということであ

ります。 

 今、現状としては、そこを進めていく場合、スムーズに持っていけるときと、そ

うではないときがあるといったようなことがありますので、より連携を密にしなが

ら進めていきたいというふうに考えています。 

 特に、地域包括ケア病床は、それぞれ自宅あるいは施設等で容態が悪くなったと

きにすぐ診られるといったところが、大きなポイントでありまして、もう一つが議

員おっしゃったように、非常に急性期の大きな病院であったり、例えば、市立病院、

美東病院の急性期病床にいた患者さんを、すぐに帰っていただくのではなくて、し

っかりとリハビリをしながら帰っていただくといった機能を持っておりますので、

そういったところをきっちりとより充実させていきたいというふうに考えています。 

 病床の転換目標ですけど、まず、市立病院のほうは今１０床ですが、これをまず

は１５床にして、最終的には３０年度中に４階を全病棟５２床を地域包括ケア病床
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にしたいと考えています。美東病院のほうは、今８床ですけどそれを１２床にした

いと考えております。 

この問題の難しさは、いろんな要件がありますけど、在宅復帰率７割以上という

要件がありまして、そこの部分で始める６カ月前にその要件の実績をつくっていか

なくちゃならないという問題があります。そこのところは非常に高いハードルにな

っておりますので、今鋭意それに取り組んでいるというところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  まさにこれは恐らく病院経営にもかかわってくるだろうと

いうふうに思っておりますので、その辺を考えながら進めていかれるものというふ

うに思っておりますし、制限があるというのは、確かに７割以上、日数も６０日以

内ということが決まっていますので、その辺はやっぱり考えていかれると思います

ので、ぜひ進めていっていただきたいと思います。問題はやはりそういう施設との

連携ですね。これも密にとっていただきたいというふうにお願いしたいと思います。 

 次に、これは提案になろうかと思いますけども、実は私ども昨年、群馬県の渋川

市に「介護予防おうえんポイント事業」ということで視察に行ってまいりまして、

この事業は市内に在住する６０歳以上の定年退職をされた方の元気老人ですよね、

御自身の介護予防、健康増進、生きがいづくりの一助としていただきながら、地域

の支え手として活躍していただくための新しいボランティア活動の支援事業なんで

す。 

 この事業は、市内の老人福祉施設や市が主催または共催する事業におけるボラン

ティア活動を行う。それをするとポイントがたまるという事業なんですよね。実は、

こういうふうな手帳でポイントをためるんですよね。そして、翌年度に１ポイント

が１００円として換金することができるというようなシステムです。 

 このような制度を通じて６０歳以上の元気老人の力を借りて、介護を支え、介護

を防ぐということを、マンパワーを利用するというか、ぜひ検討していただきたい

というふうに思います。これは答弁結構です。 

 そして最後に、この先ほど言いました地域ケア会議を推し進めていくためにも、

一番大きな問題は美祢市の医師会との連携、これが必要になってくると思いますが、

そのあたりは今後どのように考えておられるのかをお伺いしておきたいと思います。 
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○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  秋山議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在、地域包括ケアシステム構築に向けたサービスの充実として、国からは在宅

医療、介護連携の推進や認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービ

スの充実強化等が現在求められているところでございます。 

 その中で、在宅医療、介護連携の推進につきましては、医師や歯科医師、薬剤師、

介護支援専門員等、医療分野、介護分野の専門職の連携体制による取り組みが必要

となっております。 

 美祢市におきましても、美祢市医師会の現会長である藤村先生の御尽力により、

美祢市医師会、美祢市歯科医師会、美祢市薬剤師会による美祢市３師会を平成

２６年度に立ち上げていただき、さらには平成２７年度からは美祢郡医師会も参画

され、医療と介護の連携会議はもとより、各種相談に乗っていただいているところ

でございます。 

 また、他職種連携の研修会も開催しており、この研修会では、医師や歯科医師、

薬剤師のみならず、介護サービス事業所に勤務されている看護師や保健師、理学療

法士、作業療法士、介護支援専門員等に集まっていただき、職種間の相互理解、連

携強化に向けグループディスカッションを行っているところでございます。 

 ほかにも、病院や施設で提供されている食事の刻み食等の形態に差があることか

ら、栄養士間の情報交換の場の提供や、訪問看護サービスの質の強化とヘルパーの

身体負担の軽減を図ることを目的に、理学療法士による実技研修を実施するなど、

地域包括支援センターを中心に、他職種間の相互理解を強化するための情報交換や

意見交換の場を現在設けているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  先ほどから言っております地域包括ケアシステムの構築、

これこそがこれから美祢市が生き残っていく大きな施策の一つだというふうに思っ

ております。しっかりと取り組んでいただくことをお願い申し上げます。 

 合併をして、この１０年、美祢市がこれまで築いてきた誇りと信頼、そして方向

性をぜひ失わないように市政運営をしていただくことをお願いいたしまして、私の

質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。 
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○議長（荒山光広君）  この際、午後１時まで休憩いたします。 

   午後０時１１分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午後１時００分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き会議を開きます。一般質問を続行いたします。

末永義美議員。 

   〔末永義美君 発言席に着く〕 

○１番（末永義美君）  皆さん、こんにちは。無会派の末永です。 

 通告に従い順次質問してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、病児・病後児保育の実行・実現を問うと題して、病児保育施設整備事業に

ついてお伺いします。 

 本市では、長年にわたり何度か病児保育の実現への議論があったと聞いています。

私もこの病児保育サービスの重要性を約１０年以上前から訴えており、子育て包括

支援の早期実現、重要施策と位置づけて、一般質問でも要望もしてまいりました。 

 ３０年度の美祢市重点事業としての、この病児保育施設整備事業の予算づけ、こ

れを本当に心から高く評価し敬意を表します。 

 また、県におかれても、新年度の新規重点事業として、病児保育充実強化支援事

業が施行されようとしています。 

 そこで、子ども・子育て環境充実に取り組む病児保育施設整備事業について、御

説明をまずお願い申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、病児保育施設とは、子供が病気あるいは病気回復期にあり、集団生活が困

難な時期において、保護者が昼間家庭で育児ができない場合に一時預かりを行う施

設であります。 

 建設予定地は、美祢市立病院職員駐車場の一角を予定しております。施設の概要

は、保育室、安静室、インフルエンザなどの感染症に個別に対応する隔離室などを

設け、隔離室は別の玄関から入るなどの配慮を考えております。 

 次に、保育料などでは、他市の例では１日２，０００円が多く、年齢は生後３カ

月から小学校６年生までが多いのが現状であります。 
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また、病気のお子様をお預かりすることから、保育園のように一度に何十人も預

かることができません。美祢市近隣では、定員は３人から４人程度が多く、国の病

児保育事業実施要綱では、病児３人に保育士が１名必要であり、４人になると保育

士が２名必要となります。このため、保育士の確保状況にもよりますが、定員３名

からスタートしたいと考えております。 

 病児保育は、看護する保育士や看護師が子供の状態をしっかり把握しておくこと

が必要であるため、まず医師の診察を受け、保育にかかわる指示事項を書いた医師

の連絡票を病児保育施設に持参してくることとなります。 

 なお、病児保育を運営する際、保育中における子供の容体急変時に対応するため、

保育時間中においては、隣接する医療機関に小児科医の常駐が必要不可欠となりま

す。 

 この保育時間中の小児科医の常駐確保という高いハードルにつきましては、山口

大学医学部小児科学講座の御配慮により、病児保育施設の開設後は、隣接する医療

機関である美祢市立病院において、週５日の午前、午後の外来診療が行えるよう、

小児科医派遣のめどが立ったところであります。 

 従いまして、病児保育の運営に当たっては、小児科医を派遣していただく山口大

学医学部小児科学講座の御協力はもとより、市担当部局及び美祢市立病院との連携

が必要不可欠であることから、開設時間などの運営にかかる詳細は、今後美祢市立

病院の意見を聞きながら詰めていくこととしております。 

 なお、周知につきましては、病児保育施設の名称、または愛称の公募などを今後

検討していくこととしておりますので、まずは関心を持っていただきたいと思って

おります。 

 また、利用方法につきましても、子育て応援サイト「つぼみネット」や、市広報

「げんき みね。」、ＭＹＴを活用するとともに、庁内関係各課が連携して周知に

努めていくこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  今の市長の答弁を含めて、このニュースが、一人でも多くの

市民の子育てに奮闘されている各家庭に知れ渡ることを希望しております。 

 子供の急病のために、看護休暇や有給休暇を使い果たし、職場を去ったり、仕事
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を変えなくてはならないことは、珍しいことではありません。病児保育サービスの

実現は、定住促進のための子育て支援策であり、男女共同参画社会やワークライフ

バランスの実現にも重要な役割を果たすと思われています。 

 しかし、最も重要なのが、子供の立場や人権を守る医療と福祉の専門集団による

子供の心と健康、幸福を守る子供のためのセーフティーネットとしての役割も、こ

れまた重要であります。つまり、親の就労支援のためだけではなく、子供たちが病

児であっても、良質な保育看護を受ける権利の主体であることを明確にしなければ

ならないと、私は考えております。 

 子供の安全・安心を守る視点という場合では、この事業、この充実をどう考える

か、そして、先ほど市長の中にありましたが、この名称とか内容を含めて、もし御

検討あれば、以前行われた子育てというテーマで開いた子育て座談会、ああいうも

のを、時間は少しありませんけれども、開いて、この子育ての病児・病後児保育が

開始されますという題目の上での、これこそ市長が各公民館や企業等に出向いて、

少しでも多くの市民の声を聞く、お母さんのお父さんの声を聞く、こういう積極的

な行動が望まれると私は思っています。 

 また、先ほど、当初は３名からということでしたが、当初ながらも、いろいろな

デメリットもメリットもありますが、少しでも早期に対応人数がふえていくこと、

そしてできれば、これが市立の美東病院におかれても、実現できるような、幅広い

行動力のあるような福祉、子供施策であってほしいと願っております。 

 また、これは山口県下ではもとよりも、公立の市立病院がこれを直接運営するの

はなかなかないことであって、これは本当に珍しく、美祢市はとても頑張れたとい

うことも重ねて評価をしておりますが、市立病院が行うとデメリットもありますが、

メリットも多くあります。市民のための医療、福祉の連携を充実させる一翼を担う

と期待をして、次の質問に進みます。 

 では、第７期介護保険事業計画の内容について問うと題して、まず、一つ目の地

域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正に伴う影響についてお伺い

します。 

 人口の流出と少子高齢化による地域の衰退が進む中で、平成３０年度、医療と介

護の分野は大きな変革の年を迎えようとしています。まず、国保財政運営の責任主

体が市から県に移る国民健康保険の都道府県単位化が始まります。また、診療報酬
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と介護報酬の同時改定の時期ともなっております。 

 そして、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改定などが一斉に

スタートをします。これらをどう捉えて、新しい第７期介護保険事業計画の策定か

ら実行へと、その影響についてまずはお伺い申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御案内のとおり、平成２９年６月２日に、地域包括ケアシステムの強化のた

めの介護保険法等の一部を改正する法律が公布され、介護保険法ほか関係法令につ

いて所要の改正が行われているところであります。 

 法改正のポイントとして、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共

生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービ

スを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにするということを目的に、

大きく地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の確保を柱

に組み立てられております。 

 具体的には、一つ目に、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取

り組の推進、二つ目に、医療・介護の連携の推進等、三つ目に、地域共生社会の実

現に向けた取り組みの推進等、四つ目に２割負担者のうち、特に所得の高い層の負

担割合を３割とする、五つ目に、介護納付金への総報酬割の導入などを主な内容と

しており、順次施行されているところであります。 

 一つ目の、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組の推進に

つきましては、全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に取り組む

仕組みが制度化されております。 

 これにより、リハビリ職等連携した効果的な介護予防の実施など、高齢者がその

有する能力に応じた、自立した生活を送っていただくためのサービス等の充実を進

めていくこととなります。 

 二つ目の医療・介護の連携の推進等につきましては、大きく新たな介護保険施設

の創設になります。今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のた

め、日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れや、看取りターミナル等の機能

と、生活施設としての機能を兼ねた新たな介護保険施設、介護医療院が創設される

こととなります。 
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 三つ目は、地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等についてであります。

地域共生社会とは、高齢者、障害児・者、子供など、地域のあらゆる住民が役割を

持ち、支え合いながら、活躍できる地域コミュニティであり、この実現を目指すも

のです。具体的には、新たに共生型サービスが創設されており、これまで高齢者に

ついては、介護保険事業所、障害者であれば障害福祉サービス事業所のように、制

度ごとのサービス提供がなされていましたが、高齢者と障害者が同一の事業所で

サービスを受けやすくするために、介護保険制度と障害福祉制度の両方に、新たに

共生型サービスが位置づけられることとなります。 

 四つ目の２割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合を３割とすることにつ

きましては、介護保険制度の持続可能性の確保に関する改正になりますが、介護保

険制度の持続可能性を高めるため、世代間、また、世代内の公平性を確保し、制度

の持続可能性を高める観点から、２割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合

が３割となります。 

 一方で、高額サービスの自己負担上限額が月額３万７，２００円から４万４，

４００円に引き上げられているところであります。なお、これらの見直しにつきま

しては、３割負担導入が平成３０年８月施行、高額サービス上限額引き上げは平成

２９年８月から施行されているところであります。 

 五つ目の介護納付金への総報酬割の導入については、既に、平成２９年８月分か

ら実施されております。第２号被保険者の保険料は、これまで、第２号被保険者の

加入者数に応じて、介護納付金として医療保険者に負担いただいているところです

が、平成２９年８月分以降は医療保険者の負担能力に応じた負担とする観点から、

被用者保険間で報酬額に比例して負担する総報酬割を導入するものでございます。 

 なお、導入に当たっては平成２９年度、平成３０年度につきましては、被用者保

険者に係る介護納付金の２分の１を導入し、平成３１年度につきましては４分の

３を導入、平成３２年度に全面導入することとなっており、全面導入後の負担増減

の影響者数につきましては、負担増の方が約１，３００万人、負担減の方が約１，

７００万人と全国で見込まれているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  ここからは、午前中の皆様の御答弁と重複するような要素が
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ありますが、いま一度重ねての御答弁をよろしくお願いします。 

 私なりの主観をもっての質問とします。今の市長の答弁の中にもいろいろな思い

がありました。 

 しかし、その一方では、私なりに、西岡市長の新しい美祢市、創造、実行、実現

の予算の概要を拝見したところ、直接的な高齢者福祉を推進するような構想も事業

も施策もないというようなところが、私の実感でした。 

 特に、それゆえに３０年度の重点事業の中にも、中高齢期を迎えた市民の暮らし

を守る身近な施策、次を考えて今実現に向かうべき、医療、介護、福祉事業は見当

たりませんでした。 

また、さきの第６期介護保険事業計画の一部を凍結し、新たな特別養護老人ホー

ムの整備を中止されたり、政府が推進するＣＣＲＣ、美祢市版のＣＣＲＣ構想も、

事実上の停止をしているかのように、私は見受けております。 

 さらには、介護保険事業計画の基盤である地域包括ケアシステムも、円滑に推進

していないように見えて心配でなりません。医療と介護の連携不足などが立ちおく

れていると、私は判断しています。 

 美祢市のまちづくり、福祉行政のあり方、市民のための居宅施設介護サービスの

基盤整備をどう考えていらっしゃるか。どうしても、この７期の事業計画、最後ま

で３年間実行し、それが市民の生活の中に、よいものとして実現できることを願っ

ています。 

 どうか、この基盤整備についての考え方、いま一度御答弁をよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、基盤整備をどうするのかということの御質問の中に、美祢市版のＣＣＲＣ

の構想がというお話がありましたけれども、美祢市版のＣＣＲＣ構想という構想は、

どこにも策定をされているところではございませんので、末永議員の言われる美祢

市版のＣＣＲＣ構想というのが、どういった構想かということを、まずお聞かせを

願いたいというふうに思います。 

 その後に御回答させていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  私がこの質問の中では、老人ホームの整備を中止されたり、

政府が推進するＣＣＲＣ、ここは美祢市版と言いましたが、美祢市版のＣＣＲＣ構

想も事実上停止と見ているということを申しましたので、美祢市版ＣＣＲＣ構想が

ある、また進んでいるというような質問は述べてないように思われます。（「ＣＣ

ＲＣ構想の……」と呼ぶ者あり）凍結はその前の、特別養護老人ホームの整備を一

部、第６期介護事業計画の一部を凍結して、特養老人ホームを整備を中止されたり

という文言のそこと、ＣＣＲＣ構想の今の私の申し上げたところが、市長のお耳の

中では混同されているのではないでしょうか。 

 私は、中止は特養の整備、そしてＣＣＲＣ構想については、事実上の停止をして

いるのかなというふうな質問の趣旨を述べたと思います。そして、さき混同しまし

たから、私が最後に質問したのは、美祢市のまちづくり、福祉行政のあり方と市民

のための居宅施設介護サービスの基盤整備を、どう考えていらっしゃるかをお伺い

したいところであります。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをしたいというふうに思います。 

 先ほど、末永議員が美祢市版のＣＣＲＣ構想の事実上の停止ということでおっし

ゃいましたけれども、美祢市版のＣＣＲＣ構想というわけではございませんけれど

も、美祢市には、今、美祢市生涯活躍のまち構想という構想をつくっておりまして、

それを推進をしているところでございます。 

 施設整備の凍結ということで、第６期に施設整備をということでお話がございま

したけれども、これは昨年来、いろいろと議論をさせていただいた、現状の状況を

把握しながら、次にどういったことを進めていくのがいいのかという中で、地域包

括ケアシステムの深化、推進を中心に進めていく。 

 また、午前中の秋山議員がおっしゃいましたように、美祢市立病院においての医

療の、地域包括ケア病床の転換等を進めていくことにしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  西岡市長のもとでは、政府が推進している、いわゆるＣＣＲ

Ｃ構想というものは、進んでいらっしゃるというふうに受け取ってよろしいでしょ
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うか。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 議員御存じのとおり、日本版ＣＣＲＣということを、従来政府は推進をうたって

こられましたけれども、だんだん文言が変わってきまして、生涯活躍のまち構想と

いうふうにだんだん進化していっております。 

 その中の一つにＣＣＲＣという文言が組み込まれて、それは今現在美祢市では、

地域包括ケアシステムをより深化させて、地域における医療や介護の充実を図って

いくということにしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  今の市長のお考え、その言葉を受けとめておきます。 

 ちょっと続行します。時間がまいりました。介護保険法等の一部改正の内容には、

いわゆる我が事丸ごとの地域づくり、包括的な支援体制の整備として、福祉サービ

スの地域住民の支援を求めています。 

 私は行政の果たす公助の役割を削り、地域住民の自助、互助に移す動きを、体制

づくりを不十分と捉えて懸念しています。医療と介護の連携体制の整備や地域福祉

計画、介護保険事業計画などとともに、密接に関連して展開すべき内容であり、行

政主体でもあれば、時には住民主体でもある、このような位置づけでもって、市の

果たす役割が最も大きいと思います。 

 市長、執行部の方針、考え方があれば、この点についての御答弁のほどをよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  大野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（大野義昭君）  それでは、ただいまの末永議員の御質問にお答えい

たします。 

 末永議員の御質問の中に、地域共生社会の実現ということで、地域でいろんな共

助、互助、そういうのを今後進めていく必要があるんではないかというふうな御指

摘をいただいております。 

 その中で、今、一昨年ですが、平成２８年の９月に、美祢市地域福祉計画、美祢

市地域福祉活動計画というのを策定しております。御存じのとおり、高齢者福祉計
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画あるいは第７期介護保険事業計画の上位計画に当たります。これは、地域福祉計

画の中に、地域福祉計画策定推進委員会というのが設置されております。 

 その中には、公募委員とかあるいは専門職でつくる、あるいはいろんな職種の代

表の方に出てきていただいております。 

 その中で、地域福祉計画の中に記載されておる個別計画には、障害者計画、障害

者福祉計画、子ども子育て支援事業計画、あるいはさっき言いました高齢者福祉計

画、健康増進計画、地域防災計画といったこういうものが、地域福祉計画の下にぶ

ら下がっている各個別計画があります。これをさっきの推進委員会の中でいかに、

この福祉計画に記されている活動内容が今後充実して実施されるかというのを、常

に評価しながら検証していく事業を行っております。 

 末永議員が言われるように、全体的には、障害者、あるいは高齢者、あるいは子

供、区別なく地域ではいろんな結びついた福祉活動をやっていくことになっており

ますので、こういった組織等を核にいたしまして今後進めていきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  今の大野部長のお考えとしましては、私が先ほど申し上げま

した、介護福祉、また地域福祉計画、これを進める上での、これからは住民の参画、

役割が不可欠であります。 

しかし、今、私の質問の中にありました、その面におきまして、行政が果たす公

助の役割と、または地域住民に自助、互助に移す動きを体制づくりを不十分と私は

思っています。 

 これが、今の美祢市の現状を踏まえたという観点だけで、まだ行政の果たす役割

が多いと思われるか。いやいや、地域の住民の役割も大きいと、ウエートがあると

お考えか御回答願います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、自助、共助について、今、美祢市は弱いんではないかという御指摘であっ

たというふうに思います。 

 そういう意味からも、福祉計画を推進していく上では、市民の皆様のお力、そし
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て地域の力をお貸ししていただかなければ、ままならないというふうに思っており

ます。 

 そういった意味でも、地域の皆様にどういうふうにこの福祉に対して携わってい

ただけるか、十分検討し、また広報を通じながら、自助、共助を発揮できるような

体制づくりを行ってまいりたい。 

 その中には、午前中に秋山議員から御指摘いただいた共助のポイント制とか、そ

ういった制度をどう組み込んでいくか、というのも大切なことだろうというふうに

思っておりますので、そのあたりをしっかり検討をしてまいりたいというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  ぜひ、今おっしゃられたとおりのことが、具現化できること

を願って次の質問に移ります。 

 三つ目の医療計画との整合性の確保についてお伺いします。 

 厚生労働省は昨年の春、医療計画と市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保

険事業支援計画を一体的に作成し、これらの整合性を確保できるよう、地域医師会

を交えて県・市町村の協議の場を二次医療圏単位で、設置することを通達していま

す。 

 これを踏まえて、これらを本市に置きかえますと、新美祢市病院改革プランと第

７期介護保険事業計画の推進と、地域包括ケアシステムの構築のためにも、医療、

これは病院事業局、医療と介護、市民福祉部です。医療と介護の連携体制と整合性

の確保が、とても重要だろうと考えられます。 

 それぞれの部署が医療、そして介護医療、そして介護福祉へと尽力をされている

ことは、十分承知をしていますが、どうしても長年福祉の現場にいた人間から見ま

すと、同じものを見て考えていても、見方、とり方、違っている部分があって、な

るべくそれが合っていてほしいし、市民の側からすれば合っていてもらいたい、そ

の辺の不安は少し時々感じることがあります。 

 このような私なりの考え方、これをどう思われるか、まずはお伺いします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをいたします。 
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 議員御案内のとおり、平成２９年３月美祢市病院事業局において、新美祢市病院

改革プランが策定されているところでございます。この病院改革プランにつきまし

ては、平成２７年３月の総務省が提示した、新公立病院改革ガイドラインに基づき

美祢市の医療需要や公立病院としての役割、その役割を果たすに当たっての問題点、

解決に向けた道筋等を明らかにするため、また経営戦略として策定されております。 

 御質問の医療計画、ここでは新美祢市病院改革プランとの整合性の確保につきま

しては、「改革プランの地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割」の

項目及び「地域医療構想を踏まえた果たすべき役割」の一部が、介護保険制度との

関連がある記載部分となると思われますが、果たすべき役割の考え方は整合性があ

るものと認識をしております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  果たすべき役割の整合性はあると思います。 

 ただ、現場で働く方々の認識、思い、考え方、捉え方が、ところどころ意欲があ

るがゆえの合ってない点があると、私の目では捉えています。 

 どうかその辺におきまして、同じこと、医療、福祉としても、健康増進とか、病

院事業局とか、福祉もそうですけれども、重なりある部分があります。 

 これから、先ほどの午前中の答弁の中にもありましたけども、いわゆる縦横の連

携、お互い理解し合う、時に協力し合う、相手の立場をわかり合える、そういった

部署間同士の連携といいますか、お互いを認識する部分、協力し合う部分、こうい

う人と人との力、先ほどありました、福祉にとって一番大事なのは人材の確保であ

ります。人材の確保をする前に、私たち議会を含めて、市の執行部の皆さんにおか

れましては、その辺の縦横のしっかりとしたスクラムを組む姿勢、これをもって行

政のほうの振興を進めてほしいと思い、次の質問にまいります。 

 四つ目の認知症介護支援についてお伺いします。 

 認知症は特別な病気ではなく、誰もがなり得る病気です。２０２５年には認知症

患者が全国で７５０万人に達し、軽度認知障害の初期対応の人を加えると、軽く１，

０００万人を超えると推測されています。また、軽度認知障害は放置すると、５年

以内に半数が認知症に移行するとも言われております。 

 認知症患者を介護する家族の現状はひとり暮らしや、高齢夫婦の二人暮らしが増
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加しており、御夫婦以外に、また自分以外に介護する、介助する家族がいないとい

うのが、地方の美祢市の現状となってきつつあります。 

 とりわけ男性介護者は３割を超えております。そこで、地域包括ケアシステムの

構築と第７期介護保険事業計画の推進する中で、認知症地域支援どう考えているか

お伺いをします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをいたします。 

 認知症施策の推進につきましては、認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・

ケア向上事業の２つの事業の中に、認知症地域支援推進委員の配置や認知症ケアパ

スの作成、認知症カフェの運営支援、認知症初期集中支援チームの設置等がありま

す。 

 認知症地域支援推進委員につきましては、平成２８年１２月からの配置、認知症

ケアパスは平成２９年９月に策定、認知症カフェは既存６カ所のうち、４カ所に対

して補助金を交付しております。認知症初期集中支援チームにつきましては、平成

３０年２月に設置したところであります。 

 また、美祢市認知症等高齢者徘徊・見守りＳＯＳネットワークにつきましては、

４月からオレンジネットワークに名称を変更することとしておりますが、平成

２８年３月に協力団体との調印を行っているところであります。 

 それぞれの事業について、ただいま説明しましたとおり、稼働等はできておりま

すが、本格的な事業展開はこれからであると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  認知症、これは大変悲しくて苦しい問題であり、その前に認

知症になるまでの、また寝たきり状態、その他家族の介助・介護が必要な状態が長

く続いた上での発症、発病の例が多々あります。どうか、この福祉にかかわる問題

は、２０２５年という問題とよく文言が私の口からよく出ますが、この美祢市も、

県内でもまた全国を見ても上位にあるような高齢化率です。 

 どの計画もつくった、進んでいますという思いよりも、これが現行の現場の家庭、

家族対象者の皆さんは、１年でも１カ月でも早く、こういった福祉の関連する制度

をもって、心も体も生活も安心しておけるような、美祢市の生活を送れるように、
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いち早い展開、進行をよろしくお願い申し上げます。 

 次の再質問ですが、もしお答えできるなら、どなたか御答弁をお願いします。 

 認知症患者さんの支援体制とともに、早期に軽度認知症に気づき、対策を行うこ

とで、症状の進行を阻止するための早期発見診断対応の取り組みなどの認知症対策

も積極的に推進する必要があります。 

 また、家族介護者の支援は早急に充実させなければならない喫緊の課題です。認

知症家族介護者は、認知症の方の徘徊や妄想、または暴力、暴言などにより、いっ

ときも目が離せないなど介護負担が大きいこと、そしてその介護により、介護離職

や経済的な困窮、精神的な困惑、また、その生活への失望感などによる介護自殺や

介護心中など、痛ましい事例が発生することがないよう、介護者の支援体制づくり

も重要であると私は考えます。介護する側、老老介護もあれば、若い、まだ１８、

１９の女性が、おばあちゃんやひいおばあちゃんの介護をしている姿もよく私は目

にしてきました。この介護する人の支援体制をどうお考えか、この何らかの計画の

中にこれが盛り込まれているのか、なければ、新たにどう思われるか、御答弁をお

願いします。 

○議長（荒山光広君）  大野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（大野義昭君）  ただいまの再質問にお答えいたします。 

 まず、先ほど市長の答弁の中に、認知症早期支援チームの結成というのがござい

ました。これは、医師と、あと地域包括支援センターの職員がそのチームを編成し

ております。まずはそういった中で、先ほどもいろいろ地域包括ケアシステムの中

でも御説明しておりますけど、まず、早期の情報提供、情報収集、これをまずいた

しまして、その中で認知症と問題行動等があれば、地域ケア会議等を通して、こう

いった認知症支援チーム等の中で、医師の診断、あるいはそれに対する地域住民等

の支援等を検討してまいります。 

やはり、一番懸念されるのは、今言われたような家族の介護者、あるいはこの介

護者の中でも情報をなかなか外に出さない、そういった方もいらっしゃいます。だ

から、そういったこともひっくるめて、いろいろそういった地域で支援していく体

制、よくコミュニケーションをとっていただいて、そういった介護する側に立って、

いろんなケアの方向を進めていく、そういった方向で進めていくようになるという

ふうに思います。 
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 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  福祉全般、特に高齢期を迎えた市民の方に対しての福祉施策、

まずもって、内容のある、先ほど申し上げたスピーディーな進行で、充実した福祉

サービスを住民が選択できるような環境を整えてほしいと思います。 

 次に、気持ちを変えまして、最後のジオパーク活動の現状を問うと題して、ジオ

パーク活動の課題についてお伺いします。 

 日本では、ジオパークの定義の中にあったジオツーリズムを中心とした持続可能

な地域社会の発展という文言の理念の部分を利用し、これを地域おこしのツールと

して、ボトムアップで行えないかと、一部の地方自治体と地質学の学術研究者が連

携し、活動が始まったと聞き及んでいます。 

しかし、これも再三私が申し上げていますが、正直なところ、ジオパーク活動を

推進することで、持続可能な交流人口の増加や地域おこしへの過剰な期待が私には

ありました。 

本市も、今では世界ジオパークを目指してさまざまな研究や活動が行われるよう

になりましたが、残念ながら、私の暮らす地域や私の活動範囲では、ジオパーク活

動がほとんど見えない、伝わってきておりません。私と同じような市民は少なくな

いと思われます。 

自治体として、世界を目指すジオパーク活動を推進する意義や目標、そしてその

活動と地域住民の位置づけを改めてお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えをしたいと思います。ジオパーク

活動には、先ほど議員言われましたとおり、保全・教育・地域振興の３つの理念が

あり、本市のジオパーク活動の運営母体であるＭｉｎｅ秋吉台ジオパーク推進協議

会は、基本理念をジオパークの理念に基づき、持続可能な地域社会の実現を目指し、

住民・行政、そして研究者が地域のために何ができるかということをともに考え続

け、地域を経済的にも精神的にも幸福にしますとうたっております。 

先月末には香港ユネスコ世界ジオパーク事務局長の楊家明博士が本市に来訪され、

講演されたときにも、地域住民とコミュニケーションを図ること、そのコミュニ

ケーションから経済活動が生まれること、そして、アイデンティティを確立するこ
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と、すなわちＭｉｎｅ秋吉台ジオパークが何を目指しているのかということ、この

３つが大切であると発信をされております。 

目の前の損得も当然重要でございますが、５０年先、１００年先を見据えた市政

運営を行うため、本市はジオパークシステムを選択をいたしました。秋吉台、秋芳

洞などの自然遺産に加え、人々の活動も含め、美しいものをそのまま美しく将来に

残す保全活動や、将来にはばたく子供たちへの教育を充実させることに取り組むジ

オパーク活動は、とても重要であると考えております。 

そして、活動を継続するためには、経済的な裏づけが必要であることから、ジオ

ガイドやジオパーク活動に積極的に取り組まれる方々の利益を生み出す方法も考え

なければなりません。 

つまり、Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパークの基本理念と楊博士の御発言は共通しており、

人と物を大切にするジオパーク活動を続けることが本市の将来のためには必要不可

欠であります。 

今後も市民の皆様にとってわかりやすく、親しみやすいジオパーク活動を展開し

てまいりたいと考えております。 

市広報「げんきみね。」やＭＹＴなど、さまざまな媒体を通じて市民参加型のイ

ベントやシンポジウムなどをお知らせいたしますので、お気軽にジオパーク活動へ

の御参加をお願いしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  本市においても、ジオパーク活動の推進に求められる姿は、

まず、全庁体制で取り組む行政と地域住民、研究者、民間企業などが目標を見据え

て活動することです。ジオパーク活動の主人公は、研究者や行政ではなく、地域住

民であるべきと考えます。しかし、まずは行政の力で展開しているのが日本のほと

んどのジオパークの現状です。行政のジオパーク担当部局や熱心な研究者が、活動

を他の者に任せないようなケースも全国では多々見受けられます。みんなで情報を

共有し、一緒に考え、活動することが重要だと考えております。 

先ほどの福祉行政についての質問の中で申し上げた地域包括ケアシステムの構築

をしていく際に、病院事業局と市民福祉部との連携のことを不安視したような文言

が私の発言にもありましたが、ジオパーク活動においても、同じようなものと私は
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感じます。 

もっと各部局間で情報を共有し、連携を図る、全庁体制で取り組む必要があるべ

きと考えられますが、このような私の不安は当てはまらないでしょうか、この辺ど

なたか御答弁をお願いします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員のジオパーク活動についての市役所内の連携はとれ

ているかという御質問にお答えをしたいと思います。 

 ジオパーク活動の運営母体であるＭｉｎｅ秋吉台ジオパーク推進協議会を所管す

る市役所の現在の部署は、観光商工部世界ジオパーク推進課であります。世界ジオ

パーク推進課は、ジオパーク活動に取り組み始めた当初、本市の重要な施策の一つ

として、平成２３年度から約３年間は総合政策部に、その後、教育現場との連携を

充実させるために、教育委員会事務局に約３年間配置しておりました。 

このような経緯により、市内の小中学校を中心に教育現場においてジオパーク活

動の一定の成果が達成できたこと、さらに国立大学法人山口大学との連携も進展し

てきたことの判断から、今年度から商工観光部の所管とし、ジオツーリズムによる

地域振興を充実させることに重点を置いております。 

 現在は、本市の観光部署との連携は言うまでもなく、一般社団法人美祢市観光協

会とも深く連携しており、徐々にではありますが、本市のジオ資源を活用したツ

アー商品の開発も進んでおります。いずれにいたしても、全庁的にまたがりながら

活動の推進を図ってまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  西田観光商工部長。 

○観光商工部長（西田良平君）  ただいま市長が答弁されました、本質的なところで

答弁されたわけでございますが、私ども担当部局のほうから、実務的な、具体的な

ところをちょっと御答弁させていただきたいと思います。 

 まず、庁内におきまして、美祢市ジオパーク推進本部会議というものを設けてお

ります。これにつきましては、平成２６年度から開催しておるわけですけども、平

成２９年度も引き続き本部会議というものを実施しておりまして、こちらの本部の

構成メンバーは、副市長を筆頭に、各部長がメンバーということになっております。 

 それから、市役所内での実際の事業の連携ということで、個別具体的に多々ある
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わけですけども、観光という面では当然観光振興課、それから、観光洞の保全とい

うことでいいますと、文化財保護課、あるいは観光総務課と連携をしております。

それから、学校教育ということでいえば、学校教育課、生涯学習スポーツ推進課と

の連携によって、出前講座等も行っております。 

あとは、健康増進であったり、地域福祉、高齢福祉、各課におけるイベント、例

えばウォーキング大会とかあるわけですけども、こういったようなところにクイズ

形式でジオのことを取り入れるというようなことで、波及効果を推進するというこ

ともしております。 

その他、防災関係、総務課、あるいは消防本部とも、地域住民の防災に関する出

前講座等も行っているというようなところ、併せまして商工労働課、農林課ともジ

オメニュー、ジオでとれる特産品というようなところで、ジオを強調した部分とし

て付加価値をつけた農産物の推進というような形で各課で連携を進めているという

ところが具体的なところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  私の目線で、連携があるのかなって思っていたところに、い

つだか市民会館でありましたジオパークの報告会の中の小冊子の中の一面に、「全

庁舎体制が必要です」、「体制を組んでいます」じゃなくて「必要です」というよ

うな文言がありましたんで、あれ内側からも連携がもっと必要だと、またはないと

いうような表現に捉えましたんで、ちょっとここで質問につけ加えたまでのことで

あります。 

 時間がありません。最後になりました。これもまたまた、何度も言いますが、ジ

オパーク西部エリアにあるジオサイトの整備は、まだ取り組む予定がございません

か。もしくはこのまま保留し、自然に風化するのを待っていらっしゃるのかと思う

ときもあります。地質学の研究や観光資源としては、その価値も可能性も乏しいの

かもしれません。しかし、西部エリアのジオサイト整備の取り組みなど、どう考え

るか、お伺いします。時間がありませんので、これと添えて答弁願います。 

 その中でも、私の中にあります桃の木露天掘り跡のジオ観光客の受け入れ体制や

環境整備などを具体的にどう考えているのか。また、２年間訴え続けてきた荒川水

平坑を文化財としてどう保全していくのか、ジオサイトとしての環境整備と観光客
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の受け入れ体制づくりをどのようにしたいと思っているのか、また全く考えていな

いのか。 

私も何件かの方を連れてきましたけども、ここがそうなのっていう、すごく入り

づらい、遠慮しながら入っていかなきゃいけない、大事なジオサイトであり、文化

財でもあります。この辺のこと、いま一度積極的な御答弁のほど、よろしくお願い

します。 

○議長（荒山光広君）  西田観光商工部長。 

○観光商工部長（西田良平君）  西部エリアの取り組みについての再質問にお答えを

いたします。 

Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパークには、３４カ所のジオサイトがあり、西部エリアには、

荒川水平坑跡や海軍キーストーンなどの大嶺炭田に関連するジオサイトが点在をし

ております。これまでも、これらのジオサイトを観光客へジオツアーで紹介してま

いりましたが、今年度から桃の木露天掘り跡のジオサイトについて、地元市民の

方々と観光客の受け入れ体制や環境整備などの協議を進めておるところでございま

す。 

桃の木露天掘り跡は、約２億５，０００万年前の無煙炭のダイナミックな地層を

見ることができることから、その場所までのアクセス整備や地元市民に加え、一般

社団法人美祢市観光協会も交えて現場を実際に調査をして、検討をしているところ

でございます。 

今後は、地元の方々を中心に行う観光客へのガイド活動や地権者との調整などの

課題はございますが、西部エリアのジオサイトにおけるハード、ソフト面、その両

面の計画をより一層進めてまいりたいというふうに考えております。 

 地権者の問題ということで申し上げましたが、荒川水平坑につきましては、特に

手前側のほうに一般の方の地権者の方もいらっしゃいますので、その辺の権利等の

問題もこれからありますので、その辺もしっかりと検討していかなければならない

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  末永議員。 

○１番（末永義美君）  美祢地域の住民の皆さまがジオパーク活動は秋吉台とその周

辺のことでしょという言葉が返ってこなくなったような、美祢地域の環境がつくれ
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ばと願っています。どうか、この大嶺炭田、今は桃の木地区の住民の方々が一生懸

命頑張っています。これが麦川の地区の方や豊田前地区の方、旧大嶺炭田の中での

記憶や思い出が残っている方が御存命のうちに、それがジオパーク活動のジオスポ

ットとしての新たな展開において、元気になった地域が活性化したということが実

感できるように、何をもっても早期の具現化の活動、目に見える進展のほどをよろ

しくお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（荒山光広君）  この際、２時１０分まで休憩いたします。 

   午後２時０１分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午後２時１０分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。安冨法明議員。 

   〔安冨法明君 発言席に着く〕 

○１５番（安冨法明君）  政和会の安冨法明であります。一般質問３件ほど通告をし

ております。 

 まず最初に、相対的なこと申し上げますが、新年度予算の審議に当たり、市長は

新庁舎の建設を初めとした投資的事業、子ども医療助成事業の拡充、通学費の補助

事業等の多数の事業推進の方針を示されました。 

 私たちがかつて経験のしたことのない急激な人口減少社会に直面をしている中で

の予算編成であり、これらの対策として理解をしなければならない面もありますが、

事業によっては一度始めるとやめることがなかなか難しい、限りなく義務的経費に

近い固定費となる可能性があります。このことは、後年度に多額の財政負担を残す

ことにもなります。財政的には、後年度負担に配慮し、収支のバランスを図るとい

うことに尽きると思います。 

 そこで、最初に固定資産税についてというふうにしておりますが、地方税におい

て固定資産税は景気の動向に左右されない税目であり、地方自治体にとっては安定

した財源と言えます。新年度予算においても市税３１億６，６７２万円のこのうち、

１５億９，４０６万円、約５０％を占める割合となっております。 

 他方、納税者の側からすれば、退職して年金生活になる。あるいは、過疎とか少

子化の影響で事業等がなかなか芳しくなくなる。そういうふうな中でも同額の税額



- 58 - 

を課されることになります。重税感が増してまいります。 

 このような状況の中で、税収は近年減少傾向にあります。過疎が進む中、相続や

贈与によって、権利者といいますか、相続人が拡散をし、市外在住であったり、行

方不明であったりとか、納税義務者の特定が困難な場合がふえてきているのではな

いかと思っております。 

特に、郡部といいますか、中山間地等の山林でありますとか、田、これらの資産

価値の低下する中、面倒な手続や費用を考えると相続が適切に行われていない現状

があるのではないかと考えられます。現状と対策についてお伺いをいたします。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  安冨議員の御質問にお答えいたします。 

 贈与における納税義務者の把握は、相手方を特定できている状況で、特に問題は

生じておりませんが、議員御指摘のとおり相続つきましては、相続登記が法律によ

り期限を定められていない状況であるため、何代にわたって相続登記を行われてい

ない案件も見受けられ、全国各地で所有者不明の土地が相次いで確認されるなど、

深刻な問題となっているところでございます。 

 相続登記の促進をするために、市民課に死亡届に来られた遺族に法務局作成のチ

ラシをお渡しし、相続登記を呼びかけているところであります。 

 市といたしましては、相続登記の有無にかかわらず、納税義務者を的確に把握す

るため、納税義務者変更の手続をされない場合には、地方税法第３４３条第２項の

規定により相続人の代表者に手続をしていただく旨の通知を定期的に行っていると

ころであります。 

 直近３年間の通知状況を申し上げますと、平成２７年度は２３３件、平成２８年

度は２０８件、平成２９年度は２５３件で、３年間の平均では２３０件程度の通知

を行い、ほとんどの場合は納税義務者の把握へとつながっている状況ではあります

が、中には相続が難航している案件もありますが、これらの案件についても粘り強

く納税義務者の把握に努めているところであります。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  ただいまの答弁では、とりあえず行政としては適切な対策

がとられて大きな支障はないと、こういうふうなお答えであったように思います。 
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 なぜこういうことを聞くかということなんですが、後で申し上げる質問と関連が

あります。 

行政側から見て、自主財源であります市税の適切な把握なり、収納対策というの

はどうしても必要なことであります。特に自主財源に乏しい小規模な自治体にとっ

ては大きな課題となります。そういうことでお聞きをいたしております。 

 ただ、適切なといいますか、相続が行われていくということは、資産の価値がな

くなってくるとか、そういうこととは別に、やはり行政のほうばかりではなく納税

者といいますか、市民にもそれなりの財産を守っていくという認識といいますか、

大切なことだろうというふうに思っております。 

 その上で、ホームページで美祢市の相続についてということでちょっと調べてみ

たんですが、相続に関する冊子のようなのがあったんですよね。今もあるのかどう

かわかりませんが、ただ百幾らか有料だったように思います。そういうこと等も含

めて、市民の資産を適切に把握をしていくというのが、行政の一つの使命だろうと

いうふうに思います。 

 そこで、今広報等もあります。これの漫画でいろんな施策についての周知をした

りされているところがございます。そういうこと、あるいは先日「暮らしの便利

帳」というのが来ました。例えば、あれも手遅れといいますか、いっとき数年先に

なるのかもしれませんが、ああいうふうな機会を利用するとか、そういうもので相

続をきちんとしましょうというふうな周知は、きちんとされるべきじゃないかなと

いうふうに思いますが、このことについてどのように考えておられるか、お伺いを

します。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  ただいま安冨議員が相続の重要性について御指摘をされ

ましたが、おっしゃるとおりというふうに考えております。 

 先ほど答弁で申し上げた中に、市民課に死亡届を提出されるときに、相続手続を

含めてですが、その他もろもろの必要な手続がありますので、それらをやってくだ

さいというようなチラシは現在のところお配りしておりますが、安冨議員がおっし

ゃいましたように、それ以外のわかりやすい方法についても、先進の事例を調査し

て今後検討してまいりたいというふうに考えています。 

 以上です。 
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○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、これも関連したような事案なんですが、農業従事者が高齢化してきており

ます。もう平均したら７０を超えているんだろうというふうに思うんですが、後継

者不足が深刻な課題になっております。結果的に耕作放棄地が増加をしております。

その対策が非常に困難を伴うものとなっております。 

 農業委員会の行っている農地の集約でありますとか、これがための利用権の設定

をしておるわけですが、最近はやはり所有者が特定できない場合が出ております。 

 資産価値がない、管理ができない、預かり手がいない、これらの理由によって、

もう田んぼあげます、山あげますというような感じの話が結構出ます。これでもら

い手があると、「いいですよ、もらいましょう」という話になるといいんですが、

なかなかそんな話にもなりません。まず最近、特に圃場整備もしていないような田、

圃場整備がしたような田でもあるんですが、そんな感じで引き受け手がありません

し、あげると言ってももらい手がない、これが現状であります。 

 これも資産ですから、先ほど申し上げたことと同じようなことがあるんですが、

農業の立場でどのように現状を認識をされていますか。また、これがための対策等

で考えておられることがありましたら、お答えをいただきたい。 

○議長（荒山光広君）  安永農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（安永一男君）  安冨議員の御質問にお答えいたします。 

 農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者が借り手、高齢や勤めなど事

情で耕作できない農地所有者が貸し手となりまして、両者の間で農業経営基盤強化

法に基づいて農地貸借等の権利を設定することを「利用権の設定」と申します。 

 この利用権の設定期間が満了を迎えますときには、農地の貸し手と借り手が次回

の再設定に向けて話し合いをしなければなりませんが、農地の貸し手の死亡により

農地が相続されず、さらに相続人が不明な場合には利用権の設定ができなくなり、

また、借り手が耕作をやめた場合は農地の荒廃が懸念され、市の収入となります固

定資産税の納付も見込めなくなります。 

 そのような所有者がわからない農地に対し、農地法では戸籍資料などで相続人を

捜し尽くした遊休農地に限り、農業委員会による公示を行い、県知事の裁定を経て、

農地中間管理機構に最長５年の利用権の設定ができることとなっておりますが、大
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変時間と労力がかかります。 

 このことから現在開会中の国会におきまして、所有者不明農地の集積を促す制度

を創設し、固定資産税を負担する事実上の管理者が、簡易な手続で農地中間管理機

構に利用権を設定できるように農業経営基盤強化促進法の改正について審議がされ

ております。詳細につきましては不明ですが、法案可決後、内容を検討の上、有効

に活用してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  先ほど田辺部長に答弁をいただいたんですが、農業に関係

する部署、農林課、今農業委員会の局長の答弁なんですが、少し違いますよね。認

識というか、やはり実際に農業とか、農林業に従事する課の、担当する課のほうが

やはり現状はもっと厳しいですというふうな感じに、税の把握にも影響するんじゃ

ないですかというふうな答弁だったというふうに思うんです。 

 だから、そういうことを一応十分に御理解をいただきたいということと、最近新

聞に結構相続が適切に行われていないという記事が出ております。これを国がやは

り放置できんのじゃないかなということで、もう少し相続者が拡散した場合でも、

半分とか、あるいは１人つかまえたらというふうな感じのものが出てくるんじゃな

いかなというふうには思うんですが、それにしてもこういうふうな現状の中で、よ

く庁内でといいますか、よく市長言われます庁内協議で、やはり情報を共有してい

ただきたい。 

 ちょっとこれ、通告にないんですが、この前市長と一緒に空き家対策協議会に出

ました。あのときも同じことを言いました。要するに、それぞれの部局で持ってお

る情報は、最大限それぞれの部署で共有できるように、特にこういうふうな問題、

それから空き家のような、これも固定資産といいますか、資産になるわけですけど

も、同じようなことがやはり言えるというふうに思います。 

 これらの問題というのは、やはりリーダーといいますか、市長がそういうふうな

指示をされないと、どこかがきちんとしたデータを持っていながら、ほかのところ

がまた同じようなことをやるというなのは、私は行政の効率化からすると、まるで

いけませんという話になってくるんだろうというふうに思います。よろしくお願い

いたします。 
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 次に、地方財政の硬直化と臨時財政対策債についてというふうな質問をしており

ます。 

 地方交付税は、国税五税といいますが、その一定割合の額を地方の財政力に応じ

て財源として交付されているものだというふうに思っております。 

 性質的には依存財源ということに区分けがされておりますが、人によれば地方独

自の財源である、ちゃんと下さいというような感じのことを言われる方が結構あり

ます。要するに、言い方を変えれば、交付税なしでは地方は成り立たんということ、

そういうふうに言ってもいいということです。 

 この交付税の不足分の手だてとして、臨時財政対策債が認められております。こ

こ数年、これらの元利償還については、これらといいますか、これの元利償還、だ

から臨時財政対策債の元利償還金については１００％交付税算入が可能である、こ

れは財政担当がよく言われますよね。 

 基本的には国が地方と交わした約束を守ってくれさえすれば何の問題もない、こ

ういうことにはなります。しかし、市債残高、３０年度末見込みで今議案をいただ

いておるわけですが、臨時財政対策債の占める割合は６８億４，０９６万ぐらいに

なっています。１６２億……総額が七千五百十四万、これ４２％になります。この

過疎債を初めとして、交付税に算入可能な起債は何件あるんでしょうか。財政担当

者から有利な起債として毎回説明を受けております。 

 今後、新庁舎の建設、先ほども言いました総合支所、消防センター、共同調理場

等多くの施設の建設をこの有利な起債、これを利用することによって実施をするこ

とになっております。これは前回も申し上げたというふうに思うんですが。 

これらの有利な起債、俗に言う有利な起債、使うことができれば実質公債費、財

政健全化比率の一つの指標なんですが、これが公債費の元利償還額、これには大し

て影響は与えないといいますか、要するに交付税算入分を引いてしまいますからそ

ういうことになります。 

 しかし、言い方を変えれば、臨時対策債は赤字地方債ですと言う方もおられます。

本来、一般財源の不足分として地方が起債を発行することは事実上できます。それ

が一般財源としての使い道を許されているこの臨財債というのがあるわけで、当然

１００％交付税算入できますということですが……。 

 先ほども言いましたように、国と地方の約束ですから、これが守られさえすれば
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どうということはないというふうな感じにはなるんですが、そこが財政力の弱い地

方自治体にとっては、今からこの少子化の問題、よく私申し上げますが、これは竹

岡議員あたりの話の中にもよく出てきます。人口が急激に、予測を超えて減ってき

ます。基本的にはこの辺のことを考えると、もう交付税はいくら仮に地方固有の財

源だからというふうな言い方しても、積算のもとが減るわけですから残念ながら

徐々に減ってきております。それは今度いただいた新年度予算の表を見ても明らか

であります。これが将来的に美祢市の財政上の足かせにならないだろうか、こうい

うことを考えるわけなんですが、市長はどういうふうにお考えでしょう。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  安冨議員の御質問にお答えします。 

 議員御指摘のとおり、本市では本庁舎の整備を初め、公共施設の大規模な整備を

検討しており、その他事業の財源としても多額の起債を見込んでおります。 

 また、地方交付税の不足分を振りかえる形で発行される臨時財政対策債につきま

しては、制度開始から発行可能額満額で起債をしており、これらのことから今後公

債費は増大するものというふうに認識しております。 

 しかしながら、公共施設等の整備に当たり起債を行うことは、多額の費用を要す

る施設整備において一般財源を減らすことができ、受益者負担の公平性の観点から

も意義があるものと考えております。 

 起債が財政に与える影響についてですが、臨時財政対策債につきましては、議員

御指摘のとおり公債費に占める割合が高くなってきてはおりますが、発行可能額の

１００％が後年交付税算入される仕組みであること、また臨時財政対策債以外につ

きましても、その他の起債につきましても交付税算入の大きい有利な起債を行うこ

とにより、財政への負担を最小限に抑えることが可能であるというふうに考えてお

ります。 

 平成２８年度末の市債の元利未償還額約１８４億のうち、約７割の１２４億が交

付税算入される起債というふうになっております。 

 したがいまして、臨時財政対策債を初め、有利な起債を効果的に行うことは、最

適な財源調達の手段の一つというふうに考えておりますので、今後も適切に活用し

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  いつも同じような答えがそういうふうに返ってくるわけな

んですが、私、市長の答弁が聞きたかったんです。何でかわかりますか。市長、議

員から市長になられましたよね。議員に在籍のころ、議員のころは似たようなこと

を言っておられませんでしたか。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  安冨議員の御質問にお答えをいたします。 

 私も議員を１３年ほどさせていただきました。特に財政については、当然今議員

御指摘のとおり自主財源をいかにふやしていくか、そういった観点からいろいろな

質問もさせていただきましたし、そういった取り組みをするべきだという主張もし

てきております。 

 また、市長になっても、先ほど来質問ありましたとおり、猶野議員の質問がござ

いましたけれども、自主財源をどう確保していくのかということに、今考えを及ば

しているというようなところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  これは言われるとおり有利な起債を活用するといいますか、

認めてもらえさえすれば、確かに先ほども言いましたように、財政健全化比率のう

ちの実質公債費比率がその割には上がってきませんよね。その辺の配慮は、やるん

だったらこういうものを使っていくべきだろうというのは私もわかります。 

 これは岡山議員がよく言われるんですが、美祢市の今の実質公債費比率は、１４．

４％ですよね。これはたしか２５％が一応のイエローカードの境目といいます

か……。確かに余裕はあるようですが、いつも岡山議員言われるのは、これ１３市

のうちじゃ一番悪いよと、１４．４というのは一番悪いんです。 

 例えば下松が一番いいんですが、これ０．５です。近くの長門市さんでも８位ぐ

らい、９．３、要するに一桁になっています。こういう現実があるということは、

やはり考えておかなければいけないというふうに思いますし、公債費について、例

えば今から三、四年のうちに１２０億でしたか、投資的な事業を行うということな

んですが、起債の残高が平成３４年に一番多くなって２００億ぐらいになります。

公債費比率はずっと３年から５年の据え置きがありますよね。それとか、この比率



- 65 - 

の３年平均でしょうから１０年ぐらい遅れて平成４１年ごろ、実に０．１８になり

ます。こういうふうな状況にあるということだけはよく考えておかなきゃいけんだ

ろうというふうに思います。 

 それで、一つだけどうしても気になりますんで、私きょう申し上げようと思って

質問に立っているわけですが、これはちょっと古いんですが平成２１年の６月と書

いてあるんですが、前澤さんという財政金融課、前澤さんですから政府でしょうね。

地方財政再建の現実と地方財政健全化法の施行ということについて書いている。 

 これ、実は旧秋芳町のときに、私――何人ぐらいで行ったかな。福岡県の赤池町、

前に言ったことあるかもしれませんが、視察に行ったことがあるんです。何の視察

に行ったかというと、赤池町が再建団体になって、一応立ち直った後に、じゃあそ

のお話を聞きに行こう。合併協議で、いろいろ財政問題で難しい話をしまして、脂

汗をかいておったんですが、その前の話なんですけども、決して秋芳町の状況がい

いことじゃない、いい状況にはないということでここへ行ったんです。 

 この赤池町さんは、今合併をされて福智町というみたいなんです。隣の方城町、

それから金田町というんですか、赤池町と三つで合併をされています。この３町と

もが皆再建団体になっているんです、１回。 

 この福智町というのはどうなんかというと、今財政がやや問題になってきつつあ

る、ここ書いてあります。ちょっと問題があるんですけども、また起債といいます

か、借金の残高がふえてきている。これが最初に赤池町のことが書いてあるんです

が、実質公債費比率が１２７．７％になったというんです。これで自力ではだめだ

からということで、再建団体になっているんですが、その後いろいろ御苦労されて、

みなは読めませんから、この中で２カ所ぐらい読みます。注意して聞いていただい

たら、私がなぜこんなことを言うかというのがよくわかる。 

 仮に財政が悪化して再建をしようとしても、なかなか財政規模の小さいところで

は、市税、例えば固定資産税などの税率を上げるとか、市税を上げるとか、使用料

手数料を上げるとか、要するに過疎の町で財政力の乏しい自治体は、幾ら上げても

大した効果がないんです。それぐらい財政を再建していくというか、改善していく

というのは難しいということを書いてあります。ちょっと読んでみます。 

  問題は累積した債務残高を解消するための財源をどこに求めるかである。旧赤

池町の財政再建計画における歳入増加策は、従来比較的低水準に抑えられてきた
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町営住宅の賃料や下水道使用料の引き上げを含んでいたものの、赤字解消の財源

を住民の税負担の増加に積極的に求めたものであったとの印象は受けなかった。

個人住民税や固定資産税の税率引き上げを、歳入増加策の一環として断行した夕

張市との大きな違いである。 

  福智町役場において行ったヒアリングでは、炭鉱の閉山以来の人口の減少、高

齢化が既にかなり進んでいることから、仮に個人課税を強化していたとしても、

大幅な歳入増にはつながりにくかった。域内に債務償還のための財源を求め得な

いという小規模団体特有の問題であり、今後同様の小規模団体、特に過疎地域に

ある自治体が財政の早期健全化、財政再生に取り組む際にも生じ得る問題である。 

 なかなか一度大きくすると、あるいは再建団体規模の、今は再生団体と言うんで

すが……、もう少し読んでみます。福智町の財政の現状というふうな項目がありま

す。 

  福智町は現在、実質収支比率、連結実質収支比率とも黒字になっている。平成

１９年度決算ベースで見た実質公債費比率は１２．８％、福岡県内の市町村平均

の１２．６％をやや上回る程度である。ただし、住民一人当たりの地方債残高は

９３万５，６７８円と全国の市町村平均を４４万６，９２２円を大きく上回って

いるばかりである。 

 つまり、合併をしたけども状況はよくないと。これ、ちなみにちょっと年度が違

うんですが、美祢市が６４万８，０００円ぐらいになるんじゃないかと思うんです

が。 

 町債の発行に当たっては、交付税措置のついているもの中心とする方針をとって

いるため、実質公債比率は低く抑えられているが、累積債務による公債費の増大に

より、経常収支比率は１０４％と極めて高く、財政の自由度が損なわれている。 

 赤池町を初めとする３町の財政再建は、累積赤字の解消と実質単年度収支の黒字

化により、平成１２年度の時点で、とりあえず達成されたはずであったが、にもか

かわらず、現在の福智町の債務残高が高い水準にあり云々とこう、こんな感じ、何

となくおわかりになりますよね。 

 こういうことを申し上げて、非常に財政上の課題をこのままいけば抱えるんじゃ

ないかなというふうに思います。このことについては考えをお聞きをしたいと思い

ますが。 
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 もう一つ、田辺部長が言われましたが、以前、これ合併当初です。後でお見せし

ますが、これ今言われる有利な起債とか、項目別に、費目別に、ずっと書いてある。

充当率、交付税算入、こういうふうな表、前いただいているんです、よくこういう

話をしたんです、前の村田市長さんのころですか。 

 そういうことを含めて、じゃあ今年度の公債費の中に、交付税算入ができる額が

何ぼあったんかっていうのを、私は財政資料といいますか、今の予算資料の中でお

示しをしていただくと、言われること、多少なりとも国が約束を守ったらの話なん

ですが、そういうことを思っております。 

 この２点ほどちょっと聞きます。あとはちょっと質問の内容を変えます。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  安冨議員のただいまの御質問で、まず１点目の実質公債

費比率を低く抑えるべきだということは、私どもとしてもそれは当然のことで、低

いに越したことはないということは重々承知しておりますが、大型事業を行う場合

については、どうしても、一時的には起債に頼らざるを得ないと。一時的に実質公

債費比率が高くなることは、やむを得ないのではないかというふうにも考えており

ます。ただ、それが恒常化することは絶対にあってはいけないというふうに考えて

おります。 

 それと、２点目の交付税の算入の資料につきましては、御用意をいたしたいと思

いますが、どうしましょうか、どこで提示をいたしましょうか。（発言する者あ

り）承知しました。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  余り時間がありませんから、私だけなんかもしれませんけ

ど、これから先の事業を考えたときに、非常に不安になるんです、大丈夫かなって。

それだけならいいんです。それは投資的な、例えば箱物をつくるんだったら、それ

はつくった年に借金をしても、終わったら借金返すだけで……まあ返さんにゃいけ

んですけども。 

 ただ、今、過疎化対策、少子化対策って、いろいろ先ほど言いましたようにあり

ます。だから、その全てがいけんと私いいませんけども、何でもやってしまうと、

先ほど言いましたように、それってことしやって、来年やらなくて済みますかって
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いう話ですよね。だから固定費になるよと、こういう話をしているんです。だから

それ一緒にくるわけですから。非常に私、厳しいと思っております。それがために、

財政再生っていうふうな感じの、国の力借りないと、もう地方で任意団体みたいな

感じで再生するの難しいですよっていうことを、今申し上げた。 

 それで、最後の質問をさせていただきたいというふうに思います。 

これ昨年の１２月だったと思うんですが、豊田前で議会報告会をやりました。そ

の席である男性の方が言われたんですが、葬儀告別式の御案内っていいますか、

「告知放送、前やってもらっていたけども、最近やってもらえん」と、「どねかな

らんじゃろうか」とこんな話なんです。 

私豊田前の以前どういうふうな形になっていたか、有線放送的なもんがあったん

だろうというふうに思うんですが。秋芳がそうなんですね、全くそうなんです。秋

芳町の場合は、葬儀告別式の案内が有線放送でずっと流れるようになっていました。

山口ケーブルを入れたときに、基本的に緊急放送だけだっていうことで、職員もい

なくなりましたし、この扱いもなくなった。こういうふうなことで。ただ地域には

非常に要望が強いものがあります。 

 御存じのように、私は浄土真宗ですから、葬儀に行ったら白骨の御文章というの

をお坊さんのほうが読まれるんですが、きょうとも知れず、あすとも知れずってあ

れですよね。私思うんですけど、最近お参りが少ないんです。要するに周知ができ

なければわからないんですよね。ここで一つやっぱり考えていただきたいのが、市

内全域に同じサービスができるかどうかは別として、これも課題なのかもしれませ

んが、できるところは、私はやられたらいいんじゃないかなというふうに思うわけ。 

 なぜやらなくなったかなというふうなところもあるんですが、やれない、あるい

はやらない理由っていうものを教えていただけたらというふうに思います。という

ことはやっていただきたいということを前提に話しております。 

○議長（荒山光広君）  藤澤総合政策部長。 

○総合政策部長（藤澤和昭君）  安冨議員の御質問にお答えします。 

 本件につきましては、平成２４年１２月１１日の総務企業委員会において、山中

議員から秋芳地域における訃報情報の告知放送継続の要望発言がありましたが、当

時、葬儀告別式の告知放送等は、秋芳地域と豊田前地域のみで行っており、豊田前

地域を除く２地域と美東地域では行っていなかったことから、全市統一的な方向で
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整理、つまりは廃止したい旨の回答をいたしておりました。 

 また、その後庁内で協議をした結果、訃報の情報は私的なものであり、行政が提

供する公共的放送として行うことは好ましくなく、また合併による市内の情報の均

衡を図るとの判断により、平成２５年３月末日をもって、訃報に関する放送を全て

終了したものであります。 

 このたび一般質問を受け、改めて本件について整理をいたしましたが、廃止をし

た当時と同様、個人情報保護法等、法に基づく制限はありませんが、私的な情報を

積極的に公共的放送により周知することは、適切ではないと判断するところであり

ます。 

 なお、地域づくりの観点から申しますと、訃報等の連絡体制を地域の課題として

捉えていただき、連絡網の強化を図られるなど、地域の実情に応じて対策を御検討

いただければと考えております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  何と冷たいお言葉でございますが、さっき言おうと思った

んですが、地域で考えて連絡網つくれって、言うのは簡単ですけど、それができた

らこんな話は出てこないんです。優しくない行政。 

 それで、私は思うんですけども、こういうふうな連絡網というのは、たしかね、

――もともとないところはそれなりにあるんです。「あそこのばあちゃん死んじゃ

ったってね」「あそこの若いのに残念じゃったね」って話いくようになっちょる。

こういうのがあったところちゅうのは、これで皆言ってくれるわけだから、そうい

う連絡網ちゅうのはないんです。なかなかできない、こんなもの。「言うたら悪い

かね、あの人また迷惑かけるかね」とこんな話。「言わんほうがよかったかね」と

かって、ものすごい気を使って皆さん生きちょってんです。お世話になった、等し

く生を受けて、同じように長いか短いかで死んでいくわけですから。その間に多く

の方にお世話になるわけじゃないですか。亡くなった方にお世話になった方なんか、

特にそうじゃろうと思います。「もう御無礼じゃったね、申しわけなかったね」っ

てこんな話でしょ。そういういえば、部長言われるように、個人情報どうのこうの

っていう法的には問題ないよっていって、統一して、ここにそういうサービスがで

きて、ほかのところはないから、当然できないから旧美祢地区かな。 
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 じゃあ何をすれば越えられるんでしょうか。私は越えられる方法があるんじゃな

いかなというふうに思うんですけどもね。そういう一番、私はだから個人情報と言

いますけれども、秋芳町の場合はちゃんと、何といいますか、亡くなられた方の了

解とれませんから、家族の了解をとって、家族の了解が得られていますかっていう

ふうなことで、職員がおったということもあるんですが、有線放送の職員が流して

くれていました。 

 私は、そういうふうな配慮っていいますか、何ら個人の情報がどうのこうのって、

今ごろは家族葬とか内輪だけでやられる方も確かにたくさんありますけどね。どう

です、もう一度、お聞きをしたら、多少何か答えが変わりますか。 

 きょう市長、無理やり聞いて１回しか答えられていませんよね。もう少し、市長

の立場でいろいろお答えをいただかないと、おもしろくもなんともありません。や

っぱり、部長のお答えがいけないちゅうんじゃないですよ。でもやっぱり市長がど

ういうふうに考えているかという、質問の通告書にはちゃんと、答弁者は市長って

書いて出している。このこともわかって、十分御存じですよね、先ほども言いまし

た。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  安冨議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 答弁者市長というふうにお書きでということでございますけれども、場合によっ

ては、部長以下で答えさせていただく、市長の決裁印を押して答えているものでご

ざいますし、担当のいろいろな細かい数字については、担当が答えておるというこ

とでございますが、今言われました、有線放送、美祢地域では豊田前、私出身地で

ございました。その昔は、私が覚えている範囲では、農協がやられておりました、

豊田前も。その後、美祢有線放送がＭＹＴができまして、公民館から宿直の方が行

っておったのが、豊田前が美祢だけだったというふうに記憶をしておりますけれど

も、これも全市的な統一を図るということで、今部長が申しました時期に、秋芳町

並びに豊田前の放送を取りやめたということでございます。 

 先ほども部長が申しましたとおり、私的な事柄について、公共が放送するのはい

かがなものかというふうに思いますけれども、いろいろなやり方はあるというふう

に思っております。 

 例えば、社会福祉協議会さんのほうにお願いをするだとか、また地域によって、
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そういったコミュニティができるのであれば、そのコミュニティの方にお願いをす

るだとか、いろいろな方法はあろうかと思いますので、先ほどもちょっと部長が触

れていましたけど、個人情報の保護法とかというのは、余り関係ないというふうに

私も思っております。議員御指摘のとおり、遺族の方から放送御依頼があれば、で

きるような体制を整えていただける団体ないしコミュニティがあれば、そこと協議

しながら、進めていけるものは進めていかさせていただければというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  前向きな答弁なんですね、今のは。特に今言われましたけ

ども、社会福祉協議会さんあたりにやっていただくというのも、一つの手だろうと

思いますし、それぞれ人生再期迎えられて、お見送りされた家族というのは、香典

の一部をという社協の広報に出てもあります。今まで長いことお世話になった皆さ

んに、少しでもということだろうというふうに思います。そういうこと等々を考え

れば、私は社協の方とか御配慮があったら、それはうれしいなというふうにも思い

ます。 

 きょうは、それなりのお答えであったというふうに受けとめておりますんで、ぜ

ひ検討して、部長、余りうれしそうな顔していないです。 

 この普通の案件と違って、もうちょっと違った配慮をしないと、していただけた

らなというふうに私は思います。考えてみていただきたいと思いますし、我々も考

えんにゃいけんところがあるかもしれません。また、協議の場なんか持っていただ

ければ、またうれしいなというふうに思います。 

 そろそろ時間ですので終わらせていただきます。ありがとうございます。よろし

くお願いします。 

○議長（荒山光広君）  この際、３時２０分まで休憩いたします。 

   午後３時１０分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午後３時２１分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き会議を開きます。一般質問を続行いたします。

秋枝秀稔議員。 



- 72 - 

   〔秋枝秀稔君 発言席に着く〕 

○５番（秋枝秀稔君）  皆さん、お疲れさまです。純政会の秋枝秀稔です。 

 このたびは、一般質問第１日目の最後の順番ということになりました。お疲れの

ところでございますが、緊張感を持って美祢市の振興に向け、わかりやすい質問に

心がけていたしますので、御回答よろしくお願いします。 

 このたびの質問は２点あります。それでは、第１点目の質問に入らせていただき

ます。 

 安倍首相が２０１６年の９月に、内閣官房に働き方改革実現推進室を設置され、

働き方改革の取り組みを提唱されました。 

 少子高齢化が進む中で、５０年後も人口１億人を維持し、職場、家庭、地域で誰

しもが活躍できる社会をつくろうとするものです。私はまさに慧眼と思っておりま

す。 

 平成７年に、日本の労働力人口８，０００万人をピークに、それ以降は減少の一

途をたどり、そして、日本の総人口も減少に転じ、同様、美祢市も人口減少が続き、

併せて労働力人口の減少もあり、企業が社員を募集してもなかなか集まらないとい

う話も聞いております。引き続き、人口の減少が進んでおります。 

 戦後７０年を過ぎ、労働や社会環境に制度疲労を起こしているのではないかとい

うふうな思いもしておりますが、国際社会は変革を繰り返しながら、日本だけはい

つまでも変わらない社会であっては、国際社会から取り残されるように思います。 

 試行錯誤を繰り返しながら、場合によっては、朝令暮改を繰り返しながら、改革

を進めていかねばならないものと考えております。 

 今の公務員制度も時代に連れ、改革されなきゃならないと思っているところです。

このたびの一般質問も市役所の労働環境を見るにつき、日々改革の必要を感じてい

るところから出させていただきました。 

 内閣で示されたのは、このままでは国際競争におくれてしまう、負けてしまうと

いう危機感からと思いますが、美祢市におきましても、同様に地方自治体間の競争

に負けないためにも、常に試行錯誤を繰り返しながら、改革を繰り返すということ

が必要ということ。また、職員の方が生き生きと働きやすい環境を整備することで、

地方自治体の中で、先頭集団に立てるんではないかと、誇れる美祢市にしていただ

きたいという思いを持っております。 
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 市長は美祢市の将来を見据えた施策を示し、これを実行に移す、仕事を実際にす

るのは職員の方です。実際の仕事は職員が遂行します。この職員の組織を活性化し、

磨くことが非常に大事なことと考えております。 

 質問を進めさせていただきます。まず、最初に職員の採用についての質問です。 

 毎年何人かの職員採用をされております。この場合、どうしても新規の学校卒業

者の採用が多いわけですが、行政の場合は、新卒採用にこだわる必要があるかとい

う素朴な疑問を持っております。 

 確かに新卒の方はほかの組織に染まっていなく、指導もたやすいと思いますが、

逆に仕事の実施に関しては、企業などで経験を積まれた方のほうが即戦力になり、

一番大事と思う人の視野も広く、やはりすぐれているんではないかという思いが、

私はしております。いかがでしょうか。 

 行政は一般企業が多くされておりますように、新卒採用にこだわる必要があるな

かという思いをしております。学業のテストから遠ざかって、テストは確かに新規

卒業者の方にはかなわない面もありますが、同じ土俵での採点でなく、別枠の採点

を採用される方法もあるかと思うところであります。 

 社会人採用の枠を設ける必要もありかという思いもしておりますが、御見解をお

伺いいたします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  秋枝議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、初めに、本市の採用状況について御説明を申し上げます。 

本市では毎年度職員採用を行っており、今年度も職員採用試験を実施をいたしま

した。 

 職員採用試験は、第１次試験を筆記試験と作文試験、第２次試験を集団面接、第

３次試験を個人面接と、３回試験を実施し、筆記試験の成績だけでなく、複数の試

験官が受験者一人ひとりを評価し、慎重に職員採用の選考を行ったところでござい

ます。 

 その結果、平成３０年４月１日付で、上級職・行政を３名、上級職・建築を１名、

中級職・保育士を２名、中級職・社会福祉士を２名、初級職・行政を３名、初級

職・消防を１名、合計で１２名を採用する予定としております。 

 秋枝議員御質問の社会人採用枠を設けることにつきましては、平成２９年度の職
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員採用試験においては、社会人枠を設けてはおりませんが、社会福祉士の採用に関

しましては、職員の年齢構成や過去の応募状況等を考慮して、受験できる年齢を

４０歳まで広げ、幅広く受験者を募集したところでございます。その結果、受験申

し込み者８名のうち５名が社会人経験者であったところでございます。 

 今後も職員の年齢構成及び受験人数等を考慮しながら、必要に応じて受験年齢の

引き上げや社会人採用枠について、適宜対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  わかりました。先ほど申しますように、やはり社会人の大き

な経験を持った方も、市役所に必要ではないかという思いから、この質問をいたし

ました。 

 次の質問ですけど、新聞やマスコミなどで、各市町の給与水準としてのラスパイ

レス指数が出ます。昨年の４月１日現在の調査では美祢市のラスパイレス指数が県

下で上から２番目。逆に平均給与額では１１市の中で下から２番目となって、上か

らも下からも２番目というふうになっております。 

 やはり、目につくのは加重平均であるラスパイレス指数であります。県下市町で

は上から２番目ということで目立つかなと思うところであります。このことに関し

まして、いろんなことが、国、県なりいろんなことがあると思いますが、行政上の

支障なり、もしあれば、お話お伺いしたいなというふうに思います。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  秋枝議員の御質問にお答えします。 

 まず、ラスパイレス指数について御説明をいたします。 

 ラスパイレス指数とは、学歴別、経験年齢別に地方公共団体の職員構成が、国の

職員構成と同一と仮定し、地方公共団体の仮定給与総額を国の実給料総額で除して

得る加重平均方式により求められた数値を対比させて算出したものであり、国家公

務員を１００として、算出するものであります。 

 このラスパイレス指数というものは、職員数の少ない団体では、職員構成や経験

年数別階層により、大きくなり過ぎたり、小さく出たりということで、影響が大き

く出る場合があります。 

 本市のラスパイレス指数は、ここ数年は上昇傾向にありまして、平成２９年度は
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県内市町では、議員御指摘のとおり、周南市に次いで２番目に高い状況となってお

ります。これは、先ほど申し上げましたように、職員数の少ない本市における職員

構成や経験年数別階層が、偏っているということも影響しているものというふうに

考えております。 

 ラスパイレス指数は、給与水準をあらわす一つの指標ではありますが、これが全

てではないというふうに認識しております。現に県内自治体の中には、本市よりも

ラスパイレス指数が低く、なおかつ平均年齢が低いにもかかわらず平均給与が本市

より高い自治体も存在しております。 

 議員が言われたような、国とか県とかの指導というもの、あるいは支障というも

のは今のところはございませんが、いずれにいたしましても、今後とも、国、県、

ほかの自治体と均衡を失しないように、適正な給与水準に努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  わかりました。私も、ラスパイレスが全てじゃないというふ

うに思っておりまして、しかし、この数字がどうしてもひとり歩きしてしまうとい

うことがありまして、この辺は注意することが、ある程度必要じゃないかなという

ことで、このたびの質問を出させていただきました。 

 そういうことで次の質問ですけど、過去幾度か市の職員の市外居住について質問

もあったと思いますが、職員の市外居住もかなりあるやに思います。憲法で住所の

自由は認められておりますが、市職員の場合は、美祢市をよくしよう、市民の方の

そばにいて役に立とうと市役所に入所されますと、市内居住をある程度選べるんじ

ゃないかというふうに思うところであります。 

 市外居住で、美祢市を見つめようという考えもあるはあると思います。そういう

こともあると思いますが、住民税もよそに支払うということになります。 

 お伺いしますが、市外居住の場合、例えば通勤手当とかで差別化といいますか、

ある程度考えるということができるか。例えば市の境界を過ぎたら、通勤手当を半

額に落とすか、いろんな方法もあるかなということを考えるんです。 

 その辺どうなんでしょう。法的ないろんな面もありますから、難しい面もあると

思いますが、このままでいくと、何ぼでも市外居住がふえそうな気がしまして、ど
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うでありましょうか。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  秋枝議員の御質問お答えをいたします。 

 まず、本市における通勤手当の支給につきましては、現在交通機関利用者には、

運賃相当額を１カ月に５万５，０００円を上限として支給をしております。また、

自家用車等の交通用具利用者には、２キロメートル以上から６０キロメートル以上

までを２０区分に分けて、１カ月に２，０００円から２万４，５００円を支給して

おり、市内居住、市外居住で区別は現在のところはしておりません。 

 秋枝議員御質問の市外居住職員の通勤手当を減額してはどうかという御意見です

が、市職員は、市民ニーズを的確に把握し、より市民目線で業務を行うとともに、

少子高齢化が進む本市における地域の担い手としても活躍が期待されていることか

ら、その一つの方策として、市内居住を挙げることができます。また、危機管理上、

迅速な対応を行う上で、市内に住むことは有利となります。 

 このため、本市の職員採用に当たりましては、一部職種を除き、市内居住を募集

の条件にすることはできませんが、採用後は市内に居住するよう受験者に求めてお

ります。 

 一方で、婚姻や家族の事情、市外への派遣等により市外に居住している職員も実

際にはおります。 

 秋枝議員御提案の市外居住職員の通勤手当の減額につきましては、通勤手当が通

勤に要する費用を支弁する性質のものであることから、市外居住者の通勤手当に差

をつけることが適当かと否かについて、慎重に、また法の精神を見ながら検討をし

てまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  わかりました。私も、市外に居住される方が結構おられると

いうことも聞いておりまして、どっかで線を引くんかなという、こういう思いから

このたび質問で問題を投げかけたというところでございます。 

 また、いろいろと考えていただけたらというふうに思います。 

 次の質問ですが、市役所では、退職者に見合う職員採用もなかなかなく、職員の

方の数が少なくなりまして、１人当たりの職務負担がふえているものと思います。
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恒常的な時間外労働はないものと思いますが、市役所の事務室の明かりが夜遅くま

でついてるのを見るところであります。 

 合併当時、職員が今より多い時代は、頻繁な人事異動もありまして、場合によっ

ては１年での異動などもありました。係員の多くが入れかわったということもあっ

たように思っております。職員の負担も非常に多く、またどうしても市民の方に少

なからず不便もかけるようなことになるというふうに思います。 

 近年職員の方の減少により、１人当たりの負担がふえ、また、国や県の法律や条

例の新規成立やら改廃によりまして、仕事も年を追うごとにふえて、時に夜遅くま

で仕事にという事態になるやに思います。 

 通常異動１年目に仕事の状況を把握して、２年目ぐらいで改善や改革に着手して

三、四年目ぐらいで改善や改革の検証、さらなる改善改革するという流れになるの

でしょうが、短い異動のスパンでは、充実した仕事にならないことは明らかであり

ます。美祢市の損失ではないかというふうに思うところであります。 

 組織で仕事をしておりますから、１人の請負仕事ではなく、チームワークで仕事

をしております。こういう社会制度になっておりますし、この組織をうまく運営す

るために人事異動もあるのでしょうが、異動が短いとなかなか職員の方の苦労も多

いと思っております。 

 例えば、成果を上げたら異動を考えるとか、そういういろいろな方式があると思

っております。もし、そのあたりのお考えがあればお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  秋枝議員の御質問にお答えします。 

 本市では、平成２０年の新市発足時の普通会計職員数４０９人を、２６年度には

３５１人とし５８人削減いたしております。 

 また、平成２７年度から３１年度までを、計画年度とする第二次美祢市行政改革

大綱において、普通会計職員数を３５１人からさらに１０人削減し３４１人とする

こととし、現在、計画的に職員数を削減しております。 

 職員数については、今後も、少子高齢化、人口減少が予測される中で、さらに削

減する必要があるのではないかというふうに考えておるところであります。そのこ

とは、新市の基本計画の変更計画の中にも盛り込んでおるところでございます。 
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 一方で、市民ニーズは高度化、多様化しており、職員に求められる能力も高くな

ってきており、職員を育成するとともに、職員のやる気を維持、醸成することが重

要となってきております。 

 このため本市では、美祢市人材育成基本方針により、バランス感覚のある職員を

育成するために、定期的に人事異動を行い、職員個々の適性や能力の把握に努めて

いるところであります。また、人事評価制度を実施するとともに、年１回、職場適

正申告を実施し、職務に対する職員一人ひとりの状況や意欲、異動希望について職

員本人から申告する機会を設けておると、そして、それを人事異動に反映すること

により、適材適所への配置を図っておるところであります。 

 さらに、研修受講の機会均等を図るため、山口県人づくり財団で開講される階層

別の研修を計画的に受講させるほか、同所で開講される重点科目の研修においては、

公募制を導入するなど、職員一人ひとりが個々の能力向上を行うことができる環境

づくりに努めております。 

 人事異動に関しましては、職員数も少ないことから、希望者全ての要望をかなえ

ることはできませんが、また、秋枝議員御指摘のとおり、中には１年、２年で異動

というケースもなくはありませんが、市民福祉の推進につながり、最小の経費で最

大の効果を上げることのできる行政組織となるように、今後も適切に実施してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  ありがとうございました。先ほども申しましたように、新規

に法律が成立するとか、改廃をするというになると、職員の負担がばっと出てくる

んです。本当、負担が大きくなって、事故がないようにしてもらわにゃいけんし、

本当、負担が大変じゃろうなあというふうに思います。 

 先ほど、人事評価制度というふうに言われました。何か聞くとこによると、目標

管理による人事考課の法的に何かあるというふうに聞きましたが、その辺もしあれ

ば、教えていただきたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  秋枝議員の御質問にお答えします。 

 人事評価制度についてであります。平成２８年度から、本市においては人事評価
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制度を導入しております。これは地方公務員法及び地方独立法人法の一部を改正す

る法律が、平成２８年４月に施行され、新たに、地方公務員法に人事評価制度の導

入等により、能力及び実績に基づく人事管理を図ることが規定されたことから実施

しているものであります。また、実施により、職員の能力や業績を公正かつ客観的

に評価し、それを任用や給与等の処遇に反映することにより、職員個々のモチベー

ションの向上、組織の活性化及び業務の効率化を進め、市民満足度の向上を目指す

というものであります。 

 具体的には、評価の方法としまして、能力評価と業績評価の２通りを実施してお

ります。能力評価は、「目指すべき職員像」、「職位ごとに求められる能力」これ

を評価項目として、日常業務で発揮した能力や活動を、評価基準に照らし合わせて

評価をします。業績評価は、組織の目標に基づき、職員一人ひとりが自身の役割を

把握した上で個人目標を設定し、その難易度、達成度を評価するもので、いずれの

評価も複数の評価者で評価し、その評価の内容は本人に開示することというふうに

なっています。 

 現在は、人事評価制度をより公平公正な制度とするために、実施を通して課題の

抽出と改善を行っているところでありまして、これを平成３１年度には、評価の結

果を勤勉手当等に反映させていきたいと考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  おおよそわかりました。平成２８年といいますと、まだ本当、

制度が緒についたということで、ちょっとまた私も勉強不足で、また勉強させてい

ただいて、この辺についてはまたわからんことがあればお聞きするという、こうい

うところで考えていきます。 

 民間も行政も、おおむね給与や職務、職階は、今のところ年功序列制度が多く採

用されております。それなりの理由もあると思いますが、私は、考えると、例えば

高速道路には登坂車線と走行車線と追い越し車線があると、人事もやっぱりこの辺

かなというふうに思っております。やはり、追い越し車線がないと、やはり頑張ろ

うっちゅう意欲も、若干ちょっと変わると思いますし、やはり、いや、私は登坂車

線を一生懸命上って着実に歩みたいという方もおられると思いますんで、その辺は

やはり柔軟な対応というか、今から平成３１年から、期末勤勉手当にも影響させる
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というふうに言われましたし、やはり、この辺を併せて改革していかんにゃいけん

というふうに思っております。 

 例えば、給与においては年功給を払い、例えば課長資格などの資格制を与えると

か、いろんな方法があると思います。これは執行部で考えられることですから、そ

んなに入りませんけど、やはり、時代は変わっておりまして、改革をしていかんに

ゃいけんなというふうに思っております。 

 時々、この職員の方はこの職階ではもったいないなという職員の方がおられます。

まあ逆もありですけど。適正な評価を行う制度は、試行錯誤を繰り返しながら、最

終的に美祢市独自のものを築き上げられなければならないというふうに思います。 

 地方自治体間の競争におくれをとっちゃいけないと、美祢市がおくれをとっちゃ

いけないと思います。やはり市政がよくなり、職員の方も生き生きと働ける、笑顔

で働ける職場の環境整備、このあたりの見解につきまして、答弁が用意されておら

れればお聞きするし、なければこの辺で次の質問に移りたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  秋枝議員の御質問にお答えします。 

 本市においては、一律の年功序列による運用というものは行っておりません。議

員御承知のとおり、平成１８年以降の給与構造改革、あるいは平成２７年からの給

与制度の総合見直しを経て、職務、職責に応じた給料構造への転換や、適切な見直

しが図られ、現在では、地方公務員給与は職務、職責に応じた給与体系となってお

ります。 

 これは本市のみではなくて、地方公務員、国においても同様だというふうに認識

しております。このことから、引き続き、職務、職責に応じた適正な人事評価に努

めてまいる所存でございます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  ありがとうございました。給与の目標管理が、やはりまだ緒

についたばかりで、私もわからないところありまして、また吟味しながら、必要と

思えば、また一般質問に取り組みたいと思います。 

 以上で、この件の質問を終わりたいと思います。 

 次に、児童・生徒の登下校の関係について、質問に移らせていただきます。 
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 児童・生徒の登下校の際の安全は、必ず確保されるものでなければならないと思

います。保護者はもちろん、教員、職員、地域の方のみんなの願いです。 

小中学校の統廃合が進む中、スクールバスや定期バスを利用する児童・生徒が増

加しておりますが、徒歩や自転車で通学する生徒もかなりおられます。国道や県道、

市道の道沿いの通学路の安全確保についてお尋ねします。 

 通学路が個人の住宅のそばにあるとき、歩道に面したのり面の環境整備、すなわ

ち草刈りなどは、通常、その家の方によってされますが、しかし高齢の方で、亡く

なられて急に空き家になったとかいろんな場合があると思います。家の管理はもち

ろん、周囲の環境整備も困難になることもいろいろあります。何年かは、親戚の方

や関係者が、いろんな、例えばシルバー人材センターとか草刈りなんかを依頼され

まして管理されますが、１年、２年、３年は続いてもなかなか長くは続かないし、

そのうち今後のことに不安を感じるという方もおられますし、そういう相談もあり

ます。 

 今、この時期に春先までは植物の休眠期で、草刈りの世話もありませんが、５月

ごろからは草とりの闘いです。このような事例が、これから先少しずつではありま

すが、確実にさまざまな面で発生することと思います。市としての御対応をお伺い

いたします。 

○議長（荒山光広君）  金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君）  ただいまの秋枝議員の御質問にお答えをした

いと思います。 

 通学路の安全点検につきましては、これは毎年、全小中学校でその通学路の安全

点検を行っておりまして、その結果につきましては、学校教育課で集約をしておる

ところでございます。 

 もし、危険箇所がございまして、学校から学校教育課のほうに報告があった箇所

につきましては、学校教育課の少年安全サポーターが、その都度現地を確認をいた

しまして、初期対応また関係機関への情報提供を行っておるところでございます。 

 また、関係機関と合同点検が必要だというふうに判断をいたしました箇所につき

ましては、関係機関、すなわち学校関係者、また警察、そして道路管理者、そして

教育委員会、これらが合同で点検を年１回実施をしております。その結果に基づき

まして、必要であれば、児童・生徒への注意喚起、そして危険箇所の改善に向けた
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対策をとっておるところでございます。 

なお、この点検結果につきましては、市のホームページで公表しておるところで

ございます。 

 次に、草刈り等の安全対策についてでございます。草刈り等の対策といたしまし

ては、学校では、各学校の学校運営協議会がございますが、この学校運営協議会や

ＰＴＡ組織を窓口といたしまして、通学路の草刈り等が必要である該当場所がござ

います自治会と協議をいたしまして、通学路の安全確保の観点から、自治会に草刈

り等の整備をお願いをするなど、状況に応じて地域と連携した対応をとっておると

ころでございます。 

 もし仮にですが、議員御指摘がございましたが、通学路におきまして草刈り等が

できないというような方がおられる場合には、先ほど申しました学校運営協議会な

りＰＴＡ組織が窓口になっておりますので、そちらの窓口のほうに御相談をいただ

ければというふうに考えております。 

 なお、市の建設課におきましては、市道や生活道におきまして、自治会など地域

住民が実施をいたします草刈り作業に対しまして報償金を交付いたします「美祢市

さわやかロード美化活動事業」、これを実施しておりますので、ぜひこの事業を御

活用いただきまして、通学路の維持管理に御協力をいただければというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  ありがとうございました。しっかり取り組みをされていると

いうことで、答弁をお聞きしまして安心いたしました。何より、児童・生徒の安全

安心が何にも増して優先されると思います。今後も、取り組みについてよろしくお

願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わりたいと思います。若干時間も余っておりますが、以上

で終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（荒山光広君）  以上をもちまして、本日予定された一般質問は終了いたしま

した。 

 残余の一般質問につきましては、明日と明後日に行いたいと思います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 
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   午後３時５９分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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