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●子どもたちの未来のために
　安心して暮らせる地域づくりをすすめます
・教育内容の充実　・子育て支援策の充実

●産業振興と雇用の安定により、定住化をすすめます
・新たなビジネスモデルの創出
・農林水産業の振興
・中小企業への支援

愛着と誇りが持てる出雲市を
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～平成26年（2014）  9月26日　平成26年（2014）

平成２６年度第2回出雲市議会（定例会）

　９月定例市議会では決算審査が行われることから、決算特別委員会が設置され、初
日に平成25年度一般会計・特別会計事業別決算説明書のほか各種調書、報告書、結果
報告書など諸般の報告が行われるとともに、議案、認定事項などについて説明があり
ました。その後、3日間にわたって22名の議員から一般質問があり、活発な議論が展
開されました。また、議案、認定事項、請願、陳情などが各常任委員会、特別委員会
に付託され、審議されました。
　議案では、「平成26年度（2014）出雲市一般会計第３回補正予算」など予算案件４件、
「出雲市児童クラブ条例の一部を改正する条例」など条例案件８件、「備品の取得につ
いて（特殊災害対応化学消防ポンプ自動車）」の一般案件１件、「平成25年度（2013）
出雲市一般会計歳入歳出決算認定について」など認定事項19件が上程されました。ま
た、最終日には相次ぐ職員の逮捕事件から「市長及び副市長の給料月額の減額に関す
る条例」、「工事請負契約の締結について（佐田中学校改築建築主体工事）」が上程され、
条例案件は９件、一般案件は２件となりました。
　最終日には委員長報告、討論、採決が行われ、すべての議案について原案のとおり
可決または同意されました。

議会での主な審議状況
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　子ども・子育て支援新制度については、内閣府から示されたスケジュールをもとに、
現在各自治体において関係条例の制定や子ども・子育て支援の量的拡充と質の改善に
ついて議論がされています。
　出雲市においても、昨年10月に「子ども・子育て会議」が設置され、幼稚園・保育所
課題等検討部会、社会養護検討部会、発達支援検討部会の三つの部会により検討が進
められてきました。６月議会においても多くの一般質問がありましたが、その際には
国が示すべき公定価格の提示が遅れていたことや質の改善にかかわる財源などの問題
もあり、部会での議論がなかなか進まないとのことでした。
　その後、国の公定価格が提示されましたが、これは来年10月に消費税が10％に引き
上げられたうえで、平成29年度（2017）に子ども・子育て支援分野に7,000億円程度の
財源が確保される予定であることを踏まえたものです。したがって、平成27年度
（2015）、平成28年度（2016）の単価は、最終的には各年度の予算編成時に確定するこ
とになり、この２年間というのは財源及びそれに伴う施策には不確定要素が多分に含
まれることとなります。
　また、国は平成29年度（2017）以降に必要な年間1兆1,000億円程度の経費のうち、
消費税引き上げ分から充てる7,000億円以外に財源確保のめどが立っていないのが現
状です。そうした中で、質的改善の部分である保育士の配置基準の見直しや低所得者
世帯への保育料軽減措置拡充の先送り、保育士の給料増の抑制など、施策に優先順位
をつけて絞り込む方針をも示しています。
　このような不確定要素を抱える中ですが、出雲市においては、それぞれの部会の検
討結果を踏まえ、８月28日に第４回目となる子ども・子育て会議が開催されました。
この中で、事業計画のたたき台が示され、細かいところでは字句の定義であるとか、
表現などといったことのほか、具体的な取り組みへの追加項目や幼稚園と保育園との
連携をさらに図っていく必要性など、非常に多くの意見が出されました。
　そもそも、子ども・子育て支援新制度は、幼
児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て
を総合的に支援し、保育の量的確保、拡大と
教育、保育の質的改善、地域の実情に応じた
子ども・子育て支援の充実を図ることが目的で
あると理解をしています。また、事業計画の
策定にあたっては国の基本指針（案）に即した

◇一般質問◇
質問 1 より良い子ども・子育て支援事業計画の策定を！

うえで、地方版の子ども・子育て会議において検討をすることとなっていますが、事
業計画の中には、国が示す必須記載事項のほか、任意記載事項もあります。
　そこでは、出雲市での地域性、独自性も求められると考えます。出雲市として、ど
のような教育、保育の量と質の改善を図るべく事業計画を立て実践していくのか、国
の財源と施策の不確定要素などにより早急な議論を余儀なくされたことは否めません
が、平成27年（2015）の速やかな施行に向けて、より良い事業計画が策定されなけれ
ばならないと考えます。
　私は、事業計画策定にあたっては、特に次の４つの視点を明確にすべきだと考えます。
　１点目は、子どもの育児、養育の責任は第一義的には保護者にありつつも、その保
護者が安心して産み育てられる条件や子どもが健やかに育つ環境の整備が社会の責任
であるということ。
　２点目に、障がい児など、特別な支援が必要な子どもを含め、全ての子どもが対象
であるということ。
　３点目に、子どもの安心、健やかな成長のための質の確保と、そのうえで幼稚園教諭、
保育士（非常勤を含む）の処遇、均衡待遇や職場環境の改善をはかること。
　４点目に放課後児童クラブの増設、保育の質の改善、学童保育指導員の労働条件の
改善をはじめ、地域子ども・子育て支援事業の拡充と十分な周知を図ること。
　国の財源不足によって、これら質の確保の部分で後退したのは否めませんが、これ
らの視点も踏まえたうえでより良い事業計画の策定を望みます。
　そこで、３点について伺います。
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　子ども・子育て支援新制度については、内閣府から示されたスケジュールをもとに、
現在各自治体において関係条例の制定や子ども・子育て支援の量的拡充と質の改善に
ついて議論がされています。
　出雲市においても、昨年10月に「子ども・子育て会議」が設置され、幼稚園・保育所
課題等検討部会、社会養護検討部会、発達支援検討部会の三つの部会により検討が進
められてきました。６月議会においても多くの一般質問がありましたが、その際には
国が示すべき公定価格の提示が遅れていたことや質の改善にかかわる財源などの問題
もあり、部会での議論がなかなか進まないとのことでした。
　その後、国の公定価格が提示されましたが、これは来年10月に消費税が10％に引き
上げられたうえで、平成29年度（2017）に子ども・子育て支援分野に7,000億円程度の
財源が確保される予定であることを踏まえたものです。したがって、平成27年度
（2015）、平成28年度（2016）の単価は、最終的には各年度の予算編成時に確定するこ
とになり、この２年間というのは財源及びそれに伴う施策には不確定要素が多分に含
まれることとなります。
　また、国は平成29年度（2017）以降に必要な年間1兆1,000億円程度の経費のうち、
消費税引き上げ分から充てる7,000億円以外に財源確保のめどが立っていないのが現
状です。そうした中で、質的改善の部分である保育士の配置基準の見直しや低所得者
世帯への保育料軽減措置拡充の先送り、保育士の給料増の抑制など、施策に優先順位
をつけて絞り込む方針をも示しています。
　このような不確定要素を抱える中ですが、出雲市においては、それぞれの部会の検
討結果を踏まえ、８月28日に第４回目となる子ども・子育て会議が開催されました。
この中で、事業計画のたたき台が示され、細かいところでは字句の定義であるとか、
表現などといったことのほか、具体的な取り組みへの追加項目や幼稚園と保育園との
連携をさらに図っていく必要性など、非常に多くの意見が出されました。
　そもそも、子ども・子育て支援新制度は、幼
児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て
を総合的に支援し、保育の量的確保、拡大と
教育、保育の質的改善、地域の実情に応じた
子ども・子育て支援の充実を図ることが目的で
あると理解をしています。また、事業計画の
策定にあたっては国の基本指針（案）に即した

答弁 児玉子育て調整官

うえで、地方版の子ども・子育て会議において検討をすることとなっていますが、事
業計画の中には、国が示す必須記載事項のほか、任意記載事項もあります。
　そこでは、出雲市での地域性、独自性も求められると考えます。出雲市として、ど
のような教育、保育の量と質の改善を図るべく事業計画を立て実践していくのか、国
の財源と施策の不確定要素などにより早急な議論を余儀なくされたことは否めません
が、平成27年（2015）の速やかな施行に向けて、より良い事業計画が策定されなけれ
ばならないと考えます。
　私は、事業計画策定にあたっては、特に次の４つの視点を明確にすべきだと考えます。
　１点目は、子どもの育児、養育の責任は第一義的には保護者にありつつも、その保
護者が安心して産み育てられる条件や子どもが健やかに育つ環境の整備が社会の責任
であるということ。
　２点目に、障がい児など、特別な支援が必要な子どもを含め、全ての子どもが対象
であるということ。
　３点目に、子どもの安心、健やかな成長のための質の確保と、そのうえで幼稚園教諭、
保育士（非常勤を含む）の処遇、均衡待遇や職場環境の改善をはかること。
　４点目に放課後児童クラブの増設、保育の質の改善、学童保育指導員の労働条件の
改善をはじめ、地域子ども・子育て支援事業の拡充と十分な周知を図ること。
　国の財源不足によって、これら質の確保の部分で後退したのは否めませんが、これ
らの視点も踏まえたうえでより良い事業計画の策定を望みます。
　そこで、３点について伺います。

事業計画策定に向けた今後のスケジュール

質の確保に不可欠な幼稚園教諭、保育士の確保と処遇についての考え

その
1

その
2

地域性、独自性のある計画策定についての考え

その
3

　９月１日に開催した第５回会議において出雲市子ども・子育て支援事業計画の素
案をまとめたところです。今後のスケジュールとしては、本議会終了後、１か月程度
の期間を設定してパブリックコメントを行い、広く市民の皆様のご意見を募りたい
と考えています。最終的には、本年度中には事業計画を策定することとしており、３
月定例市議会で報告する考えです。

その 1
について
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　事業計画の策定に向けては、国の財源確保が困難なことによって質の改
善の部分が非常に大きく絞り込まれたことにより、市としてはそれが盛り
込みたくても盛り込めなかった部分はあろうかと思います。絵に描いた餅
であってはいけないとは思いますが、現段階で実践可能なことをきちっと
盛り込むことが必要です。それには、子ども・子育て会議での議論が最大
限尊重されるべきことは当然ですが、パブリックコメントでの意見も十分
参考としてより良い事業計画となるように努めていくべきだと考えます。
　子ども・子育て支援新制度については複雑でわかりにくく、これまでと
何がどう違うかなど、市民への周知
の視点は重要になってくると思われ
ます。保護者の方にはパンフレット
のようなわかりやすい文書の配布、
関係者には適時説明会を開催され、
さまざまな媒体を使って周知すると
のことですが、十分な周知に努めて
いただきたいと考えます。

私は
こう考える!

　新制度の施行にあたっての状況は、幼児期の教育・保育の「量的拡充」と「質の改善」
を車の両輪として取り組む必要があるとされていましたが国の財源のめどが立た
ず、国の子ども・子育て会議において、施策に優先順位をつけて絞り込む方針が示さ
れました。その結果、保育士の配置基準の見直しの一部が見送られ、そして保育士の
給与アップ率についても最大５％から３％へ圧縮する考えが示されました。本市と
しては、保育の質を確保していくためには保育士等の離職を防ぐとともに就職しや
すいように処遇を向上させることが必要であると考えており、今後、必要な財源を確
実に確保されるよう国に働きかけていく考えです。

その 2
について

　発達に係る特別な支援が必要だと思われる子どもが増加している反面、個々に
あった支援や保護者を含めた相談支援体制が十分には整備されていない状況にある
ことも否定できません。そのため「出雲市子ども・子育て会議」専門部会の一つに「発
達支援検討部会」を置き、課題を集中的に審議してきました。また、「幼稚園・保育所課
題等検討部会」においても就学前児童の教育・保育の質の向上について議論を深めま
した。任意記載事項として「発達に係る支援が必要だと思われる子どもの育ちを支え
る」ということを計画の基本施策に据え、一方では、幼児教育の質の充実や保幼小連
携の推進に力を入れる施策を盛り込みました。

その 3
について
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　医療ニーズの多様化や医師・看護師不足に伴う診療体制の縮小などを背景に、公立病
院の経営状況が悪化するとともに医療圏における役割に変化が求められてきました。
こうした状況の下、国の要請により総合医療センターにおいても平成21年度に出雲市
立総合医療センター改革プランが策定されました。その中では、公立病院としての機
能を発揮し、良質で安全な医療を提供していくために数値目標を設定し、経営の健全
化をはじめ医師・看護師確保対策など、具体的な取り組みが掲げられています。
　また、懸案事項であった運営形態については、一時は独立行政法人化なども検討さ
れましたが、医療従事者のマンパワー確保の観点から、平成24年４月に人事組織権限
を病院事業管理者に付与し、意思決定の迅速化、経営責任の明確化が図られる地方公
営企業全部適用に移行、そして老朽化による大規模な施設整備も完了し、新たなスター
トが切られました。以降、改革プランの着実な実行のもとに、減価償却費を差し引い
た現金収支では改善が図られてきています。
　平成25年度（2013）の病院事業会計決算では、前年度決算と比較して、事業収益は
5,960万円の増、事業費用は910万円の増となっており、差し引き5,050万円の収支改
善となっています。また、減価償却費を差し引いた現金収支においては、4,770万円
改善され、初めて現金収支において単年度で黒字が達成されました。このことは事業
管理者の経営改善の努力とともに、改革プランを着実に実行してきた職員の病院経営
の意識改革のあらわれと、大いに評価しています。特に接遇面に関しては飛躍的に改
善され、地域に愛される病院になりつつあることは、大変喜ばしいことだと感じてい
ます。
　しかしながら、単年度での収益的収支の現金収支が黒字化したといっても、まだま
だ課題が多いのが現状です。改革プランの計画に比べると、目標とする事業収益額に
は達していませんし、入院、病床利用率についても目標値が達成されていません。また、
改革プランでは平成28年度（2016）に達成される見込みである現金収支と、資本的収
支の差額、いわゆる投資的経費を合わせた留保資金増減額が黒字に転換しなければ、
病院の会計全体は改善してはいきません。今後も、さらなる改善に向けて努力してい
くことが必要であり、改革プランの点検と検証を踏まえた上で、新たな視点での具体
的取り組みを上乗せしていくことも必要だと考えます。
　そして、現行の取り組みとしては、特に安定・
継続的な医療を提供していくためには、医師の
確保、看護師確保対策の取り組みが重要になっ
てくると考えます。
　そこで、3点について伺います。

質問 2 総合医療センターのさらなる経営改善を！　



さらなる経営改善と今後の課題

その
2

特に重要な医師確保・看護師確保対策の取り組みについて、
現状も含めた今後の対策

その
3
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答弁 吾郷総合医療センター事務局長

現金収支における単年度黒字化の要因

その
1

　収益の面で療養病棟での15％の入院患者数の増、眼科の手術件数の大幅な増、医
師が増員となった内科の入院患者数の増、さらに検診ドック、特に外来ドック受診者
の640名程度の増などにより、営業収益が前年度に比べ6,200万円余りの増となりま
した。一方、費用の面では看護師の増などにより、給与費が2,700万円余り増加をし
たものの、スピーディー導入などによる材料費の約1,000万円の減をはじめ、経費節
減対策などにより総額で約900万円程度の増にとどまったことによると考えていま
す。

その 1
について

　次の段階の目標としては、内部留保資金の確保、すなわち資本的収支を含めた病院
会計全体の純現金収支の黒字化です。留保資金の増加目標年度としている平成28年
度（2016）では、費用総額を平成25年度（2013）と同程度と見込んでおり、職員の新
陳代謝の促進などによる給与費総額の縮減、あるいは委託費の圧縮、光熱水費などの
経費の縮減に取り組んでいく考えです。一方、収益の面では、収益の大半を占める入
院収益の増に向けて、病床利用率85％の達成を目標としています。院内における
ベッドコントロールの徹底、他医療機関との連携強化はもとより、医師をはじめとす
る必要なマンパワーの確保がこれまでに増して重要と考えています。

その 2
について

　常勤医師の確保対策としては、島根大学医学部への働きかけを基本とし、県の赤ひ
げバンク、医師転職支援企業の活用に加え、医師自らのつながりを駆使した個別の招
聘活動も進めています。また、若年層の医師確保に向け、臨床研修協力施設の指定を
受け、臨床研修医の受け入れ、島根大学医学部の学生による地域医療病院実施の受け
入れ、さらには医師の処遇改善と、勤務環境の整備として手当ての創設による医師の
モチベーションアップ策や、子育て支援策として、夜間等の勤務負担軽減制度を設け
ています。現在のところ、常勤数は16から17名で推移しており必要数の確保に向け、
引き続き粘り強く取り組みます。
　看護師の確保については、平成24年度（2012）から、看護師養成奨学金制度をス
タートさせ、本年度初めて奨学金貸与者から採用に結びついたところです。また、市
内及び近隣市の看護師養成施設の実習を恒常的に受け入れた効果もあり、本年度の
採用試験においては、募集数に倍する応募があったところです。今後も課題である年
齢構成の平準化に向け、若年層の看護師確保に長期的に取り組みます。

その 3
について
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　近年、空き家が増加し、大きな社会問題となっています。所有者によって適切に管
理されていれば特に問題にならないと考えますが、空き家が老朽化した上で管理不全
となり、防災、衛生、景観上などの面で地域住民の生活に影響を及ぼしている事例が
多くなりつつあります。
　総務省の平成25年度（2013）の調査によりますと、全国の空き家は820万戸で、空
き家率は13.5％の結果が示され、５年前より0.4ポイント増加しています。島根県では
空き家率14.7％で、５年前よりも0.2％改善していますが、全国平均よりもやや高い数
値となっています。出雲市でもこうした現状を踏まえ、空き家の実態を把握するため、
平成24年度（2012）から、空き家・廃屋問題研究会が設置をされ、空き家のさまざま
な問題について、検討・協議をされてきました。そして昨年、周囲に危険を及ぼして

質問 2 空き家対策について問う！

　総合医療センターの経営状況が改革プランの目標値を若干上回る改善傾
向にあることは、大いに評価すべきだと思います。
　これには目指すべき方向として
１．回復期リハビリ病棟の整備
２．PET-CTなどを整備し、内視鏡部門を含めた検診及びドック事業の充実
３．高齢者への急性期医療の提供
４．市立直営診療所への支援など地域医療の充実
５．１次及び２次救急医療体制の堅持
　という５つのフラッグの設定が的確であったことに加え、策定された改
革プランを医療従事者のマンパワーをもとに着実に実行してきた職員の努
力があったことがあげられます。
　今後に向けては、さらなる経営改
善に向けた取り組みを強化し、現在
平成28年度の目標として掲げられ
ている単年度での病院会計全体（留
保資金増減額）での黒字化を27年
度に前倒しできるような改善を望み
ます。
 

私は
こう考える!
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答弁 坂本防災安全管理監

　平成25年度（2013）に本市に寄せられた防犯や景観、環境衛生などのいわゆる問
題のある空き家に関する相談件数は、合わせて16件です。内容については、周囲に危
険を及ぼす空き家に関する相談が８件。空き家の雑草や庭木に関する相談が８件で
した。

その 1
について

いる空き家、廃屋、あるいは将来危険を及ぼす恐れのある空き家、廃屋について調査
をされ、問題のある空き家の軒数は894軒あったとの報告がありました。
　しかしながら、現在の法令では市町村が空き家の所有者を把握するための固定資産
税情報が税務担当職員以外には利用できないことや、立入調査や命令を出す権限が与
えられていないことなど、自治体として対処できることはごく一部に限られています。
そこで国では、先の通常国会の中で、議員立法によってこれらの権限を付与し、行政
代執行も行えるような空き家対策特別措置法案の提出が検討されていましたが、結果
的に先送りをされ、次の臨時国会に提出されるのかどうかもいまだ不透明な状況です。
このことに関しては、更地にすれば固定資産税が３倍、あるいは６倍にはね上がるこ
とから、特例の扱いをどうするのかについての議論がまとまっていないことによると
も言われてもいます。
　全国的には多くの自治体で危険を及ぼす空き家対策に関する条例が制定され、立入
調査や命令、勧告などの権限を有し、所有者が履行しない場合には行政代執行なども
でき得ることなども明文化をされています。住民の安心、安全を守る責務が自治体に
はあるわけですから、国の動きを注視しながらも、適切な判断のもと、出雲市におい
ても条例を設置する必要性を感じています。
　また、市民の方から危険を及ぼす空き家について、幾つかの相談を受けています。
台風などの暴風により、看板や瓦、木の枝などが飛散してくる。あるいは青少年のた
まり場となっている。または廃棄物の投げ込みや動物のすみかとなり、衛生上、景観
上よくないといった事例などがあげられます。
　そして、それぞれ担当課である建築住宅課や防災安全課、環境
政策課などにも多くの相談が寄せられていることと思います。
　そこで、２点について伺います。

現行法令で対応ができる事例と、昨年度対応した件数

その
2

これまでに寄せられた相談件数と主な内容

その
1
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　現在の状況を見ると、人口は減少しているにもかかわらず世帯数は増え
続けています。このまま核家族化と少子化の傾向が続けば、次世代にはま
すます空き家が増加するのではないかと危惧しています。
　出雲市では空き家の活用策として、所有者が賃貸や売買を希望した空き
家や空き地を登録し、定住希望者を募る「出雲空き家バンク制度」や UIター
ン者を対象に貸し出しする「定住促
進空き家活用住宅事業」、中古住宅
の購入及びリフォーム助成を行う
「定住促進住まいづくり助成事業」
などもあり、積極的な取り組みがさ
れています。
　空き家のうち「周囲に危険を及ぼ
している空き家・廃屋」については、
ここまで社会問題化している以上、早急な対応が必要だと考えます。法令
が条例より優先することは承知しており、国の法案提出の動向を注視され
ているのは理解できなくもありませんが、住民の安心と安全を守る責務が
自治体にはあると考えます。したがって、ここまで先送りされてきた法案
を待つのではなく、出雲市として条例制定に向け、対応すべきです。
　また、現状の情報を共有化しておかなければ、実効性のある対策ははか
れません。そのためには「周囲に危険を及ぼしている空き家・廃屋」の統一
的な窓口は早急に作るべきだと考えます。

私は
こう考える!

　空き家の問題については、所有者の問題であり、これに関する紛争も当事者間で解
決することが基本となっています。民法では例えば隣地の木の枝が境界線を越える
場合については、その木の枝を切除させることができるという当事者間の解決の方
法を規定しています。このほか、現行法においては、建築基準法あるいは消防法など
に、問題のある空き家に対して勧告命令、あるいは代執行ができるなどの規定があり
ますが、近年は行政が空き家対策を講じるための条例が全国的に広がりを見せてい
ます。
　平成25年度（2013）、本市に寄せられた16件の相談のうち、例えば権利関係が不明
のものとか、現地の状況が緊急性を求められないようなものを除いて対応した件数
は５件ありました。内訳は、周囲に危険を及ぼす空き家への対応が２件。空き家の雑
草や庭木への対応が３件で、いずれも市が所有者等に連絡し、対処を要請しました。

その 2
について
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　総務常任委員会では付託されていた一般案件１件と請願１件、陳情１件について審
議が行われました。
　一般案件の「備品の取得について（特殊災害対応化学消防ポンプ自動車）」は、有害な
化学物質、毒物などが浄化できる機能を有す消防ポンプ自動車を61,452,000円で購入
するものです。審査の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。
　「地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める請願」は、法人実効税率の見
直しや償却資産に係る固定資産税の減免などが議論される中、公共サービスの質の確
保を図るためにも安定的かつ地域遍在性の小さい地方財源を確立するため、意見書の
提出を求めるものです。審査の結果、全会一致により採択すべきものと決定しました。
　「政務活動費の積極的な公開を求める陳情」は、全国的な政務活動費の不透明な支出
問題を受け、ホームページ上で政務活動費及び政務活動記録を公開することを求める
ものです。支出伝票や領収書まで公開する必要があるのか否かが議論となり、採択が
３名、趣旨採択が４名となり、委員会としては趣旨採択すべきものと決定しました。
　また、議会最終日には相次ぐ職員の不祥事から「市長及び副市長の給料月額の減額に
関する条例」について付託され、審査の結果、全会一致で可決すべきものと決定しま
した。

◇総務常任委員会（9月9日・9月26日開催）◇

ちょっと一言

　「政務活動費の積極的な公開を求める陳情」について、私は、
開かれた議会が求められる中で透明性を高めていく必要があ
り、公開できるものは基本的にすべて公開すべきとの観点から
採択を主張しましたが、委員会の結果は趣旨採択となりました。
　陳情の趣旨は、ホームページ上で政務活動費及び政務活動記
録を公開することを求めるもので、支出伝票や領収書の添付を

求めるものではありません。仮に支出伝票や領収書を公開したとしても、
業者名を伏せれば公開可能との見解
を市の執行部も示しています。今、
各自治体で政務活動費の不適切な使
途について指摘されています。透明
性を高めていかなければならないこ
の時期に、陳情が趣旨採択では出雲
市議会としての資質が問われるので
はないでしょうか。

総務常任委員会での質疑
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　決算特別委員会では、付託を受けた平成25年度出雲市一般会計歳入歳出決算認定の
ほか各特別会計の歳入歳出決算認定、公営企業会計の決算認定など19件の認定事項が
３日間にわたって審査されました。
　平成25年度（2013）の一般会計の決算総額は、歳入が769億３千万円、歳出が755億
８千万円、収支差引額が13億５千万円となりました。また、実質的黒字要素である起
債繰上償還金や積立金14億５千万円を加えた実質単年度収支額は９億３千万円の黒字
となりました。
　一方、特別会計（16会計）の決算総額は、歳入が490億８千万円、歳出が484億６千
万円、収支差引額が６億２千万円となりました。また、実質単年度収支額は１億７千
万円の赤字となりました。
　この結果、自治体の財政力をはかる実質公債費比率は0.7ポイント改善され、20.3％、
将来負担比率は17.6ポイント改善され206.6％となりましたが、依然として全国市区
町村平均に比べ高い水準にあり、さらなる改善が求められます。
　決算審査の結果、一般会計、特別会計それぞれの認定事項については、いずれも賛
成多数により可決すべきものとされましたが、各事業に対して多くの意見が出ました。
総じて決算での各事業における効果や数値などについて担当課から明確な答弁がない
といった意見や無駄を省く努力が足りないといった意見があり、委員長報告の指摘事
項として意見が付されました。

◇決算特別委員会（9月18日、19日、22日開催）◇

決算特別委員会
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文教厚生委員会協議会（7月29日開催）
　文教厚生委員会協議会が開催され、子育て支援に関する講演会がありました。講師
の柳楽桜子さんは多伎町の出身で、現在日仏行政間、企業間の企画コンサルタント及
びイベント運営とそのプロデュースを手掛けてい
らっしゃいます。
　講演では、日本とフランスの子育て支援策の違
いについて、教育システムや学童の時間、休暇制
度などを比較しながら説明されました。
　フランスでは積極的な家族支援政策が導入され
ており、家族手当、特別休暇制度はもとより３人
目以降は減税されるなどの政策がとられ、合計特
殊出生率は2.01人となっています。また、このよ
うな政策の下、女性の就業率も85％と高くなって
います。
　日本でも子育て支援策の充実が叫ばれています
が、財源不足により遅々として進まないのが現状です。将来を支えていくのは子ども
たちだという認識を持ち、社会構造全体を変えていく姿勢がなければならないと感じ
ました。

島根県市議会議長会議員研修会（8月5日）
　島根県市議会議長会議員研修会が出雲市のニューウェルシティにおいて、県内の市
議会議員や事務局など約140人が出席して開催されました。

　研修会の講師には東京大学大学院情報学
環長・学際情報学府長である須藤修氏を迎
え、「番号制度と住民サービスのこれから」
と題して講演がありました。
　いわゆるマイナンバー制度の関連法案に
ついては昨年5月に可決成立し、平成28年1
月から番号の利用がスタートします。制度
の活用効果として、所得情報の正確性の向

講演する柳楽桜子氏

講演する須藤修氏



1414

上による細かな制度設計が可能となり、より適切なサービスが行えるとのことですが、
一方、個人情報の保護や情報格差などの新たな問題が生じることも指摘されています。
また、施行後３年を目途として自治体ごとに利用範囲や用途拡大について検討を加え
ることができるなど、自治体として特色ある活用も可能なようです。
　いずれにしても、早い時期から住民の皆さんとともに問題が生じず、有効活用でき
る方策を考えていく必要があると感じました。

広島市８．２０豪雨災害支援ボランティア（9月13日）
　出雲市総合ボランティアセンターの呼びかけによる「広島市8.20豪雨災害支援募金活
動」に参加しました。呼びかけには15名ものボランティアが参加し、ラピタ本店の２
か所の入り口で２班に分かれ、約1時間の募金活動を行いました。ラピタへのお客様も
多くの方が快く募金をしていただき、72,000円余りの浄財が集まりました。
　広島市では豪雨による土砂災害によって74名もの尊い命が失われています。出雲市
でもいつこのような災害に見舞われるかもわかりません。防災対策と意識の向上が不
可欠です。災害に対しては、今後も積極的な支援活動を行っていこうと思います。

募金活動のようす
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編集後記
　６月議会から９月議会にかけてはさまざまな出来事がありました。
　まずは、各自治体で議員の不祥事が相次いだことです。兵庫県議会議員の不適切な政
務活動費の問題、青森県平川市では議員20人のうち15人が選挙違反によって逮捕、神
奈川県議会議員による危険ドラッグ使用の問題など数えきれません。各自治体議会の議
員自らが私生活においても襟を正し、透明性のある議会活動が求められています。
　出雲市職員もこの間2名が逮捕されるなど、出雲市に対する信用と信頼が揺らいでい
ます。合併によって巨大な組織となり、職員の意思疎通がはかれていないことが一つの
要因であると感じます。今こそ交流や学習をとおして職員の一体感を醸成していくこと
が必要です。
　また、広島市8.20豪雨災害もありました。犠牲になられた74名の方のご冥福を祈る
とともに被災された方へ心よりお見舞い申し上げます。私も被災者への募金活動ボラン
ティアに参加しましたが、今後も何かできることがあれば、積極的に支援していきたい
と思います。
　９月議会では決算審査がありました。私にとってはじめての経験でしたが、実に多く
の事業があり、審査をとおして事業の無駄や今後のあり方についてチェックと指摘がで
きる貴重な場です。今後の事業に活かせる積極的な発言はできたのではないかと思って
います。
　今後もさまざまな機会において、市民目線での施策の実現がはかれるような発言とと
もに議員として透明性のある活動を目指します。



皆さまのご意見・ご要望をお寄せ下さい！

この出雲の地に愛着と誇りを持ち、ゆとり・豊かさが実感
できる地域にしていくため、市民の皆さんのご意見・ご要望
をお寄せ下さい。
子どもたちの未来のため、これからの出雲市のまちづくり
を共に考え、実践していきます。

発行：出雲市議会議員　岸　道三
　　　〒693-0035　出雲市芦渡町437
　　　TEL（Fax）0853-21-0621　E-mail:kishi.michizou@gmail.com

きし　　 みちぞう

ホームページを開設しています ! 一度お立ち寄りください。

http://michizou.net


