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厳しさが増すなか
気の抜けない予算執行
平成 年度嬉野市一般会
状況のなかでも健全かつ

その結果︑厳しい財政

いて︑本市においては各

全化判断比率の算定につ

財政健全化および経営健

本年度から実施された

委員会意見︵要約︶

計の決算認定については
いることを確認し︑委員

適正に予算が執行されて

審査を実施しました︒

﹁一般会計決算特別委員

指標とも健全化基準を下

財産収入1％

然として経常収支比率︑
公債費比率は高水準で推
移しており︑依存財源は
６割を超し︑当嬉野市に
とって楽観できない状態
です︒

未収金が財政を圧迫
市税徴収については︑
差し押さえの徹底とイン
ターネット公売の導入な
ど鋭意努力され︑徴収率
は平成 年度より０・２

ていますが︑各目の経費

の金額は︑予算の定めに

従って流用できます︒目

・節は︑行政科目や執行

科目といわれ︑市区町村

長の権限で相互に流用で

きます︶金額が多額に及

んでいます︒

緊急やむをえない事態

も理解しますが︑新規事

業や大きな事業の変更は

事前に予測できると思わ

れる︑また事業内容の変
状を見れば︑収納対策を

ち款・項は議決科目であ

算の流用︵歳出予算のう

ます︒

るべきではないと思われ

れば︑流用により対応す

更ともいうべき内容であ
一層強化していく必要が

り相互の流用は禁止され

年度においても︑予

▲ようやく実現した伝建地区の防火水槽

あります︒

市財政を圧迫している現

すます悪化し︑未収金が

する事業の徴収事情はま

使用料収入をもって推進

ポイント向上しましたが︑

18

国庫支出金
12％

歳入

119億9245万0,395円

2
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うれしの議会だより NO.11

９月議会に提案された

会﹂を設置し︑９月 日
会意見を付し︑全会一致

地方消費税交付金2％

ているといえますが︑依

から４日間︑各担当課か

1％未満は、0％と表示

回り健全財政を維持でき

地方交付税
33％

で認定しました︒

諸収入5％

利子割交付金
0％
県支出金
8％

市税
22％
市債
5％
繰越金3％

配当割交付金
0％

らの説明及び事情聴取を

自動車取得税交付金0％
繰入金4％

地方譲与税
1％

使用料・手数料
1％
分担金・負担金
2％
地方特例交付金
0％

予算の流用は
最小限に
19

16

19

おこないながら︑詳細に

決算

平成19年度

一般会計
議会費
1％

災害復旧費
0％

公債費
11％
教育費
9％

消防費
4％

歳出

土木費
9％

商工費
4％

民生費
32％

衛生費
8％

農林水産業費
8％

▲整備された温泉公園

総務費
14％

114億9145万9,477円
長期的展望を持って
努力を

嬉野市においては︑近

年中に起債の償還のピー

クを迎え︑さらに永年の

懸案事項であったリーデ

ィング事業の進行や︑九

州新幹線西九州ルートの

開業・新駅建設に向けた

大型事業の実施も控えて

おり︑市当局におかれて

は︑地方財政をめぐる情

勢が刻々と変化する中︑

長期的展望を持ち︑かつ

日々の努力により厳しい

局面を乗り越えていただ

きたい︒

、

貯金はこれだけ

借金はこれだけ

（単位：千円）

基金積立金
基金名

平成１８年度末残高

平成１９年度末残高

借入金の項目

平成１８年度末残高

平成１９年度末残高

財政調整基金

694,924

679,780

補助事業の借入金

630,045

564,177

減債基金

707,401

708,637

単独事業の借入金

4,100,652

3,944,082

公共施設建設基金

620,450

636,014

学校施設建設の借入金

1,495,110

1,335,034

地域づくり推進事業基金

403,401

404,766

災害復旧事業借入金

16,424

11,097

その他特定目的基金

ふるさと振興基金

16,221

16,270

公営住宅建設の借入金

151,131

147,420

下水道事業基金

185,364

135,923

福祉施設時建設借入金

5,088

4,178

地域福祉基金

景気対策事業等の借入金

663,293

609,503

減税補てん借入金

579,782

529,926

464,051

464,051

ふるさと水と土保全対策基金

20,413

20,413

学校建設基金

89,785

140,432

人づくり振興基金

50,000

50,000

臨時財政対策借入金
県借入金

奨学資金積立金
小計
合計

3

（単位：千円）

地方債(借入金）

50,357

46,550

1,900,042

1,914,419

3,302,367

3,302,836
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臨時税収補てん借入金

その他
合計

122,597

112,157

2,713,207

2,926,174

97,478

67,963

1,328,787

1,259,818

11,903,594

11,511,529

特別会計
平成 年度

ないました︒

資料により︑審査をおこ

当各部課から提出された

９月 日から３日間︑担

会計の決算については︑

つの特別会計と水道事業

平成 年度嬉野市の６

確認し︑認定しました︒

に処理されていることを

的とする事業遂行を適正

が︑各特別会計決算は目

も厳しさを増しています

により︑本市の財政状況

今日の経済事情の悪化

委員会意見︵要約︶

公平性を欠き︑また国民

国保の健全運営を
国民健康保険
被保険者の負担をはじめ

徴収率の向上には努力が

支障を来たすことから︑

国 民 健 康 保 険 制 度 は ︑ 健康保険の健全な運営に
国からの負担金︑補助金

望まれます︒
また︑なかでも保健事

が運営の基礎となってい
ますが︑国民健康保険税

ドックはじめヘルスアッ

につながるので︑人間

の徴収率が低迷しており︑ 業の推進は医療費の抑制
大幅な改善が見られませ
ん︒

プ事業の推進をはかりな

よる老人の保健指導に努
める必要があります︒

4
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５億５３８５万円

６億４９２万円

５１０７万円

留保資金より支払い

工事費償還金他

補助金他

資本的会計

７億７７４５万円

７億８４２０万円

水道事業会計

経費支出

水道料金他

事業的会計

このことは嬉野市のみ

びつくように啓発の徹底

な ら ず 全 国 的 な 傾 向 で ︑ がら︑特定検診事業へ結
経済不況を反映したもの

に努めなければなりませ
ん︒

と思われます︒
しかし︑それでは税の

老人保健
昨年に引き続き被保険
者の重複受診の抑制に努
め︑保健師及び栄養士に

119億９２４５万円

１１４億９１４６万円

５億９９万円

国民健康保険費特別会計

４２億３８４２万円

４０億９３３０万円

１億４５１２万円

老人保健特別会計

３９億８９７２万円

３９億８２７６万円

６９６万円

農業集落排水特別会計

８億３８９５万円

８億３３４１万円

５５４万円

公共下水道特別会計

４億４１５７万円

４億３８８５万円

２７２万円

嬉野第七土地区画整理事業特別会計

３億９４７９万円

３億９２３０万円

２４９万円

嬉野第八区画整理事業特別会計

２億５７６２万円

２億５５９５万円

１６７万円

一般会計

残高

歳出

歳入

会計名
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16

保健指導に努めよ

決算
19

19年度会計別決算額

安心・安全な水の提供を
末と比較して ㌫減と収

努力された結果︑昨年度

は督促︑臨戸徴収などに
す︒

収納対策の強化が必要で

水道事業
漏水調査は２年に１回
納対策の成果はみられま
水道水の提供をお願いし

もちろん︑安全・安心な

安定した収益の確保は

︵中心市街地は毎年︶実
施されていますが︑その
すが︑平成 年9月から

地域への目配りも必要で
り未収金の増加が予想さ

嬉野地区の料金改定によ

ます︒

年の調査対象外となった
す︒
水道料金の未収金の額

れるので︑今後さらなる

事業の早期完了を
目ざして 水環境改善のために

美野・上久間・馬場下

農業集落排水︵塩田︶

りながら︑一方において

善のため接続の推進を図

今後も地域の水環境改

慮しながら事業の早期完

３地区の接続率は同意戸

は市の財政にも配慮した

第七・第八土地区画整理

数１００３戸のうち︑接

経営を望んでおきます︒

が︑今後の換地登記や新

ます︒

了に向けての努力を望み

続戸数７４６戸で︑ ・

平成 年度の完了を目

幹線の路線確定の問題も

指して努力されています

あり︑職員の配置にも考

４㌫となっています︒

特別委員会の総括意見

はかるため平成 年3月

公共用水域の水質保全を

要です︒

に向けてさらに努力が必

うゆう水洗化貯金の推進

用者への加入促進や︑ゆ

生活環境の向上と景観︑ ホテル・旅館など大口利

負担の原則に反する未納

税や使用料など︑利用者

ものと判断するが︑国保

行を適正に処理している

ては︑目的とする事業遂

事業会計予算執行におい

各特別会計並びに水道

な運営を目指し努力され

ので︑各会計ごとの健全

計に大きな影響を及ぼす

が増加することは一般会

特別会計全般で未収額

の点からも見過ごせない︒

いえ︑市民の権利と義務

状況が低迷しているとは

接続率の向上と併せて︑

件 ︶ となり︑整備の進捗

者の増加や累積滞納金額

公共下水道︵嬉野︶

率は ・6㌫となってい

ることを望む︒

ます︒

率は

・ 6 ㌫︵ ４ ７ ８

から供用が開始され接続

18

2008年10月25日

▲街路樹植栽も終わり完了までもう一息（第7区画）

の増加など︑昨今の経済

36

75
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5

23

接続率の向上がカギ
▲さらに接続率アップが望まれる

74

14

20

用奨励金が交付されるな

また︑３年間上水道使

︵株︶佐賀工場︵本社広

ど︑嬉野市独自の措置を

昭和 年より後藤被服
島︶として 年間操業し

49

平成 年第３回定例議

鎖︑撤退されました︒

町五町田︶が今年８月閉

てきたジーベック︵塩田

また本庁入り口の７２

誘致を申し入れています︒

設けて︑県に進出企業の

35

会が︑９月５日から 日

20

・第七・第八区画整理事

老人保険・農業集落排水

般会計・国民健康保険・

提案された議案は︑一

０００ 万円 ︵ 坪 単 価 約

業誘致の用地として︑９

土 地 と 建 物 を含め︑企

り︑１万２２６平方㍍を

ただきたいとの要望もあ

野市で有効に活用してい

長年お世話になった嬉

車場として借地している

ター入り口に市営第２駐

の要望があった高速イン

旧嬉野町のときから購入

ることになり︑さらに︑

に３０００万円で購入す

駐車場整備・景観のため

０平方㍍を︑混雑回避・

まで 日間の日程で開催

業水道事業の補正予算６

２ 万 ９ 千 円︶で購入す

４３５６平方㍍も︑１億

の議案が提案され︑賛成

業誘致の促進をはかるた

一方︑今議会では︑企

スポーツ振興のために購

５４４万円で産業振興と

１万平方㍍以上の場合︑

ことを望みます︒

今後有効に活用される

め条例の一部が改正され︑ 入することになりました︒
求める意見書﹂について

れます︒

として進出企業に交付さ

︵２５００万円を限度︶

相当額を用地取得奨励金

用地取得金額の４分の１
表・意見書は ︶

も可決されました︵賛否

﹁財政の充実・強化を

多数で可決されました︒

されました︒

件土地の取得について・

ることとなりました︒

25

条例の一部改正６件など

21

6
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有効利用の道を！

土地
購入
P8

9月定例議会
議案
質疑

▲企業誘致が待たれるジーベック跡地

古湯温泉の建設に
うれしの材を活用
古湯温泉の建設につい

いる加温用燃料の価格が

騰に伴い︑施設園芸に用

世界的な原油相場の高

ます︒

用してもらいたいと思い

も︑この事業を有効に活

を確立する観点において

います︒

に大変な打撃をあたえて

低コスト ＋環境

今回︑市営駐車場の条

００円︑２時間を越え１

駐車料金は２時間以内１

さを増しています︒
このようななか︑今後︑
本県の施設園芸農業が持
続的に発展していくため
には︑脱石油型や省石油
型などの石油に過度に依
芸を確立していくことが

存しない省資源型施設園
必要であり︑本市におい
ても各生産者部会を中心
に︑取り組むことになり
ました︒
事業内容は︑省資源型
施設園芸の確立に必要な
装置などの整備に要する
経費に対し︑県と市が補

くさまざまな業界︑業種

設園芸農業者ばかりでな

今回の原油高騰は︑施

っています︒

的な取り組みが必要とな

にはこれからも︑全地球

めて︑省エネルギー対策

地球温暖化の問題も含
急激に高騰していること

により︑施設園芸農家の
伐採運搬後︑人工乾燥
に約２ヶ月ほどがかかり︑ 経営に占める生産コスト
が増大し︑施設園芸を取
完成は来年秋頃ではない
駐車場については旧紅

ては︑今年度３億２５６
２万円が予算化されてい
てていただいた市有林を︑

屋新館跡地に 台ほど駐

材など含め︑全体量とし

例改正があり︑新たに古

動︵牛ノ岳と上不動広川

り巻く情勢が一段と厳し

かと思われます︒

▲古湯温泉の模型（総合支所に展示中）

ましたが︑永年大事に育
建設用材として一部に利

て２５０立方㍍のうち︑

湯温泉第１・第２駐車場

ました︒

上岩屋陣野地区にある樹

として追加され︑一般の

木造建築のため︑集成

用することになりました︒ 車できるように整備され

齢 年程度の桧と︑上不
原林道際︶の桧と杉を選

時間ごとに１００円とな
ります︒

木伐採し︑製品にして︑
立方㍍程度が利用され

温泉を利用される方に
ついては︑今後無料にで

る予定です︒
伐採運搬業務に︑１６

きるよう検討されます︒
燥に５２７万９０００円

助をするもので原油価格
高騰に耐えうる産地体制

▲低コスト化をどうはかるか

60

９万６０００円︑製材乾
が上乗せして予算化され
ました︒

2008年10月25日

うれしの議会だより NO.11

7

80

13

地方の声を国政へ 意見書

地方財政の充実と強化を
陳情者
康博

山口栄秋

山田伊佐男

平野昭義

西村信夫

田口好秋

副島敏之

野副道夫

山口榮一

太田重喜

神近勝彦

芦塚典子

等

織田菊男

川原

是正を行い︑地方自治体

秋月留美子

梶原睦也

大島恒典

小田寛之

表決数

結 果

賛

嬉野市営駐車場の一部を
可決 ２０
：0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
改正する条例
嬉野市企業等誘致条例の
可決 ２０
：0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一部改正

否

表

●は反対

○は賛成
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自治労佐賀県本部
執行委員長 宮 島

採択しました

〜 意見書︵要約︶〜

田中政司

の意見を十分に踏まえた

副島孝裕

経済財政政策担当大臣

れた地方法人事業税の国

対応を行うよう強く要望

能・財政調整機能による︑

税化と︑都市部の税収を

する︒

園田浩之

活用した﹁地方再生対策

河村建夫様
鳩山邦夫様
中川昭一様
二階俊博様

経済産業大臣

財務大臣

総務大臣

内閣官房長官

麻生太郎様

内閣総理大臣

平成 年９月 日

佐賀県嬉野市議会

費﹂は格差是正策として

調整によることなく︑地

力格差は︑地方間の財政

はかり︑自治体間の財政

る地方財源の充実強化を

譲︑地方交付税機能によ

５対５を実現する税源移

て︑国・地方の税収配分

保と地方分権推進にむけ

の充実に向け︑水準の確

格差是正と公共サービス

予算は深刻化する地域間

このため２００９年度

は不十分である︒

5

２００８年度に創設さ

与謝野馨様

7

4

方交付税の財源保障機

可決 ２０
：0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土地の取得について

9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21

8

6

3
25

2

1

号
番

20

嬉野市一般会計補正予算 可決 １９
：
１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

嬉野市老人保健特別会計
可決 ２０
：0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
補正予算

嬉野市水道事業特別会計
可決 ２０
：0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
補正予算

副市長 今回︑県で初め

見を賜り新年度に公的な

いく︒

協議し︑再度運動をして

定住促進の補助制度に

組織を立ち上げていく︒

水没地域を色分けして

口増加活動は﹁車の両

平野 誘致活動と定住人

もあっている︒

込みがあり︑問い合わせ

市長 区長会にも報告を

ったと聞くが︒

場所を﹂という意見もあ

とされているので安全な

区から下流域は冠水区域

長会の席上で﹁宮の元地

が完成した後︑市民の方

再度︑意見を賜わり施設

ったということなので︑

ていたが︑そうではなか

に結論が出ていたと聞い

市長 以前塩田町のとき

いくべきである︒

先日の西部地区の知事へ

議を開始した︒

区を造成計画し開発の協

市長 企業団地は久間地

要望すべきではないか︒

ら高規格道路計画を県に

である︑武雄インターか

定に努力すべきだ︒

ついては現在５件の申し

平野 中心部は堤防の高

説明してある︒
さであり︑安全な場所と

輪﹂であり︑企業・農

企業誘致と定住促進

て作成された︒

一 般 質 問

社会文化体育館建設を
問
急げ
平野 昭義 議員

いうことで署名活動がさ

業・観光の三本柱の計画
を策定し︑目標を掲げ取

れてきたものと思う︒
冠水区域公表は︑塩田

し︑今後も各団体の意見

が喜んでいただける施設

の要望の際にも意見をだ

再度意見を聞き組織を
立ち上げる

を聞き再度組織をつくり

を造るためにも︑しばら

している︒

答

議論をお願いしていく︒

く時間が必要と考える︒

現在まだ見込みが立っ

り組みを︒

平野 この問題は両町の

平野 ハ ザ ー ド マ ッ プ

平野 判断を迅速におこ

ていないので近隣の市と

町民に十分な説明をして

合併協議会において確認

︵冠水区域︶が今年１月

ない︑早目の決定を望む︒

高規格道路については︑

また企業団地への道路

事項である︒

に作成されたが以前はな

市長 年度内に多くの意

月までに建設場所決

かったのか︒

▲ 久間工業団地交差点

ここから
９月３日︑塩田町全区

2008年10月25日
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9

12

15人

機構改革で不便な部分
問
は改善を

市長 市道は６１０路線
あり︑地域の要望も最も
多いので︑補助制度も活
用して取り組んでいく︒
現地は見たので︑今か
ら取り組んでいく︒
太田 ただ検討するだけ
でなく︑是非とも重機を
通して作業林道の整備を︒
産業建設部長 民有林の
中であり︑所有者の負担

建設課長 以前検討した

道計画は︒

あっても︑公務に携わる

市長 勤務時も退職後に

課題だと考えている︒

が︑今後も取り組むべき

に教育・指導しているか︒ まざまな連携をしている

防災面からも行き止まり
市道等は早急な対策を︒

占有使用料・払い下げ

フト︵漂流飛散︶防止

について

組みを考えては︒

について

観光問題について

市長 旅行代理店とはさ

10
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野副 道夫 議員
答 改善に努める
新幹線の開業に向けた

が発生する︒
太田 道の両側 ㍍位間
伐すれば費用は出るので︑
上不動の国見も行き止

工夫をし知恵をだせ︒

経緯がある︒

ものとして大切な義務と

●﹁環境に優しい持続的

太田 合併前の地区説明

水源への影響・振動の問

太田 観光客の集客増の

農業﹂の本市のポジ

その他の質問

野副 写しなどが即座に

題などがあった︒

ために︑Ｊ ＴＢ等へ職員

ティブリスト︵一定の

して指導しており︑今後

必要である場合︑旧町で

野副 ﹁新幹線で活性化

市職員の

を長期派遣し︑民間の手

会では﹁周辺集落等に不

受領してくるよう求める

を﹂というまちづくり部
太田 ６月議会に地域か

守秘義務遵守は

も研修などを増やして指

ことは改善の必要がある

会が設置されたがどのよ

ら陳情が出され︑産業建

量を超えて農薬等の残

安・迷惑をかける行政は

と考えるが︒

うな部会か︒

設委員会では﹁作業林道

法を学び︑取り入れて成

なければならない︒
職員に対し︑どのよう

道・水路の管理責任と

市長 担当の職員もシス

新幹線整備課長 新幹線

太田 個人情報保護条例

しない﹂との約束があり︑ 導していく︒

テムの限度を理解できて

としてでも整備すべき﹂

いなかった︒

方向性を市民の方に早く

行き止まり市道の﹁両

を活かしたまちづくりの

今後は十分注意し︑市

示していく必要性から︑

岩殿ノ木庭線﹂の嬉野側

留する食品の販売等を

民の皆様に迷惑をかけな

今年度に嬉野温泉駅周辺

の整備はどうする︒

果を上げている町がある︒

いよう努力する︒

整備構想を策定する部会

を持ち出すまでもなく︑

●市有財産となった里

まりだが︑ここの作業林

両岩殿ノ木庭線

▲ これでも市道

との意見が出された︒

答

今から検討する

禁止する︶制度とドリ

太田 重喜 議員

本市もこのような取り

問

50

まちづくり構想は
野副 平成 年には九州
新幹線長崎ルートが開業
する︒
地権者を含む地域説明
会が開催されたが︑住民
の反応はどうだったのか︒

行き止まり市道をどうする

職員の守秘義務は守られ

説明であったが︑参加者
市長 大きな混乱もなく
移行できたと考えている︒ の意見は︑騒音の問題・

市長 今回の説明会は︑
構改革によって住民の方
が不便になっていないか︒ 今後の進め方についての

野副 先に実施された機

30

一般質問

野副 市長の構想は︒

である︒
直面している︒

ことのない厳しい状況に

環境が︑かつて経験した
委員会の報告によると︑

ー疾患に関する調査特別

梶原 文科省のアレルギ
インができても︑学校現

いかに立派なガイドラ

を目指していきたい︒

アフリーと嬉野らしい駅

ことなく︑日本一のバリ

材の高騰によって悲鳴を

価格をはじめとする諸資

どり︑施設園芸は︑原油

米価は年々下降線をた

には﹁ガイドラインのよ

えた割合は高いが︑実際

をおこなっている﹂と答

学校が各種の﹁取り組み

医療機関が連携できる体

止め︑家庭と学校現場と

現場の声を真剣に受け

の意味もない︒

場で実現されなければ何

現状だ︒

市長 周辺の環境を壊す

野副 近隣市町との連携
うには対応してくれな

▲

教育長 学校のアレルギ

学校においては︑保健室

のが基本的な対処法だが︑

難になるなどの過剰反応

の緊急連絡簿の作成が困

基本方針には︑災害時

ガイドラインはできたが⁝

ー疾患に対する取り組み

の整備として温水シャワ

を防ぐ対策が新たに盛り
対象となる児童・生徒の

いては検討したことがな

市長 温水シャワーにつ

実質的な運用の効果があ

市長 個人情報保護法の

込まれたが︒
保護者への学校生活管理

研修を重ね適切な運用

と思う︒

がるよう改正されたもの

ら勉強する︒

資料等も集めてこれか

い︒
今後︑ガイドラインの

共通理解をはかった︒

表の配布や提出について

取り組みを推進している
ーの設置が効果的ではな
最中で︑職員研修により︑ いかと考えるが︒

ガイドラインに基づいて

われるよう努力する︒

で引き続き円滑におこな

給食センターなど︑全体

また︑学校・保育所・

てはいけない︒

をし︑長期に対応しなく

医師︑家族との情報交換

市長 きめ細かに学校︑

制作りが必要ではないか︒

あげている︒
価格の低迷が続く中で︑

い﹂という声が多いのが

は避けて通れない問題だ
市長 近隣市町の理解も
た状況にある︒

今年は︑とどめを刺され

答

きめ細かに対応する

また︑お茶については

必要だし︑嬉野市外の方

梶原 睦也 議員

と思うが︒

々との関係も保ちながら
事業を推進していきたい︒ 市長 消費地との交流を
物を幅広く深めていくこ

深め︑安全で安心な農産
農業問題に
とが肝要だと考えている︒

▲ 窓口で字図の点検（本庁）

どう取り組む

アレルギー疾患に対する
学校現場の取り組みは
問

個人情報保護法の

今後国から連絡があれば

を目指す︒
子供たちの安心・安全な

過剰反応に対する

検討する︒

取り組みの流れに基づき︑
学校生活が保障されるよ

取り組みは

条例や運用の改正など︑
う取り組む︒

保護法に関する基本方針

梶原 政府は︑個人情報
に関しては皮膚を清潔に

の改正案を閣議決定した︒

梶原 アトピー性皮膚炎
保つ︑軟膏を塗るという

2008年10月25日
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野副 今農業を取り巻く

一般質問

市消防団の現状と地域
防災体制の充実強化を
副島 敏之 議員

理統合も必要であり︑若
い消防団員の不足など全
国でも見直しがおこなわ
れており︑現在消防団で
検討してもらっている︒
副島 消防積載車の無線
機で塩田と嬉野間で無線
交信ができない︒
早く交信ができるよう

できればデジタル化を

きたい︒
しかし嬉野地区におい

目指し︑統一してやった

れている︒
ては台数が少なく整備さ

ほうがいいのではないか
と思う︒

れていない︒
国の方向性はデジタル
方式への変更を進めてお

問

答

副島 当市において女性

効果の鹿児島と︑九重夢

３年目を迎えた市消防

火指導をしている︒
他の車と併用して使い
たい︒

次計画を策定して具体的

に取り組むべきだ︒

また︑広域観光推進の

ため︑定期観光バス運行

も検討されたい︒

市長 新幹線を活かした

まちづくり協議会が発足

したので今後取り組みた

近隣の観光地へのアク

い︒

セスについては︑バス・

タクシー関係業者との連

携を深めて検討したい︒

ジェネリック医薬品の

推進で負担軽減を

山田 本市の医療費の占

める割合は県下でも高い

水準である︒

対策として︑新薬と効

︵後発医薬品︶の普及を

能が同様のジェネリック

求めたい︒

市長 市内においても︑

すでに使用が進んでいる︒

ジェネリックを使用し

た場合︑新薬と比較して

㌫程度の費用で済むと

考えている︒

談できる体制をつくるよ

かかりつけの病院で相

立市の嬉野として今後の

医療費が増大し市の財政

山田 広島の呉市では︑

う努力する︒

課題である︒

観光施設の整備は重要な

新幹線開業を目標に年

12
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問

答 見直し必要

副島 嬉野市消防団の定
数は１０５０人︒
市長 市内全域で統合が
できていない︒
今後︑早く取り組みを

要があるが︒

団員は 名︑主な活動は

女性消防団用に広報活

市長 嬉野地区の防災無

大吊橋の波及効果で大分

り︑今後は市内全域をデ

防災行政無線の嬉野市

線は４５０台が緊急時や

市長 家庭訪問をし︑防

広報活動である︒

したい︒

全体の整備を

広報に利用されているが

副島 塩田については︑
アナログ方式で町内約３

ころもある︒
団員の定数の見直しと部

主に消防団幹部や行政嘱
緊急情報もすぐに耳か

が健闘しているが︑観光

０００世帯全戸に設置し

動車の確保を

新幹線を活かしたまちづくり
協議会で検討

山田 九州では︑新幹線

山田伊佐男 議員

再編の取り組みはどうな

ジタル方式で整備する必

観光立市として観光施設
の整備を

託員宅などに設置してい
ら伝わり︑行政のお知ら

今後は費用が相当かか

っているのか︒
市長 人口比率で近隣市

るので来年度検討してい

る︒

町より多く︑今後は定数

せ︑案内等も毎日放送さ

43

人団員の補充が厳しいと

▲ 嬉野と塩田で無線システムがちがう消防車輌

てある︒

地区によっては今後新

っている︒

は地区ごとに大きく異な

継続しており︑部の人数

旧塩田町の３分団 部を

旧嬉野町の４分団 部︑ に︒
26

11

の見直しや︑各分団の整

80

一般質問

問

答

ばい さ おう

売茶翁関係史跡の整備を
山口 榮一 議員

取り組みできるよう
相談していく

本市でも積極的に対応

すべきと考えるが︒

を圧迫したことから︑ジ

ェネリックの普及に取り

ら予算をいただきサガン

市長 水中ウォーキング

鳥栖健康教室も実施して

組み年間５千万円の削減

ジェネリックを使用し

効果があった︒

や運動教室︑Jリーグか

た場合︑患者負担の軽減

効果を出している︒

額を明記した通知書の発

山田 各課︑各々実施し

はできないか︒

ているが一本化すること

送を行っている︒

本市でも前向きに検討

をしていただきたい︒

▲

組織が動いているが︑将

市長 補助事業に合わせ

健康運動教室で医療費

文化財は貴重なものと思

している︒

が上がるように取り組む

来的には一本化して成果

売茶翁への県民・市民

山田 各自治体では︑健

抑制を

市長 我が国で初めて喫
いて取り組みできるよう

の意識も高まりつつある

べきと考える︒

をし︑ご了解を受け︑売
茶翁と碑文内容を紹介す
る看板整備ができないか
山口 茶道の茶祖は千利
茶の習慣をつけ︑お茶を

関係者に相談をしたいと

その他の質問

の水路活用は

康指導教室を盛んに実施

うので︑地主の方と協議

私有地にある売茶翁の父親の墓︵五町田小うら︶

休︑煎茶道の茶祖は売茶
一般の家庭にまで広めら

と考えるが︒

翁と言われている︒

として検討していく︒
が︑１６６５年塩田に隠

治初年にはなくなってい
● いのしし対策

▲ 整備が待たれる俵坂関所跡

なか︑動向をみながら市

れた売茶翁の父親と言わ
考えている︒
売茶翁は１６７５年佐
れる方の墓地が塩田にあ
山口 下野辺田の円明寺
賀蓮池生まれで︑蓮池の
藩主である鍋島家の藩医︑ り︑五町田小学校近くと︑ 跡については鍋島直純公
下野辺田地区に関係史跡

しばやまもく の しん

会津出身の芝山杢之進︑

● 早期の公園管理を

じ がんざん

円明寺を建てて︑売茶翁

えんみょうじ

居していたとき︑慈眼山

旧塩田町では︑平成

がある︒

現在︑農地や宅地内と

るが︑そこについても整

● 木場川から温泉区へ

母みやの三男として︑生

け りん お しょう

年に石像物の有形重要文

なっているので︑地権者

備をお願いしたい︒

の師である化霖和尚を住

あるが︑実際は古い過去

化財として指定している︒ まわせたとあり︑寺は明

を受けられたと文献には
帳が見つかり︑四男であ

のご了解をいただく必要

るとのことである︒
生家についても︑くど

がある︒

教育長 現在民有地であ

造りの家屋が一部残って

いずみ荘はどうなる

今後︑文化財保護を大

ながら取り組む必要があ

● 県立軽費老人ホーム

石碑の立っている所は

切にしながら︑紹介につ

る︒

り︑調査をし︑相談をし

いる︒
私有地だが︑嬉野は茶産

いての看板設置などにつ
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地でもあり︑茶祖関係の

一般質問

問

田中 政司 議員
答

有効利用ということを第一に
考える

はどうなる︒

社・鉄道運輸機構・市の

工事を請けられた会

と見込んでいる︒

市長 量は︑ 万立方㍍
50

三者で打ち合わせをおこ

定したい︒

ないながら︑処分地を決
る︒

向に沿う形になると考え

トンネル掘削前の湧水

田中 今までの残土処分
や井戸の事前調査は
田中 湧水・井戸への影

地においては有効利用で
工業団地や住宅団地︑
響を沿線の市民は一番心

きていない箇所もある︒
あるいは農地などの利用
配されている︒

合併後トップセールス
問
をしたか

園田 浩之 議員

農業問題

りん

園田 肥料のもとになる

燐鉱石が手に入らなくな

る事実は知っているか︒

市長 報道等では把握し

ている︒

園田 現在ほとんど中国

水が出なくなったが事前
ない︒

から︑まだ行ったことは

燐の輸入がストップす

輸出をとめるだろう︒

増大で︑いずれ米国同様

ルギーがあれば︑時間を

市民のことを思うエネ

うなことに転換せざるを

率を上げていくというふ

を使いながら︑耕作の効

市長 自然に優しい肥料

とりしま

14
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が考えられるが︑今回の

にどれぐらいの水が出て

園田 市長があちこちの

れば︑お茶だけではなく

から輸入をしているが︑

は︒
いたか﹁調査資料がない

交差点で︑横断歩道の交

を受けることはわかって

農業全体が壊滅的な打撃

答 おこなっていない

市長 市有地を処分地に
ため機構と交渉できな

通整理みたいなことをさ

場合は︑民有地にお願い

中国自身も自国の消費量

する場合は︑当然今後の

い﹂では困るので沿線の

れているのをよく見かけ

トンネルを掘った後︑

有効利用ということを第

事前調査を徹底するべき

いるのか︒

処分地における利用方法

一に考える︒
である︒

たが︑私には不可解であ

その市有地で足りない

新幹線整備課長 鉄道・

するところも出てくるの

園田 佐賀にゆかりのあ

は承知している︒

市長 影響が出てくるの
運輸機構と打ち合わせを

運転している者にとっ

る︒

ではと考えている︒

る全国的な大企業もいく

つくって是非トップセー

得ないと思う︒

園田 それに対する市長

ルスをやっていただきた

園田 嬉野町の下水処理

の対策・方策は︒
孫社長も佐賀県出身であ

い︒

ては︑会釈のため大変危

る︒

市長 上京するたびに時

場に先進的な燐回収の実

険だ︒

用ポンプ大手の酉島製作

間をとり︑デパートを回

グリコ︑ソフトバンクの

所の先代社長は塩田出身

大阪に本社のある産業

だそうだ︒

験施設の誘致や農業集落
合併後︑嬉野市になっ
て︑そのような企業にト
ップセールスをされたこ
とはあるか︒
市長 先ほどの数社につ
いては︑嬉野市になって

排水施設・鹿島藤津のし

っている︒

ヤクルト︑久光製薬︑

つかある︒

している︒

その場合は所有者の意

▲ 新幹線の地域説明会

新幹線トンネル工事の
残土処分地を有効利用せよ

田中 新幹線の残土処分

一般質問

沿線の各区長さんに︑
湧水・井戸の地点の調査

リサイクルプラント化︑

の更新が必要ではないか︒ 尿処理場に今までと違う
田中 茶の産地として生
また︑生ごみの有機肥料

を超える茶園が ㌫を超
き残るためには︑他の補

化施設を早期に手がける

えている現状である︒
現在︑年間どれぐらい
助金を削減してでも茶園

をお願いしており︑それ
の茶園の更新が進んでい

をもとに運輸機構の方へ

と一石三鳥にもなると考

るのか︒

策を打ち出すべきだ︒

嬉野の農業を防衛する施

燐枯渇の先回りをして︑

うな提案は的外れか︒

の若返りを推進する施策

水文調査をお願いするこ

気概で取り組むべきだ︒

しい茶園を作るぐらいの

５年間で２００㌶の新

えられるが︑私のこのよ

年度で６㌶

が必要である︒

農林課長

茶産地として生き残る

出している︒

分ぐらいの苗木に補助を

とになる︒
老朽茶園の若返り対策
を急げ
ためには年間 ㌶ぐらい

携して︑﹁定住自立圏構

合を構成する自治体と連

副島 杵藤地区広域圏組

あると思う︒

は慎重に検討する必要が

考えており︑今回の構想

スが提供できる地域﹂が

の枠を超えて行政サービ

びつかないが︑﹁市町村

レートに定住対策とは結

市長 この構想は︑スト

に期待されると思うが︒

市の活性化策として大い

ている︒

㌫程度の値上がりになっ

て食料品を中心に︑約

ついては︑県の資料とし

市長 物価指数の推移に

市長 国で検討されると

対応策は︒

副島 物価上昇による低

想﹂を進めることもでき

できる可能性がある構想

り市内での完結した自治

ると思うが︒

であると理解している︒

所得者など生活弱者への

心市と周辺の市町村で生

市長 現在でも多くの事

救命救急センターの建

原油等価格高騰による

活圏をつくり︑圏域自治

業を一部事務組合でおこ

設については︑県西部地

市民への影響は

体が連携して地域活性化

なっており︑今後も共同

区として嬉野医療センタ

町村合併が一段落した本

を推進していくための施

処理などを拡大して自治

ーを対象として︑厚労省

活用した取り組みが︑市

策として︑﹁定住自立圏

体のスリム化をはかるこ

と協議に入っており︑実

を目指すことができると

構想﹂が総務省により示

とは可能と思う︒

問

されたが本市の対応は︒

対応できるが︑市独自と

しては検討していない︒

▲ 地域の守り 嬉野医療センター

副島 孝裕 議員

市長 自治業務を一部分

副島 年間を通して気候
現すれば嬉野市の特色が
が温暖で︑温泉に恵まれ︑ さらに強まっていくと思
に医療機関の充実した住

思うので︑通達がくれば

担し︑スケールメリット

嬉野医療センターを中心
が︑市民の理解もあり︑

環境の整った嬉野市にと

慎重に検討する必要が
ある

副島 少子化対策が思う

を発揮できる構想である

か︑政策の見直しが急務

合併により市制に拡大す

う︒

予想以上の速さで進むな

ように進まず︑高齢化は

であるが︑その対策とし

って︑定住自立圏構想を

答

▲ 鹿島藤津のし尿処理場

60
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本市の対応は

田中 嬉野市は樹齢 年
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ることができ︑できる限
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15

20

て︑人口５万人以上の中

一般質問

30

問 茶業振興について
大島 恒典 議員

ブランド商標を活かした
答
取り組みをしたい
登録を活かして︑攻めて
行く施策が必要だ︒
市長 私もそう思ってい
て︑西九州茶連︑商社の
方と一緒になって︑取り
組んでいければと思う︒

年間の価格の推移から見

の状況について︑過去３
状況調査﹂の結果につい

われた﹁全国学力・学習

大島 今年４月におこな

教育問題について

ても︑非常に厳しい展開

てどのように考えるか︒

大島 今年産の荒茶価格

である︒

て︑各学校の弱点部分を

教育長 この調査を受け

き危機感を感じるが︒

詳細に分析し︑授業の工

今後の茶業を考えたと
市長 景気の低迷により

問

答

計画上の沿線のみなさ

神近 一時的でも嬉野の

できなかったが︑現在で

以前は取水口の変更は

現在まで河川からの取水

をおこなっている︒

実験の成果が具体的に

いない︒

16

2008年10月25日

んに︑実際どのような音
がするか体験し︑理解を
してもらうことが大事と
思うが︒
市長 再来年には︑鳥栖
の九州新幹線が完成する︒
開通前の試運転の時期
る︒

に視察が可能と考えてい
神近 今年度︑３月いっ
ぱいで︑縦横断測量が終
わる予定と聞いている︒
トンネルの坑口の位置
が決定すれば︑早急に坑
口の周辺のみなさんに︑
験してもらうことが必要

消費が動くように︑必ず

は可能性もあると思う︒

こんな音がするんだと体
だ︒

工事事務所を嬉野へもっ
また︑騒音の沿線対策

安心・安全な水道水を

てこれるように︑今後と
しかし︑嬉野市はダム
も活動をお願いしておく︒ からの取水権が無いので︑

市長 機構に伝えたい︒
は︑いろんな手法をとる
と約束されている︒
神近 ３月議会の質問で︑
商店街や旅館などが少し

また︑横竹ダムでも昨

神近 今年も岩屋川内ダ
アオコの除去は︑県が
ムではアオコが発生した︒ 試験事業などおこなって
係者の宿舎を嬉野へ誘致

年から発生がみられる︒

でも潤うように︑工事関
するよう要望したが︑ど

夫・改善にいかしていき
神近 住民説明会で︑み

うなっている︒

いるが︑効果はあがって

たい︒

なさんが一番懸念されて

あがってくれば︑岩屋川

消費が進んでいない︒
今回︑地域ブランドの

大島 家庭での生活習慣

いたのは︑トンネルを出

提供を考えれば︑ダムよ
基準の音の高さが デ

安心・安全な水道水の
が安定している子どもた

市長 商工会や関連業界

産地として名声を堅持で

入りする際の騒音であっ

内ダムでも実施されるよ

ちの成績が良いと結果が

り上流から原水を取水す

きるよう努力したい︒

の皆様も一緒にというこ
た︒

うに交渉しなければなら

でていたが︒

るべきと考えるが︒

大島 現在の茶市場はペ

とで︑武雄市と一緒に県
教育長 昨年︑各学校で

ないと思っている︒

ットボトルの茶の原料向

市長 基本的には議員の
生活アンケートをとり︑

シベルと言われても解ら

と運輸機構の本部へ直接

けとして動いている︒

ない︒

﹁うれしの茶﹂の商標

▲ 新幹線トンネル出入口の防音装置

発言と同じ考えである︒

神近 勝彦 議員

出向いた︒

「トンネル坑口の騒音」
実体験が必要

保護者に啓発をおこなっ

商標登録ができたので︑

鉄道・運輸機構に伝える
70
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一般質問

ている︒

本庁総務課長 本年度︑

会などで︑この学習状況
度は︑ハザードマップ作

支援計画の策定と︑来年

災害時要援護者計画避難

調査の部分の生活状況と
成を予定している︒

現在老人クラブの研修

学力の関係なども話して

ざというときうまく機能

情報保護法の関係で︑い

の災害時において︑個人

制については︑近年各地

大島 要援護者の支援体

今後もＰＲに勤めてい

いる︒
きたい︒
防災計画について

問

答

障がい者が使用できる多機能

等 議員

︵多目的スペース︶トイレの整備を

川原

将来に向けて努力を
する
がい者用トイレに設置し

ができていないと聞いて

１歳を過ぎると狭くて使

大島 最近︑想定を超え
今回策定されるにあた

えないので︑乳幼児から

てあるベビーベッドでは︑

り︑実効性のある慎重な

る雨量が観測されており︑ いる︒
各地に被害を及ぼしてい
る︒

大人まで使える台を設置
してほしいとあった︒

審議を望んでおきたい︒

▲「うれしの茶」が商標登録認可

市内におけるハザード
マップ作成や︑災害弱者

目指す市長の考えは︒

バリアフリー日本一を
川原 嬉 野 市 を 訪 れ る

市長 将来に向けて努力

たら浦田川しかない︒
人々にとって︑公的なト

する必要があると考える︒ 殖し汚泥が滞積し︑消防

お願いする︒

川原 五町田・谷所地区

下水道事業について

団は消火に支障があると

は︑平成 年供用開始に

しかし︑現状は藻が繁
イレの整備が進んでいる
か否かは︑健常者であれ︑

言われている︒

部・東部︑大草野はどう

浦田川の消防水利
川原 市消防団役員と意

ているのでは︒
滞積し︑火災発生時には

川の整備が最優先という

予算も減っており︑浦田

るが財政的問題は︒

駅の周辺整備が絡んでく

なるが︑その後の久間北

であれ大きな問題のひと

総務課長 県の河川関係
のトイレ設置補助金のお

支障が出るとのことであ

現状ではない︒

行政の危機意識がずれ
つである︒

見交換会をおこなった中

しらせ﹂が掲載されてい

った︒
市長 温泉公園に設置し

のトイレがあるのか︒

藻や汚泥の撤去につい

が絶対必要である︒

を守るには︑浦田川の水

川原 住民の生命と財産

の供用開始後︑全般的な

市長 五町田・谷所地区

させていく︒

て︑県に対して要望され
農業委員会事務局長 毎

すべき︒

ているのか︒
考にする︒

年要望をしている︒

総務部長 再度県の方へ

てある多機能トイレを参

今後︑新幹線の工事と
たが︑基準となるモデル

８月の市報に﹁みんな

で︑浦田川に藻や汚泥が

高齢者であれ︑障がい者

▲ 常時消防水利には使えない浦田川

なる︒

23

財政状況を見ながら進捗
川原 障がい児をもつ保

川原 町で火災が発生し

市の財政からでも処置
護者が言われるには︑障
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17

の支援体制は︒

一般質問

﹁口座振替﹂で
問
税金の軽減は
西村 信夫 議員

答 安くなる場合がある
から控除することが可能
になるので︑夫に所得税︑

安くなる場合がある︒

合︑その分︑夫の税金が

末廃止となるが︑今後の

堤の上のバス路線が９月

西村 鹿島〜塩田経由〜

国で始まり︑日本に２０

スタートは１９９２年英

児に差し上げてほしい︒

秋月 最初の絵本を新生

してすぐの一般質問でも

旧嬉野町のときや合併

秋月 図書館内に乳幼児

階段の昇降機の設置を

乳幼児用のサークルや

００年に紹介された︒

要望があったが︑まだな

用のサークル︑おむつ交

また階段の昇降機設置な

換ができる場所がほしい︑

されていない︒

現在国内６６９自治体

が実施している︒
秋月 抱っこの温かさの

０円の絵本を４９０円で

ックスタート﹂より７５

オストメイトのトイレ

声があり︑整備したい︒

基礎を育むという新生児

して心を通わせるための

を作成し︑配布する︒

市長 絵本の紹介リスト

嬉野市ではどうする︒

し︑改修しなくてならな

いないのは承知している

図書館の整備ができて

市長 以前から必要との
中で語りかけて貰うこと

購入︑武雄市はお話会で

を設置しているが︑それ

どの要望がある︒

で赤ちゃんは自分が愛さ

実施︑鹿島市はブックリ

伊万里市は﹁ＮＰＯブ

れていることを知り︑人

を利用できると思う︒

答

▲（左）鹿島市のブックリスト（右）武雄市のブックスタート絵本

ストを配布している︒

秋月 留美子 議員

を信頼し︑人と言葉を介

問

早速検討して図書館活動と
しておこなう

内容が一般人には難しく︑

西村 申請により口座振

対応策は︒

西村 審議会は建設場所

ブックスタートの導入を

に絵本を提供するブック

18
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議論も説明もなく準備が
裁判所から市民への周

進められている︒
知依頼があっているのか︒
市長 裁判所の依頼でポ
スター掲示・市報などに
掲載している︒
始めての制度で国民の
理解を求めて施行される
ことが大切である︒

替ができるが︑要件は︒

市長 ジャンボタクシー

上久間線廃止について

健康福祉部長 国保の保

で週２日︑火曜日と金曜

個人住民税が発生する場

西村 後期高齢者医療制
険料を確実に納付してい

社会文化体育館に

で︑運賃は大人３００円︒

塩田分岐から堤の上間

度の見直しで︑年金から
年金収入が１８０万未

日運行︵１日３往復︶︒

満︵世帯主または配偶者︶

る人︒

ったが︑取り組みは︒

振替でも支払い可能にな

で口座より納付する場合︒

の保険料天引きが︑口座

市長 ３７０７名全員に
通知を出し︑１１５名が

決定にならず答申︒

ついて

西村 来年５月から始ま

裁判員制度について

る裁判員制度で︑嬉野市

口座振替を利用される︒
西村 保険料を口座振替

の裁判員候補者の割当数

は︒

早期建設に向けて考え

料控除の適用で税金の負

に変更すると︑社会保険

は 名であるが︑制度の

会保険料控除として所得

振替された金額を夫の社

よう手続をされた場合に︑

夫の口座から振替をする

市長 夫婦の場合︑妻が

担が軽くなると聞くが︒

41
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一般質問

市長 その後︑各種団体
などと意見交換し︑場所
施設内容など様々な意見
がでた︒
今後も多くの意見を聞
しんで利用できる施設を

き︑将来多くの市民が親

委員会レポート

建設することを念頭に努

議会基本条例の調査の
ため︑全国の市で最初に

委員会は走る

ていき︑農業と観光業の

地域の連携を再度深め

選に︑レモングラスで地

一体化︑耕畜連携の取り

武雄市は農商工連携

域活性化をめざした農事

組みを進めていきたい︒

いのは充分理解している︒

組合法人﹁武雄そだちレ

秋月 地域の農業や商業

農商工連携の取り組みは

秋月 本年度︑農林水産

モングラスハッピーファ

よる経済効果を市内全域

業と商工業などで連携強

嬉野市での農業と観光

ーマーズ﹂が認定された︒ が生かせて︑観光とかに

農商工連携促進法が制定

に波及できるような施策

とも慎重かつ充分な議論

の連携した取り組みは︒

をおこない︑これからの

されるなど︑国は連携を

は自己の質問について充

を考えてほしい︒

分な勉強をしていないと

論も考えられる︒

嬉野市議会のありかたに

基本条例制定には今後

れる︒

対応できないので︑今以

市長 促進法以前から取

明をおこない︑市民の意

おいても︑２会期制の議

支援︑
県も﹁農業県佐賀﹂

現在︑嬉野市議会でも

見を反映させた独自の条

上に議員の研鑚が求めら

り組みをおこなっている︒

化して相乗効果をめざす

88

として力を入れている︒

議会基本条例制定にむけて

三重県へ
制定され︑三重県議会に
議会報告会・政策討論会・
おいては基本条例のほか︑ 反問権︵執行部からの逆
質問︶・議会モニター制
度などが考えられるが︑
基本条例の趣旨を各議員
が理解するとともに︑市

検討委員会﹂のなかで検

議会の最高規範である議

例をつくるべきである︒

委員会の意見

されている︒

制定された伊賀市議会と︑ 今年から２会期制を導入
県で初めての三重県議会
を視察した︒
伊賀市の基本条例制定

討され︑対話集会やパブ

会基本条例制定へ向けて

民にも条例の必要性の説

リックコメント︑住民と

は︑７名の﹁議会あり方

の意見交換などを経て︑

2008年10月25日
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19

▲ 特養うれしの（下宿区 福祉ゾーン）

協議がおこなわれている︒
また反問権導入にあた
今後検討すべき課題は︑ っては︑反問された議員
平成 年２月議会で可決

▲ 三重県議会での研修

議会運営
委 員 会
19

力する︒

一般質問

産業建設
委 員 会
地域活性化は地域の熱意で

荒尾市へ視察

荒尾市では︑平成 年
国の地域再生事業の認定
を受け︑事業に着手され

少子高齢化が進むなか︑
消防団員の確保と消防活
動の維持発展をはかるた
め︑消防幹部との協議を
おこない︑消防団からの
要望などを聞き取り調査
した︒

委員会の意見

重要伝統的建造物群保
重要文化財に指定された

存地区である塩田津には
西岡家もあり︑文化財消

有︑旧嬉野町は区所有と

ればならないので︑今後

消防審議会に諮問しなけ

火活動に対する防災マニ
ュアル作成を早急にしな

も消防団と行政が連携を

密にして︑地元の同意が

なっているので︑早急な

されたい︒

統一ができるよう努力を
水利の確保には︑浦田川

また︑伝建地区の消防

ければならない︒

▲消防活動について協議（総合支所）

ただきたい︒

部の統廃合については︑ 得られるよう努力してい

少子高齢化が山間地にい

の整備が必要であり︑県
との協議を早急におこな

部の再編成については

の確保が困難な部もある︒

くほど進んでおり︑団員
一方︑機庫について旧

うべきである︒
塩田町は原則的に行政所

20
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地域住民による研究会を

消防団幹部と協議

設立し︑郊外の大型スー
パーまで行くことが困難
な人を対象に︑半径３０
を開設されており︑その

０㍍圏内での産物直売所
実態を調査した︒

委員会の意見

荒尾市は︑三井三池炭
鉱が平成９年３月完全閉
鎖され︑人口流出と高齢
化が進み︑まちの活力も
そこで国の地域再生事

低下の一途を辿ってきた︒
業の認可を受け︑中央商
店街の小売店店主５名が
企業組合を組織し︑空き
店舗を利用した﹁まちな
か研究室﹂を設立され︑

総務企画
委 員 会
消防団活動と部の再編・団員確保を

16

要は︑地域の熱意があ

も役立っている︒

売や５坪ほどのスペース
化の道を辿るか︑衰退の

るかないかにより︑活性

農家と連携した野菜の直

れており︑ワイナリー設
道を辿るか肌で感じるこ

でワインを醸造し販売さ
置に必要な資金も︑行政
とができた︒
当市においても国の制

に頼ることなく市民から
の出資を呼びかけ︑調達
今では販売所など数店
的に努め︑地域再生に取

る事業情報収集には積極

するなど苦労されていた︒ 度による地域再生に関す
舗を展開し︑日常の買い
り組む必要がある︒

学校教育の問題解決にどう取り組むか

嬉野市内の各小中学校

か︑嬉野市は全域で２学

期制を施行されているな

市内小中学校長と協議

長と教育の問題点につい

て意見交換をおこなった︒ 期制がおこなわれている︒
ある小学校の学校長は
２学期制を高く評価され
理由として︑学力が全

ている︒

いじめ問題について︑

り﹂ができたことなどあ

夏休みの行事にも﹁ゆと

委員会の意見

当市では表面化はしてい

げられている︒

国平均より高いことや︑

ないが︑問題を抱えてい
未然防止策として︑校

指示はしていないため︑

この制度について指導︑

現在︑文部科学省は︑
内に相談ボックス設置・

市の教育委員会で実施︑

ることは予想される︒

カウンセラーの配置など

コンによる犯罪も多くな

近年︑携帯電話やパソ

会あるごとにメリット︑

施されており︑今後も機

た３学期制は全国的に実

長い歴史の中で定着し

指導している︒

っているので︑保護者や

で対応されている︒

学校・行政により完全撲

デメリットについて充分
協議していく必要がある︒

滅に向けた努力を期待す
る︒

2008年10月25日
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文教厚生
委 員 会
県内大半の学校が３学

▲子どもたちの健全な教育環境を

物の場所と雇用の確保と
地域コミュニティ復活に

▲地域再生の拠点「青研」

こども議会

嬉 野 市の基 幹 産 業 の一

機的な状 況にあり ます ︒

基幹産業全体が︑大変危

議 長 交 際 費

供

花

1

11,000

御

祝

3

26,370

会

費

2

18,000

その他

0

0

計

6

55,370

館 ︶で吉田 会 が ︑ 中 野サ

ンプラ ザに おいて 嬉 野 会

が開 催され ︑ 出 席 者 は

公的性格を有する団体への支出

・会費

上部団体並びに公的性格を有す

る団体との協議会費

梶原 睦也

秋月留美子

太田 重喜

山口 榮一

大島 恒典

小田 寛之

されました︒

理 解をお願いし ︑ 要 請が

税 制 度 な どについてのご

そのなかで ︑ふるさ と納

本市からも多数出席し︑

おこなわれました︒

員の方が出 席され盛 大に

会 は１５１名 と多 くの会

吉田会が１２０名 ︑ 嬉 野

をはせておられる方 々 ︑

ふ る さ とに 懐 か しい思い

0

日 ︑ 東京の霞が

0

関ビル
︵東海大学校友会

９月

支出額

交際費の項目 件 数

22
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市制施行以来
はじめての
開催へ
将来の嬉野市を担う子
ど も た ちに 市の行 政につ

ように活 性 化 していけ ば

つである観 光 業 は ︑ 昨 年

観 光 業だけにとらわれ

（平成20年7月1日〜9月30日）
（単位：円）

28

いて 感 心 を 持って も ら う
ために︑﹁こども議会﹂が
開 催されることになり ま
した︒
形 式 と して は 中 学 生

去る９月３日に ︑ 嬉 野

よいのかについて ︑ 話 し

観光協会および旅館組合と
市議会の懇話会
温泉観光協会および嬉野

度こそ高 校 総 体の開 催に

ず ︑ 嬉 野の再 生には異 業

典

▲ふるさと納税と定住促進を売り込み中の市長

︵ 嬉 野８ 名・塩 田８ 名 ︶
の
一般 質 問に対 して各 議 員
が 答 えるという ものです ︒
どんな質 問が出てくる
興 味 をおもちの方はぜ

温泉旅館組合の役員の方

か楽しみ︵ 戦々恐々︶
です︒
ひ傍 聴にお出かけ くださ

より ︑ 若干回復しました

種 間の 交 流 等 を 活 発 に

観光業だけではなく ︑ 嬉

が︑十数年来︑観光客

し︑お互いに協力をして

の懇 話 会が開 催されまし

の減 少には歯 止めがかか

野 茶や吉田焼など嬉 野の

現在の市内を見ますと

︵本庁3F︶

いくことが大変重要にな
今後嬉野の観光業をどの

発行／嬉野市議会 議長 山口 要

関東吉田・嬉野会で
ふるさと納税制度などを要請
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このよう な 状 況のな か ︑ ってくると思われます︒

らない状態です︒

た︒

合いの場 が 持 たれ ました︒

▲どうする集客増

々と 嬉 野 市 議 会 議 員 と

い︒

場所

午前 時 分〜 時
12

嬉野市役所本会議場

30

香
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日時
月 日︵土︶
8 22

・御祝
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