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3
月
定例会

21万円

︵賛否表はＰ ︶

分担金及び負担金
1億8,727万円
1.7％
3,700万円
財産収入

1,718万円

1万円
寄付金

46.9
嬉野第７区画事業特別会計

342,694

254,519

34.6

国有施設等
所在市町村助成交付金
嬉野第８区画事業特別会計

212,732

202,402

5.1
収益的収入

762,893

779,088

△2.1

収益的支出

731,423

756,938

△3.4

資本的収入

74,111

41,818

77.2
資本的支出

525,741

577,973

△9.0

ごみ袋の料金が今年
月から改定されます︒
円↓ 円

円↓ 円

↓１千円
以上の車
↓２千円
年度の本市のご

１億７７００万円の大幅

円などを差し引いても約

価物売却益の６５７９万

で︑ごみ袋の売上げや有

など約２億４２７０万円

ーンセンターへの負担金

み処理費用は︑杵藤クリ

平成

積載量２

月からゴミ袋等料金が
改定されます

水道事業会計

248,871

○家庭系可燃物・不可燃
物︵大︶
○同︵小︶

円↓ 円

○リサイクル用

0万円
繰越金

365,596

○事業系︵持ち込み専用︶
円↓１００円
未満の車

○持ち込み粗大ごみ
積載量２

13

使用料及び
手数料
2億7,596万円
2.5％
自動車取得税交付金

公共下水道事業特別会計

総務費
公債費
13億0,655万円 16億2,876万円
14.6％
11.7％

歳出

億７

111億6,300万円

方交付税︑県支出金︑地

２６０万円︑依存財源︵地

ど︶は1・8㌫増の 億９

方消費税交付金︑市債な

算は１１１億６３００万円

億３０００万円

０４０万円となりました︒
景気の落ち込みにより︑
税収の減少が見込まれる
ため︑早急に市民所得を
ければなりません︒

増やす対策に取り組まな

料︑手 数 料など︶は前 年

見込まれます︒

００万円程度の収入増が

ごみ袋や手数料の値上

に踏み切ったものです︒

可能性は低いため︑改定

少し︑今後も赤字が減る

など有価物の売却益が減

リンピック以降︑金属類

しかしながら︑北京オ

いう議論もありました︒

とって厳しいのでは︑と

袋の値上げは市民生活に

に生活必需品であるごみ

道料金改定に加え︑さら

議会でも嬉野地区の水

な赤字となっていました︒

自主財源︵市税や使用

を見込んでいます︒

㌫増の

万円︑地方交付税は4・4

り0・7㌫減の 億９４２

歳入では市税が前年よ

となりました︒

で︑前年度比1・4㌫の増

より2・5㌫増の

消防費
4億9,463万円
4.4％
土木費
※1万円未満四捨五入
7億0,182万円
6.3％
民生費
38億1,753万円
その他の内訳
商工費
34.2％
議会費
1億5,897万円 2億8,487万円
衛生費
2.6％
11億3,996万円
労働費
1,038万円
10.2％
災害復旧費
3,283万円
農林水産費
6億9,129万円
予備費
1,000万円
6.2％
合計
2億1,218万円

年度一般会計当初予

教育費
8億8,640万円
7.9％

げにより︑１年間で１３

2
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平成 年第１回定例会が︑３月６日から 日まで 日間の日程で開催
されました︒
予算は︑ 年度一般会計をはじめ︑下水道事業など７つの特別会計と
水道事業会計︑また︑かつてない不況の対策に国の補正がなされたこと
を受け︑本市でも定額給付金・子育て応援手当などの 年度補正予算と︑

50万円
60.9

38

緊急雇用やふるさと雇用などの 年度補正予算が提案されました︒

200万円
691,512

地方特例交付金

72

議案・１諮問が提案され︑

配当割交付金

111億6,300万円
1億9,740万円
合計

24

20

20

交通安全対策特別交付金 310万円

そのほか条例の制定や一部改正など︑全

1,691万円

慎重な審議の結果︑全案が可決されました︒

一方歳出については︑新
規事業として︑総務費で
は新幹線嬉野温泉駅周辺
整備に１１８０万円︑商工
万円︑湯けむ

費では観光芸能・湯の端
はた

座整備に
り広場整備に４９１万円
などがあります︒
全 体の比 率 を 見ると︑

億６９４７万円だ
億２４７４万円

△0.2

農業集落排水特別会計

民生費︵高齢者福祉・生活
保 護 な ど ︶が 最 も 多 く
・２㌫︑次いで総務費が
年度借入金総額見込

・６㌫となっています︒
みは
ったのに対し︑ 年度見
込みが
ですので︑前年度より１億
４４７３万円減少していま
す︒
しかし︑基金︵積立金︶

333,606
1,112,381

㌧

年度末現在高

332,838

10

の残高は

億２３１２万円に対し

て︑ 年度末見込みは

1,050万円
株式等譲渡所得割交付金

19

億７４０９万円と大きく

利子割交付金

30 40

減少しますので︑依然と
して厳しい財政状況に変
わりはありません︒
今後︑国の地方自治体
に対する支援策に期待し
つつ︑嬉野市でも︑財政破
綻に至らないよう︑行財
政運営に努力していくこ
とが必要です︒

△95
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3

367,870

20

▲ゴミの減量が望まれる

15,316

地方譲与税
国民健康保険特別会計

40

25

34

0.5
後期高齢者医療特別会計

3,982,073

※1万円未満四捨五入 地方消費税
国庫支出金
交付金
10億0,637万円
2億4,400万円
9.0％
2.2％

4,003,672
老人保健特別会計

1.4

15 30

単位：千円・％

1億1,000万円

11,010,000

地方交付税
40億3,000万円
36.1％

21

歳入
県支出金
8億4,092万円
7.5％

その他の内訳
11,163,000
一般会計

比較
名
計
会

21

21

市税
24億9,042万円
22.3％
繰入金
5億0,618万円
4.5％

30

その他
2億1,218万円
1.9％

21

市債
9億8,890万円
8.9％

諸収入
3億9,558万円
3.5％

21

20年度当初予算

10

20

21年度各会計のあらまし

その他
1億9,740万円
1.8％

83

89

21年度当初予算

㌧

90
21

10

80

一般会計 111億6,300万円
14 34

20
35

の街づくり構想と新幹線

新幹線嬉野温泉駅の
周辺整備基本計画策定へ
嬉野温泉駅の周辺整備
街づくり協議会から出さ

整備基本計画﹂に１１８

﹁新幹線嬉野温泉駅周辺

備方針を立てるため︑

より良い駅を作り上げ

に向けて動き出します︒

線﹁嬉野温泉駅﹂の建設

いよいよ本格的に新幹

す︒

深めていくことになりま

街づくりについて議論を

協働で新幹線を生かした

れた意見をもとに︑官民

年度

に関しては︑平成
に基本構想が策定されて
います︒
年度はこれをもとに

駅前広場や幹線道路など

０万円を︑また周辺地区
ていくために十分な議論

の基本的な都市機能の整

の整備を進めるための調
がなされ︑早急に計画が
す︒

策定されることを望みま

査費に２２００万円が計
上されました︒
今後は︑バリアフリー

会文化体育館建設︑泉源

建設︑茶業研修施設︑社

嬉野市では︑古湯温泉

などに経費が多くかかる︒

り離さないと︑音響設備

﹁体育館と文化施設は切

を限定するべきでない﹂

その一つである社会文
化施設については合併特

どの声もあり︑また﹁文

かで︑いかに市民への行
任において自治をおこな

治体は自立し︑自己の責

評価制度が導入され︑公

４９８号線などの幹線道
途をたどっており︑比例

バスの利用者は減少の一

今後はさらに地方分権

タクシーの運行がおこな

通弱者に配慮した運行計

計画されていますが︑交

が進行するので︑地方自

的に検討していくための
われています︒

が︑芸能文化の情緒を楽

世紀に残す佐賀県遺
産に認定されています︒

に
年に地域の大工さんなど

保存修理をおこなうこ

み︑老朽化が進み︑危険

外壁︑窓枠など構造の傷

線の多目的施設として︑

とができ︑旧長崎街道沿

たイベントも開催するこ

とで︑周辺施設と連携し

度がましており︑早急な

また︑地域の語らいの場
として活用することがで
今後は市が管理する予

きます︒
き︑このうち︑県からは

年２月

たらどうか︑などの意見
もありました︒

4
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条で
政サービスを低下させず

地方公務員法第
は地方公務員にも勤務成
わなければなりません︒

になります︒

に運営していくかが課題

年度に

績の評定を義務づけてい
ますが︑平成
正・施行されることにな
正な評価をおこなうこと

このようななか︑人事

り︑評価制度構築のため
により︑人材の活用や育

﹁人事評価制度﹂が改

の予算が計上されました︒
成につなげていくことが

館︑病院やデイサービス

路を走る生活交通路線が
して収益も減少し︑ほと

重要と思われます︒

本市においては健全な
財政運営を目指して行財
政改革が進められていま
すが︑職員も減少するな

嬉野市内のバス運行に
などの送迎利用などから

乗り合いタクシーの
路線拡大へ
号線や

３系統と︑それにアクセ
んどの路線が赤字経営に

ついては︑国道

スする形で県道などを走
なっています︒
このようななか︑地域

る廃止路線代替バスと呼
ばれる路線が５系統走っ

地域公共交通会議が昨年
線や春日線についても乗

公共交通のあり方を総合

いずれの路線について
設置され︑そこで検討さ
合タクシーの実証試験が

ています︒
も便数が少なく利便性が
れた結果︑現在は塩田の

が予算計上されました︒

しまれるようになり︑来

画を望みます︒

十分でないうえ︑地域内
上久間線において︑乗合

月より︑大野原

の移動は︑マイカーが主

湯けむり創出や︑湯だ

年３月に完成予定の古湯

は︑指定管理者制度にし

定ですが︑議会のなかで
ここは昭和初期におけ

す︒

５００万円が補助されま

１３６０万円の予算が付

今回︑保存修理費用に

修理が必要です︒

年を経過し︑瓦の落下︑

も加わって建設され︑築

旧美野分教場は昭和２

佐賀県遺産の
旧美野分教場を保存修理

今年

体となっていること︑旅

親和銀行の寮跡地には︑ 情緒豊かで温泉地ならで

を考慮し︑災害など専門

まりで遊べる計画︑障が

温泉との相乗効果が生ま

近年は︑女性の観光客

する予定です︒

い者用駐車場などを設置

また︑古湯温泉を核と

れることを期待します︒
した街並み整備を早急に

ただ︑温泉地の雰囲気

する計画です︒
をかもしだす湯けむり創

計画する必要があります︒

22

社会文化体育館建設委員会を
設置

の集中管理という４つの
文化施設は新幹線の駅に

リーディング事業があり︑ 嬉野の公会堂も古いので︑
平成 年８月以降︑ 回

化体育館についても答申
例債を使って建設すれば︑

近い所にするべきだ﹂な

が出されましたが︑建設
収益事業はできないため︑

の協議がされました︒

場所については一カ所に
今後のランニングコスト
制限がある﹂との意見も

など考えた場合︑使用の

特定するには至りません
でした︒
今年度︑あらためて建

旧旅館を改修し︑踊りの

る学校建築としては貴重

いずれにしても︑施設

交差点拡張工事が終了

稽古場と茶屋などを整備

温泉の泉源があり︑旧嬉

については塩田地区の長

したので︑跡地利用の計

な建物で︑平成

委員会を設置することと

年の懸案事項であります

野町が購入していました︒ ために︑古湯温泉近くの

なり︑委員は各種団体か

ので︑納得のいく形で進

はの芸能文化を発信する

10

うれしの議会だより NO.13

40

名︑市民の安心安全

ありました︒

▲華やかな芸妓さんたちの踊り

出は︑温泉街全体を対象
とした計画が必要です︒
湯の端座整備事業は︑

▲修理後の活用が望まれる旧美野分教場

ら

▲平山〜堤の上を運行中の乗り合いタクシー

22

画設計や泉源の汲み上げ
ポンプ設置に４９１万円

す︒

められることが望まれま

名で構成さ

82

▲始まったトンネル工事用仮設道工事

知識をもっておられる方
を１名︑計
れます︒
万２０００円が計

たっては塩田からのみ出

があり︑﹁委員選出にあ

議会でもいろいろな意見

委員会設置について︑

上されました︒

て︑

それに伴なう予算とし

15

すべきだ﹂とか︑﹁地域

20

設推進をはかるため建設

34

20
15

市職員に
人事評価制度を
導入
温泉情緒の復活へ

21
18

14
34
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21年度予算
21年度予算

結果を待っている状態で

塩小・塩中校舎の耐力度を調査
塩田地区における学校
今回︑西山地区の中心

消防施設の充実のため
防火水槽などに１４００万円
年度の消防施設費の

うち︑西山地区に
することにより︑水利の確

地付近に防火水槽を設置

すが︑かなりの低い数値
有蓋防火水槽︵地下埋設
保が若干容易になると思

㌧の

施設の補強・改築などの
が予想され︑多大な補強
式︶が設置されます︒
この地区には︑無蓋防

がい

検討材料とするため︑耐
工事が見込まれます︒
塩田中学校については
また消防積載車は合併

地条件などによる影響に

経年による体力低下︑立
室棟の調査を実施し︑今

え︑普通教室棟と特別教

た耐震診断の結果を踏ま

に発生した建物火災にお

源もなく︑平成

年５月

すが︑大きな堤などの水

式︶を入れ替えます︒

た２台の車両︵平成４年

回は嬉野地区の老朽化し

れ替えてきましたが︑今

われます︒

平成 ・ 年度に実施し
後︑塩田地区から順次入

ついて総合的に評価する
後の判断材料とします︒
いては水利の確保に苦慮

されましたが︑今後も幅

が

もので︑強度の不足した
議会では学校問題特別

今回は︑塩田小学校と
広い議論を重ね︑子ども

や︑乳幼児の時期から本

るなど︑親子のふれあい

こして絵本を読み聞かせ

赤ちゃんをひざに抱っ

す︒

おり︑図書活動も活発で

どですでに取り組まれて

では伊万里市︑武雄市な

ブックスタートは県内

目標に計画しています︒

ブックスタート

に親しむ機会を設けるた

名が対象で︑絵本や本を

市内の新生児約２００
方々によって活発におこ

進活動がボランティアの

で︑子ども達への読書推

本市でも学校や図書館

紹介するブックリストの
なわれており︑さらに本

配布に
６カ月検診での実施を

上されました︒

佐賀県では︑水防法に

期待します︒

調査をおこなって作成し︑
年度の早い時期に全戸

に配布されます︒

ては︑平成２年に購入した
１台を交換します︒
消防施設のなかでも有
蓋防火水槽は︑住宅密集
地でも未整備の地区が多
く︑各地区から設置への強

い要望があります︒
今後も計画的な整備が
必要です︒

これにより︑市では

いましたが︑近年は河川

過去甚大な被害を出して

に浮かぶアソーレス諸島

ラ・グランド市は大西洋

ポルトガルのリベイ

の情報交換などに

どの交換︑茶生産者同士

や子ども達の絵や写真な

国際交流団体への補助金

姉妹都市提携へ交流が始まる

国・県の補助を受け︑自

改修や︑横竹ダムの完成

にあり︑人口約３万人で

塩田川は暴れ川として

然災害による被害の軽減

により被害も減少しつつ

万３

や防災対策に使用する目

あります︒

０００円が計上されまし
この新規事業によって︑

欧州には珍しく緑茶を生
緑茶以外でも島内に火

ポルトガルの緑茶や温泉︑

た︒
象による集中豪雨の被害

山を源泉とする温泉リゾ

産する市です︒

防災関係施設の位置など

などが各地で報告されて

シュガーロードなどの文

しかし︑近年の異常気

を表示する﹁ハザードマ

おり︑いざというときの

難場所・避難経路などの

ップ﹂を作成することに

経済・文化・スポーツな

化との繋がりをきっかけ
佐賀にゆかりのある前

どの交流を深め︑国際的

ートが近隣の市にあるな

大使が︑嬉野市を紹介さ

視野をもつ人材を育成し︑

交流を深めるために︑

れたこともあり︑本市と

ど︑嬉野市と通じるもの

ただ︑個人情報の取り

市民による両市の友好︑

備えは日ごろからしてお

なりました︒

ており︑これからの課題

扱いなど︑運用について

の姉妹都市提携を希望さ

に︑青少年交流・観光・

もに︑ひとり一人の要援

といえそうです︒

今回︑要援護者︵支援

発展をはかります︒

があります︒

護者に対して複数の地域

あり︑慎重に取り組む必

の第一歩です︒

災害などが発生したと

支援者を定めて︑具体的

を必要とされる方︶に関

は各自治体とも情報をど

れました︒

くことが︑安心・安全へ

このマップは︑地区ご
とに過去にあった災害で
の浸水状況などを被害住

きに︑ひとり暮らしの高

な避難支援計画を策定す

民の皆さんから聞き取り

齢者や障害者の方々の基

要があります︒

する情報を収集し︑市が

こまで共有していくのか︑

人命にかかわる問題で

礎となる情報をあらかじ

ることとしています︒
この避難支援事業は︑

め整備しておくことによ
り︑安否の確認や救助を

れの自治体において取り

おこなううえで役に立ち︑ 国の計画のもとにそれぞ
被害を最小限に食い止め

電子データ・ファイルな

などの問題点も指摘され

組まれています︒

どで管理・共有するとと

ることができます︒

▲21年度の入退団式

的で︑被災想定区域や避

年１月

基づき塩田川水系の浸水
想定区域を平成

への興味が高まることを

万円の予算が計

められます︒

めのブックスタートが始

スタート

小型動力ポンプについ

建物は国の補助を受け改

塩田中学校の調査がおこ

と考えます︒

整えていくことが重要だ

達により良い教育環境を

塩田小学校は︑３階建

なわれる予定です︒

築ができます︒
した経緯がありました︒

調査は校舎の構造耐力︑
カ所設置されていま

火水槽が１カ所と消火栓

40

委員会の中間報告が提出

19

れました︒

力度調査の予算が計上さ

21
11

に指定しました︒

21

20

ての構造で老朽化が進ん

▲調査がおこなわれる塩田小学校
▲他市のハザードマップ

20
20

でおり︑現在耐震診断の

423万2000円

6
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2009年4月28日
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7

18

水害対策のハザードマップ作成へ

災害時に必要な要援護者の
状況把握に

▲小さい頃から本に親しみを

11

アソーレス諸島
▲ポルトガル領

21年度予算
21年度予算

で大変重要な製造方法で

移設先は昨年３月に完

として︑嬉野市に２億７

ミアム商品券やプレミア

のプレミアムがつき︑商

たり３万６０００円が支

該当する子ども１人あ

プレミアム宿泊券につ

▲

また︑途中で退職され

募集は︑ハローワーク

8
2009年4月28日
うれしの議会だより NO.13

置されていますが︑特に
女性の方々から不便との
指摘が多くあり︑新しく
ゴルフ場の一角に設置さ
女子トイレについては︑

れることになりました︒
和式１カ所︑洋式１カ所︒
男子トイレは︑小便器
が２カ所︑和式１カ所が
建設費として７００万
万円が補助されているな

化・生活対策臨時交付金

円が計上されており︑こ
かの一部です︒

る予定です︒

の予算は国から地域活性

計画されています︒
屋根はカラースレートか

をさらに広げてほしいも

外壁はコンクリートで︑
鋼板のどちらかで造られ

いては発行総額は５５０

出されました︒

ではないか︑との意見も

との差別化をはかるべき

議会においては他市町

のです︒

ます︒
市内
入でき︑使用期間は６月

軒の各旅館で購

１万円分の宿泊券が買え

０万円で︑９０００円で

カ所で１

人 口まで購入できます︒

工会など市内

プレミアム商品券と宿泊券を発行

現在︑仮設トイレが設

ます︒

レーヤーに利用されてい

ンドゴルフ場は多くのプ

みゆき公園にあるグラ

みゆき
グランドゴルフ場
にトイレを設置

年度 補正予算

釜炒り手揉茶研修施設
すので︑後世に残さなけ

伝統の釜炒り茶研修施設を移設

の移設が決まりました︒

成した茶業研修施設・嬉

ればなりません︒

度に現在の嬉野総合支所
茶楽館︵きんさらんか

年

の正面駐車場の一角に建

この施設は︑昭和

設されましたが︑シロア
リ に よ る 侵 食 が ひ ど く ︑ ん︶横に決まりました︒
嬉野茶の情報発信や︑
観光・研修拠点として相

改修が望まれていました︒
現在は︑生産者戸数も
乗効果を出し︑﹁うれし
の茶﹂ブランドの強化に

少なく生産量も減少して
いる釜炒り茶ですが︑嬉
期待します︒

野 茶 の ル ー ツ で も あ り ︑ 一役買ってくれることを
嬉野茶の歴史を語るうえ
定額給付金交付に併せ︑
地域活性化・生活対策臨
商品券は取扱店登録を

内どこの事業所でも使え

ム宿泊券が発行されます︒
給され︑申請書の交付・

商品券のＰＲポスター

今回の予算を有効に活

時交付金として︑プレミ
した事業所で使用するこ
これを起爆剤として独

るような環境を整備する

給付金は預金するので

振り込み方法・期限は定

１日から 月 日までで

アム商品券発行に１６０
とができ︑市民の皆さん
自のサービスを提供する

はなく消費することで︑

額給付金と同じです︒

用するためには︑嬉野市

０万円・プレミアム宿泊
には︑チラシや﹁商品券

必要があります︒

景気回復の後押しとなる

の里博物館周知強化・誘

た場合は︑随時募集がお

を優先します︒
致増進事業︑障害児・障

こなわれます︒
本市の実情に基づく雇
用内容ですが︑一時的で

人が雇

も支援になることを期待
不況によって雇用が厳

を通しておこない︑市内

人

アの育成やイベントの企
画立案を担うなどの観光

します︒

用され︑職種によっては

しいため︑リストラによ

が雇用されます︒

原則として半年間︑

急雇用のための９事業に︑

読書活動推進事業など緊

環境保全事業︑子どもの

校部活動支援事業︑市道

本市では う｢れしの茶 ｣
品質向上対策事業︑中学

正予算が計上されました︒

５２０万７０００円の補

に︑国の全額補助で１億

雇用の機会を創るため

在住のリストラされた方

となります︒

最長３年間の雇用も可能

９事業に１年間

害者対策特別事業などの

客受入促進事業︑志田焼

す︒

券発行に６００万円の補
など︑各店の努力で客層

使用期間は５月１日か

印です︒

取扱店﹂ののぼり旗が目

プレミアム商品券発行

正予算が計上されました︒
総額は１億１０００万円
ら 月 日までです︒

までに本庁・支所各総務
ことが期待されます︒

で︑１万円に１０００円

本市では︑定額給付金
課にて受け付け︑それま

定額給付金など支給へ

40

る失業者が増えています︒

とと思います︒

育て支援の一助となるこ

ですが︑不況のさなか子

今年度限りの特別手当

補正予算４億７５１８万

定額給付金と併せての

子育て応援特別手当

でに手続きされなかった
され︑支給されません︒
国の補助で︑多子世帯の

方は辞退したものとみな

２０００円が計上されま
給付対象者は本市に２
給付金狙いの振り込め

した︒
月１日現在で住民登録し
幼児教育期の子育て負担

ました︒

万２０００円が計上され

測され︑注意が必要です︒ 軽減対策として１８６０

詐欺が多発することが予

ている方で︑給付額は
歳以下の
議会でも今回の給付金

歳以上の方と
方は２万円︑それ以外の
れましたが︑少しでも消

の是非については討論さ

日から開
費の刺激になれば︑との

給付は４月

方は１万２０００円です︒
始され︑世帯主が指定す
ことで可決されました︒
本市では給付金をより

る口座へ一括して振り込
まれることになります︒

55人を緊急雇用します

30

12

また︑観光ボランティ

29

2009年4月28日
うれしの議会だより NO.13

9

▲現在の仮設トイレ
▲求職者が増えている職安

▲移設される釜炒り茶研修施設
▲未来を担う子ども達

よく活用されるようプレ

10

26

31

59
65

また平成 年 月１日

21年度 補正予算

18
24

21

11

10

10

20

定額給付金について

平成 年度一般会計
補正予算︵５号︶

額を導入した︒

経費８２５億円と多大な

で２兆３９５億円︑事務

定額給付金は︑国全体

ずかしか流れないと予測

可能性が強く消費にはわ

った給付金は貯蓄に廻る

安が高まる中では受け取

は深化し将来に対する不

に適ったものになったと

策実現の面でも極めて理

事務の負担の簡素化や政

できるようにしておけば

由に自治体が使途を決定

多くの国民︑経済学者

りにも短絡的で︑私は有
効な手段と思えない︒
現金給付と限定せず自

るので反対する︒

時的で効果は限られてい

考えるが︑現金給付は一

が︑その効果に疑問を持
っている︒
定額給付金の目的が当
初の生活防衛から消費拡
大へと変化したが︑不況

一日でも早い給付を

反 対
蓄を取り崩して生活費に
充てなければならない︑
あるいは取り崩す貯蓄も
ない庶民の生活実態をま
ったく無視したものであ
る︒

いうまでもなく定額給
付金は国の政策であり︑
その是非を決するのは国
会である︒
国民の約８割が反対し
ていた定額給付金制度は
大変残念ながら国会で決
定された︒
定額給付金は選挙前の
バラマキ以外のなにもの
でもない︒
国民の貴重なお金を税
として集め︑道路や学校︑
年金︑医療︑介護などの
福祉政策など必要なとこ
ろに政策判断するのが政
治の果たす役割である︒
生活支援や景気対策が
必要ならば︑減税を含め
他の政策をおこなうのが
なんら政策的な判断も

妥当である︒
なく︑膨大な事務費をか
けて配るだけでは税金の
ムダづかいであり︑定額
給付金制度に反対する︒

最低の2・2㌫だ︒
約４億６０００万円も

きだとか︑どうせ貯蓄に

2009年4月28日

10
欠は欠席

景気を下支えすることが

山口 栄秋

山田伊佐男

平野 昭義

可決 19：０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

の給付金を多くの市民の

35,000

西村 信夫

平成21年度 水道事業会計
予算

最新の調査では︑収入

5

田口 好秋

可決 18：０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

まわるだけだとか︑何の

計

副島 敏之

古湯温泉公衆浴場建設主体
工事請負工事契約

目的だ︒

0

野副 道夫

可決 19：０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化と物価高騰に苦しむ国

0

山口 榮一

平成21年度 国民健康保険
特別会計予算

皆様が待ち望んでいると

その他

太田 重喜

可決 16：３ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 欠 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

のうち所得にまわる割合︑

30,000

神近 勝彦

平成21年度 一般会計予算

根拠もない批判を繰り返

4

芦塚 典子

平成20年度 一般会計補正
予算（５号）定額給付金関連 可決 15：4 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●

当初︑マスコミ等は定

費

９ 織田 菊男
８ 川原 等

可決 19：０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

民の生活を支援するとと

会

７ 田中 政司

平成20年度 一般会計補正
予算（４号）

考えこの議案に賛成する︒

5,000

６ 副島 孝裕
５ 園田 浩之
４ 秋月留美子
３ 梶原 睦也
２ 大島 恒典
１ 小田 寛之

果

表 決 数
結

可決 18：１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

いわゆる貯蓄率は︑過去

梶原睦也 議員

給付金は税金の
ムダ使いだ

廃棄物の処理及び浄化槽に
関する条例の一部改正

していたが︑これは︑貯

定額給付金は︑景気悪

景気対策としてはあま

される︒

山田伊佐男 議員

効果が薄い

20

額給付金に対し︑ばらま

新年度予算

1

表

もに︑個人消費を喚起し

年度一般会計予算

祝

平成
両町のバランスを欠いた
予算案に反対

を欠いた予算ではないか

平野昭義 議員

ぜ市が直接予算を立てる

と考え︑新年度予算に反

御

合併まもなく機構改革
のか︒

0

を強行し︑塩田町民には

0

対する︒

花

両町にとってバランス

供

今日においても違和感が

0

噴出している︒

0

塩田の町民は︑疲弊し
人の地

典

た農村に活力を与える企
業誘致の計画に
権者が協力されているが︑
年度予算には１円の計

上もない︒
誘致活動の予算として
は︑ふるさと会︵東京・
大阪など︶に一部補助さ
れているが︑効果は期待

信夫 議員
西村

反 対
賛 成
香

うれしの議会だより NO.13
2009年4月28日
うれしの議会だより NO.13

できない︒
嬉野町においては︑湯
の端座を購入し︑踊りの
練習場としたり︑湯けむ
り広場の整備などがおこ

（単位：円）

除は除斥

11

なわれる︒
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40

観光協会の事業までな

御祝…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

討 論
21

市長 今議会で了解いた
だければ︑新年度からで

市内企業・自営業の
現状と対策について

同額を確保して事業の停
滞が起こらないよう配慮

シルバー人材センター事業の運営に
ご理解と就業の場を
●陳情者
会長

榮

山口 雅久

︵社︶佐賀県シルバー人材センター連合会

大曲

嬉野市シルバー人材センター

●陳情者
会長

共同出資・協同経営で働く協同
組合法︵仮称︶の速やかな制定を
求める意見書提出を
●陳情者
日本労働者協同組合︵ワーカーズコープ︶
長崎・佐賀エリアマネージャー

連合会センター事業団

山口 雅久

市内のお店でお買いものを
▲

市民の声を市政へ反映させ︑諸問題の解決や実現
のため︑今議会へも５件の陳情書が出されました︒
各々の陳情書の主旨は全議員へ報告されました︒

杉光 和雄

﹁伝統的建造物郡保存地区﹂
保存修理事業の推進を
●陳情者
塩田津町並み保存会
会長

﹁古湯温泉﹂建設について
管工事組合の分離発注と
地元業者優先発注を

きるだけ早く取りかかり

副島 国及び地方自治体
は非常事態になっている︒

した︒

時間：質問当日の午後7時〜

●陳情者
山中 岩男

嬉野市管工事協働組合
理事長

路線バス運行費欠損補助を
●陳情者
愛野 時興

たい︒

業・商業も相当厳しい状

市の奨学資金制度の
見直しについて

TEL 0954-66-9127

取締役社長

人数を増やすため予算を

副島 市長の答弁に﹁専
門的知識をお持ちの方﹂

況下にある︒

質問日時については、議会事
務局におたずねください。

祐徳バス株式会社

人あたりの額を増やす計

一般質問
市長 市内で情報の収集
を迅速におこない︑商工

画はない︒

数の申請者があるが︑１

特に今回は塩田地域の方

会と連携をとって緊急融
すでに１１０件以上を取

の構成は︑地域代表の方︑
を選出いただきたいと考

年度は貸与

資制度に対応しており︑

表の方︑そして地域の安

増額している︒
次に︑商工会と連携し

り扱い︑現在も手続きを
回県の防災関係の方でも

てのプレミアム商品券や

おこなっている︒
入っていただければと考

お得な宿泊券事業を計画

心・安全に非常に不安が

しかし︑

えており︑また団体の代

お茶の間で議会を

あるとの意見もあり︑今

えている︒

している︒

とあったが︑その専門的

緊急経済対策としての

副島 奨学資金貸付制度

また︑市がおこなって

副島 建設委員会のメン
バーの選出方法と人数は︒

知識者を含め︑新年度か

新規事業の創設︑融資制

の見直しは︒

きた補助は︑前年とほぼ

市長 文化・体育・地域
の団体代表者及び専門的

らどのようなメンバー編

度の見直しなど考えてい

市内の企業及び農林

知識を持った人の参加も

成であたられるか︒

教育長 毎年度かなりの

名以内で組織し

るか︒

たい︒

入れ︑

企画企業誘致課長 委員

副島 今後の具体的な審
議日程と対応は︒

再度委員会を立ち上げ早期に
取り組む

副島 敏之 議員

社会文化体育館建設
問題の今後は

問
答
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みんなの声を市政へ
陳 情
ここから

15

は辞任されている︒
皆さんの御意見をお聞き

会等に積極的に参加し︑

された折には︑市も説明

れるよう︑水道課・環境

安全・安心な水が供給さ

いては孫・ひ孫の代まで

また︑水質検査等につ

㌃当り

で実施されるが︑新規転
作の拡大部分に

用交付金対策に乗り換え
可能か︒
市
市長
長 乗り換え可能であ
るが交付金の一部差し引
かれる︒

になるものはないと考え
ている︒
梶
梶原
原 地デジが始まれば︑
現在使用中のアナログテ
レビはそのままでは見ら
れなくなる︒
デジタルテレビへの買
い替えかデジタルチュー
ナーの取り付けが必要で
ある︒
このことはケーブルテ
レビでも同様のことであ
る︒
地デジ移行への徹底し
た情報提供が必要と考え
るが︒
市
市長
長 市の広報とともに
各団体等の集まりや高齢
者の方の集まりなどにう
かがい説明していく︒

市
市長
長 地域づくり課でお
こなうが県の支援センタ

また︑基本的には︑市

市
市長
長 嬉野は難視聴地域
には入っていない︒

しないのかうかがう︒

見ながら進めていきたい︒

いので今後の国の動きを

体的に説明を受けていな

ーと連携し取り組む︒

所有のもので受信の妨げ

しっかりと説明していく︒

育児保険について

で周知徹底し︑公の場で

を計画されているが︑具

梶
梶原
原 地デジ放送の開始
により︑字幕放送の充実
や双方向番組などアナロ
グ放送ではできなかった
ことが可能になる︒

梶
梶原
原 子育ての経済的負
担を少しでも軽くするた

るが︒

ぜひ︑地デジの利点を
活用すべきだ︒

組みを検討すべきと考え
く︒

市
市長
長 少子化に向けて国
全体で一歩踏み込んで考

めに育児保険制度の取り

市
市長
長 今後いろんな形で
の取り組みを検討してい
梶
梶原
原 今後買い替えが進
めば不法投棄の問題や振

えていただき︑ぜひ実現
私も県からだされた案を

り込め詐欺などの悪徳商

もとに発言していく︒

させていただきたい︒
その対策は︒

法の出現も予想されるが︑
市
市長
長 団体等の集会など
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水道水は安全か
園田 浩之 議員

され︑平成 年と 年に
年には社名の変更と

園
園田
田 認可の期日がこと
しの９月までだが︑処分
したい︒

産業廃棄物の最終処理場
場としてかなりのスペー

の経緯は︒

市
市長
長 削減量は ㌧で︑
７集落に交付金５３６万

梶
梶原
原 市民の方からの質
問や相談窓口はどこか︒

梶
梶原
原 生活弱者へのデジ
タルチューナーの補助は

いるテレビ報道をよく目

㌫

梶
梶原
原 嬉野市の中でデジ
タル放送の難視聴地域︑

どのように考えるか︒

品目に限定されている︒
管轄している佐賀県の

西
西村
村 本市の緊急雇用は
直接雇用及び事業委託で
名の雇用を計画してい

るが具体的に示せ︒
市
市長
長 市役所各課の施設
管理︑事務職︑調査業務
など直接勤務や観光協会
などに委託勤務を計画し
ている︒
西
西村
村 緊急雇用はリスト
ラで職を失った人を対象
に採用されるが︑雇用期
間中︑就職活動の配慮を
するべきと思うが︒
市
市長
長 十分考慮して対応
する︒
作付けの場合︑収入見込
みは 万円︒

い︶の交付金である︒

３万５０００円︵面積払
付け︑それに麦作付けの

転作せず夢しずくを作
場合 ㌃当り 万５００

西
年度の緊急一時
西村
村
金対策から水田等有効活
０円になる︒
生産費︵農業資材︑労
働費等の経費︶は別︒

円を配分する︒

すると公表したが制度の

規転作田に交付金を助成

21

19

農業問題︵県間調整︶
西
西村
村 佐賀県の 年産米
削減量は昨年より１００
０㌧増の８５８０㌧で
麦・大豆など転作を進め
て６億８６４０万円の交
付金をもらうが︑本市の
削減量と交付金は︒

70
▲集落営農組合の大型コンバイン

下水道課としても︑

スが残っている︒

あるいは公共の建物で受

の嬉野市民が飲む水を供

市
市長
長 業者は昭和 年に
資格を取られ︑平成３年

同様に︑県の認可で市
信の妨げになる所は存在

園
園田
田 両町合わせた嬉野
市の水道水供給能力のう

から安定型の処分場とい

が関与できない部分には︑

業者が県に対して更新

うことで営業され︑県が

環
環境
境下
下水
水道
道課
課長
長 県は業
者に対し︑地元説明会を

くれぐれもチェックをお

市
市長
長 国では簡易型チュ
ーナーの配布や購入支援

給する清水浄水場には︑

許可した品目は︑廃プラ
開くように行政指導をす
いだと思われる︒
願いしたい︒

ち︑清水浄水場が供給す

スチック・金属・金属く
るとのことである︒
園
園田
田 処理場から数年後
に汚染水が垂れ流されて

の申請をされた場合は︒

ず・ゴムくず・ガラス・
園
園田
田 市は県に対して何
も関与できないのか︒
にする今日︑くれぐれも

特に十分な配慮をおこな

陶磁器くず・瓦れきの５
環
環境
境下
下水
水道
道課
課長
長 県より
状況報告を受けるように
本市でそのようなことが

る能力は︒

杵藤保健福祉事務所では
なっており︑県の指導で︑

西
西村
村 急激な経済状況の
悪化を受け︑非正規労働
なっているが︑嬉野市内

水田等有効活用
促進交付金について

の状況把握と対策は︒

西
西村
村 米と大豆を比較し
た場合 ㌃当りの農家所

概要と計画は︒

者の雇い止めなど問題と

市
市長
長 今年になって厳し
さを増しており︑契約社

得は︒

西
西村
村 農水省は麦・大豆
を 年度に作付けした新

員の解除︑派遣社員の削

10

10

70

17

市
市長
長 転作は農家の判断

名程度に影響が

▲スムーズな地デジ移行を

15

10

55

60

市内で80人程度
答

ある︒

立入検査などもおこない︑

答 県の支援センターと連携しながら対応する

ないよう望む︒

梶原 睦也 議員

業者が地元説明会を開催

っていただきたい︒

▲最大の水源 岩屋川内ダム

水
水道
道課
課長
長 清水浄水場の
供給量は全体の ㌫ぐら

同時に︑操業当時の役員

成

代表者の変更があり︑平

17

環
環境
境下
下水
水道
道課
課長
長 経緯は︑
平成３年より操業を開始

いる︒

安全で安心な水道水である

園
園田
田 嬉野町民の大半が
飲む水を供給する︑清水

19

市役所の職員も同行して

浄水場の上流に位置する

18

21

67

西村 信夫 議員

市
市長
長 大豆転作で裏作麦

減など

80
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地デジ放送への円滑な移行は
問

問
答

３月末までに職を失う労働者は
問

の観光振興に寄与するも

スポットの開発は︑今後

四季折々に散策できる

強いられている︒

野
野副
副 バブルが崩壊して
観光産業は厳しい経営を

が︒

るスポットになると思う

木があればもっと楽しめ

野
野副
副 広川原キャンプ場
の景観は︑もう少し紅葉

観
観光
光商
商工
工課
課長
長 現地調査
を是非してみたい︒

く︒
平
平野
野 同僚議員の一般質
問で︑委員は塩田町の地
域の代表で組織すると︑
新聞に記載してあるが︒
市
市長
長 特例債を前提とし
ているので︑幅広い地域
を指している︒
平
平野
野 駐車場が狭いと言
われているが︑例えば塩
田中学校は開校時１１１
６名の生徒であったのが
現在は４０５名まで減少
している︒
校舎の合理的な建設計
画の中で全面改築をして
いけば︑体育館の駐車場
は十分確保されると考え

残金は次年度へ繰越した︒

古賀副市長は体験者とし
てどう判断しているか︒

副市
市長
長 横竹ダムが完成
塩田中学校改築問題 ? 副

るが︒
副
副市
市長
長 議員の構想につ
いても今後議論の必要が
平
平野
野 平成 年度までに
全面改築を目指されてい

平
平野
野 提案されている社
会体育館の平面図は２分
論は︒

るが︑検討委員会での議

水は達していない︒

してから︑校庭までには

あると考える︒

割されているが︑一棟で
くいが︑通常︑ゴーサイ

平
年までの改築に
平野
野
向けて時間的問題は︒

建設すべきである︒

教
教育
育長
長 昨年６月から︑
児童生徒の減少・安心︑

ンが出てから３年はかか

約をする予定である︒
平
平野
野 河川は大改修され
上流のダム調節により水
害から免れると確信する

財
財政
政課
課長
長 場所︑規模も
決まらない段階で答えに

伊万里市においては︑
年度より給食費の値上

前嬉野町で取り組んだと

市
市長
長 現在は年間 組程
度の行政視察があり︑以

と考えるが︒

米飯化がおこなわれる︒

進を目的に︑給食の完全
り︑目的を持った旅行へ
と変化している︒

今後どういう行政サービ

ＰＲできればと考えてい
る︒

年度からは週４日おこ
なわれる︒
完全米飯給食は︑他の
自治体の状況などを見な
がら運営委員会で検討い
ただければと考えている︒
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自然を活かした
観光スポットの開発を
野副 道夫 議員

検討していきたい
滝のように見えたり︑ま
た紅葉時の絶景ポイント
となる所がいくつかあり︑
手を加えれば良いスポッ
トになると思うが︒

のと信じるが︒
産
産業
業建
建設
設部
部長
長 前向きに
検討する︒
平
平野
野 合併から４年目︑
私は︑この問題で７回の

り早急に方針を示してい

体験型観光を推進せよ
田中 政司 議員

国の自治体などへ行政視
察のＰＲをおこなえば︑

田
田中
中 全国紙で実施され
ている第６回行政サービ

市
市長
長 現在嬉野給食セン
ターでは週３日の米飯給

げ防止と︑地産地消の推

ス調査のランキングにお

きは年間１１０組程度の

ら小グループが主流とな

いて︑嬉野市は佐賀県内

食がおこなわれており︑

推進し︑観光客誘致に向

スを充実しなければなら

田
年度から嬉野市
田中
中
の給食費が値上げされる︒

嬉野市での取り組みは︒
市内の施設や自然など

視察に来ていただいた︒

員の努力に敬意を表した

今後は︑施策を整理し

では１位︑九州管内では
携をはかりながら︑癒

い︒

おおいに評価するし職
農作業などを体験・体感

けた施策を展開すべきだ︒

ないか点検・整理し︑全

どういう点が評価され︑ 学校給食における
完全米飯化は

できるツーリズム観光︑

し・学習・健康づくり・

位にランキングされた︒

を活用し︑異業種間の連

観光客誘致へもつながる

27

市
市長
長 景観全体を検討し
たいと思う︒

市
市長
長 健康保養の温泉地
として︑さまざまな体験
ができるコースを準備で
きたらと考えてきた︒

野
野副
副 今年は市長も対話
集会を開催される予定の

取り組みたい︒

プログラム作成に早急に

と連携し︑体験型観光の

いくとともに︑他の団体

今後は徹底をはかって

を紹介している︒

発行し︑体験できること

て︑リーフレットなどを

取り組んでいきたい

田
田中
中 近年︑嬉野への観
光客数は︑入湯税の推移
でいけばピーク時の６割

程度まで落ち込んでいる︒ 全国の自治体へ
行政視察のＰＲを

最終は今月末︑意見集

ると理解している︒

検討していただく︒

安全の問題教育環境など

事項であり︑市長は迅速

について議論してきた︒

野
野副
副 特定健康診査が
年度から始まった︒
に取り組むべきでないか︒

市
市長
長 体育施設と文化施
設双方を有効に活用され

生活習慣病の発症を抑
平
平野
野 体育館基本構想予
算５百万円の使途は︒

るよう︑次の委員会でも

整備は︒
え︑後期高齢者の医療費
市
市長
長 新年度に 人以内
で検討委会の組織をつく

るのか︒
て受診対象者の理解を求

塩田町民の長年の懸案

市
市長
長 春日渓谷は︑貴重
な渓流散策コースとして
の適正化を目指している

質問となる︒

利用されている︒
が︑進捗状況はどうか︒

市
市長
長 改善できた場合と
できなかった場合では︑
めてはどうか︒

企
企業
画企
企画
業誘
誘致
致課
課長
長 基本
計画作成費が３百万円で︑

野
野副
副 渓谷全体の中には

後期高齢者支援金に最大
健
健康
康福
福祉
祉部
部長
長 直接訴え
るのが一番効果があると

野
野副
副 事業の目標をクリ
アできない場合はどうな

９千万円の差がでると予

野
野副
副 持出金を極力少な
くするよう努力されたい︒

思うので︑色々な会合を

ようだが︑部長も出向い

想している︒
利用したい︒

対象者の理解が必要と

が問われる︒

場合は受診後の指導結果

ったが︑特定健康診査の

野
野副
副 今までの健康診断
は︑受診するだけで良か

像も使って広報していく︒

健
健康
康福
福祉
祉部
部長
長 嬉野ほっ
とステーションなど︑映

特定健康診査の
進捗状況は

検討委員会を組織し早急に

市
年度は対象者の
市長
長
約 ㌫が受診された︒

野
野副
副 春日渓谷・広川原
キャンプ場・滝の観音の

答 方針を検討したい

旅行者の形態も団体か

▲袋大橋下河川敷から見た塩田中学校
▲定着してきた田植え体験ツアー

平野 昭義 議員
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27

社会体育館建設は町の
中心部に早期解決を
いわゆる体験型の観光を

30
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11
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考えるが︒

▲春日の大桂の芽ぶき

問
答
市
市長
長 既存の施設におい

21

20

問

問
答
40

体で
年度の数字が

組むべきと思うが︒
市
市長
長 特別対策事業とし
て取り組みが始められて

の取り組みについて

に向けての進捗状況は︒

ィ運営協議会の正式発足

副
副島
島 モデル地区として
久間・大草野・吉田の３

良いが︑これからは地域

隣町と違う︒
支援をして︑地域での説

地域コミュニティ
事業の進捗状況は
副島 孝裕 議員

く︑轟校区と一緒に活動

コミュニティが立ち上が

市
市長
長 当初のコミュニテ
ィの活動の中で︑大きく

超える世帯となるが︒

聞いていたが︑轟 大
･野
原校区の場合１８００を

副
副島
島 モデル地区の世帯
数は１０００世帯程度と

を始めていただいた︒

在半数程度が稼動︑一方︑

市
市長
長 嬉野地区において
は約９００台配布し︑現

ている︒

がら︑大きな形でできれ

域の活動も組み合わせな

校区は一つのコミュニテ

ても２０００世帯程度の

年度轟・大野原校区と
五町田校区で取り組み開始

副
副島
島 吉田公民館では︑
市の業務として各種証明

った後に︑時期を定めて

塩田地区は全世帯配置し

大
･ 野原校区の協議の進
捗状況は︒

の発行などが行われてい

おこないたい︒

からの取り組み開始につ
いてご了解いただいた︒
大野原校区については︑
集落としても非常に少な

ているが︑アナログであ

ば一番いいのではと考え

ィとして︑それぞれの地

考えもあり︑轟・大野原

るが︑校区ごとのコミュ

り︑両地区同時にデジタ

年度

ニティセンターが稼動す

副
副島
島 コミュニティ推進
には︑市民への懇切丁寧

ル放送に変更したい︒

区長会で協議し︑

るようになれば︑同じよ

な説明と︑市民の自主的

中期財政計画では︑平

るように努力したい︒

あり︑単に時間の延長だ

ナーなどいろんな要素が

行政防災無線放送の
推進について

ればならない︒

延長について検討しなけ

状などをみながら︑時間

業で予定している︒

協力が最も重要である︒

は︑財政課の管財係でほ

けの問題とはいえない状

年ごろから３カ年事

ぼ集約できるように改善

成

したが︑書類などは各担

分程

㌧で規模に限度がある︒

は︑１階窓口でできるよ

市民の利便性のために

ない状況があるのではな

ューによっては食べきれ

また︑高学年でもメニ

しかし︑今後学校の現

況もある︒

市
市長
長 行財政改革とも合
わせて︑基本的にはでき

それぞれの地区で地域

うな業務はできるのか︒

市
市長
長 轟小 大
･ 野原学校
区と五町田小学校区は︑

問
当課でおこなっており︑
できるだけ改善していく︒

学校給食時間の延長は
神
神近
近 子ども達が給食で
食事できる時間は 分前
後である︒
低学年において

また︑福祉センターで

うしなければならない︒

教
教育
育長
長 低学年は準備と
食事に時間がかかってい
る現状があるが︑着替え
や準備の仕方︑食事のマ

18
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㌶︑金額で１６０

０万円と
でている︒
おり︑地域にあう方法を

大
大島
島 近隣自治体と農道
舗装など一部について︑

いろいろ考え︑有効利用

取り組める範囲に違いが
市
市長
長 計画に沿って推進
できており︑準備会を立

していく必要がある︒

で取り組む防除に力を入
見られる︒
ち上げ︑協議会設立に向

は把握できていない︒

れるべきであると思うが︒
同じ県内で国の事業と
けての組織︑役員︑事業

大
大島
島 生産基盤である施
設︵石垣や水路︑土手な

市
市長
長 イノシシ被害の対
策は︑毎年多くの予算を
して進められており︑お
などについて協議が進め

農地・水・環境保全向上対策

組んでいるが︑決定的に
かしいのではないか︒
られている︒

駆除による対処療法も

減少させるまでの成果が
産
産業
業建
建設
設課
課長
長 内容につ

今回１地区に取り組んで
不公平感があるなどの
明なども︑小地区に分け

鳥獣害防止対策事業は︑
もらい︑他の集落からも
声を受けており︑現在︑

地域づくり課を中心に

申し出があれば今後取り
て開催していきたい︒

公園・施設の受付は
１階窓口で
神
神近
近 以前から何回とな
く質問してきたが︑１階
窓口で受付はできないか︒
市
市長
長 財政担当の窓口で
一括対応できるように努
力している︒
また︑パソコンの利用
によって︑もっと改善で
きないか研究している︒

副
年度モデル地区
副島
島
とした︑五町田校区と轟

県と調整中である︒

子どもと
携帯問題について

組んでいきたい︒
大
大島
島 東彼杵町では︑地
元負担金に配慮されてお
大
大島
島 携帯電話やインタ
ーネットの急速な普及に

り︑広範囲な取り組みが
本市においても重点事
より︑子ども達が犯罪や

進んでいる︒

大
大島
島 近年のイノシシに
よる被害は生産者の生産
業として防除事業に取り

また︑住宅地への侵入
にも危惧される状況であ
る︒
現在の農業に対する被
害額は︒
産
産業
業建
建設
設課
課長
長 嬉野市全

トラブルに巻き込まれる
という問題が起きている︒
本市でも対策が必要で
はないか︒
教
教育
育長
長 情報モラル教育︑
家庭でのルール作りなど
を関係機関で協力して取
り組んでいく必要がある︒

市所有の温泉源活用は
神近 勝彦 議員

有効利用を考えている
えてきた︒
年度予算で湯けむり

創出と公園利用を検討し

度で食べてしまうことが

の利用は︑温泉源の状況

市
市長
長 １階が一番いいが
難しい状況があり︑引き

できるのか︑

が厳しく管理されている

続き改善の方向に向け努

神
神近
近 嬉野支所では︑２
階の総務課が受付窓口だ︒

ので︑温泉審議会の許可

所有の源泉は︑一日６

ていく︒

申請などの課題を解決し

いか︒

老人福祉センターがす

源泉はどうするのか︒
ぐ隣にあるが︑浴槽での

力する︒

利用はできないのか︒

利用申し込みについて

なければならない︒

神
神近
近 市が購入していた︑
親和銀行の済美寮跡地の

校区での地域コミュニテ

でていない︒
いては承知している︒

ど︶への被害が深刻である︒

農業施設に対する金額

19

意欲をそぐものがある︒

大島 恒典 議員

市
市長
長 常に有効利用を考

▲コミュニティ事業の拠点 吉田公民館
▲ゆたーっと福祉センターで入浴

25
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20
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▲イノシシの侵入を防ぐワイヤーメッシュ

答
20

35

21

20

事業として有効に取り組みたい
答

鳥獣害防止対策は
地域による取り組みで
問
問
答

山
山田
田 県道・嬉野川棚線
の改良は不動小学校廃校

山
山田
田 不動小学校廃校か
らすでに 年経過してい
はどうすればいいのか︒

更が生じた場合の手続き
市
市長
長 近隣観光地との連
携︑嬉野全体のブランド

いて展開するのか︒

力の向上︑医療福祉関係

年までに全

総
総務
務部
部長
長 変更が生じた
場合は関係書類の提出を
の施設との連携を強化し

るが︑平成
求めることになる︒
に期待をしている︒

面改良となるのか︒
山
山田
田 補助金は公金であ
ることを補助事業者︑団

市
市長
長 県も継続しておこ
なっていただくものと思
て︑健康保養施策の推進

うが︑県も厳しい財政事
体に対し周知徹底をはか

その他の質問
・﹁あったかまつり﹂を
観光客誘致の目玉とし
年に策定された

てＰＲ手法の再構築を
新エネルギービジョン

・平成

山
山田
田 温泉があるから大
丈夫だという時代は終わ
の実現と︑特に太陽光

る方も多く︑雇用保険が

いうこともあり︑講師を

強しなくてはいけないと

発電に市の補助を

だったり︑そのほか両町

あればといわれている︒

のようなことに重点をお

今後の観光施策は︑ど

ったと思う︒

観光立市として
新たな観光施策は

られるよう強く求める︒

情であるので引き続き要
望していく︒
山
山田
田 県の財政も厳しい
ことは理解するが︑不動
小学校廃校時の経緯を十
分踏まえて︑今後とも強
力に県と折衝していただ
きたい︒

交付規則の徹底を
山
山田
田 補助金交付団体に
対する指導は市︑担当課
の責務であるが︑交付規
則や交付要綱について周
知徹底されているか︒
市
市長
長 交付後に適切な利
用について担当課で調査
指導をし︑監査委員も監
教
教育
育長
長 旧嬉野町と旧塩
田町とでは説明指導に若

査をしている︒

干の差があったと思う︒

時の課題であるが︑今後
の改良計画は︒

山
山田
田 補助事業の内容変

したい︒

等においても指導を強化

今後︑補助金交付規則

市
市長
長 継続して整備をし
ていただいている︒
廃校時の経緯は理解を
しているので︑今後も︑
県に要望する︒

指導者の雇用保険や
研修の必要性は
秋月 留美子 議員

の違いもある︒

招いての勉強会や︑研修

ったりパート扱いのまま

いても賃金も変わらなか

ず 年︑ 年以上勤めて

な仕事であるにも関わら

も達の生活を預かる大事

く方が多いことや︑子ど

ず︑３年ほどで辞めてい

検討し︑研修については
委託料に組ませるなどする

以上

秋
秋月
月 放課後児童クラブ
については︑平成 年に
は２５０日開所や

雇用保険について良い

年間で1・5倍にするこ

なっており︑施設数を５

ないなどの変革の時期と

は保育園施設中心でおこ

市
市長
長 嬉野地区では学校
施設中心で︑塩田地区で

うになっているか︒

学童保育連合会という組

り︑嬉野地区は指導員で

健
健康
康福
福祉
祉部
部長
長 塩田地区
は各保育園での雇用であ

方法がないだろうか︒

も参加されている︒

会などに自腹を切ってで

委託先や現状はどのよ

とや障がい児受入れにつ

なわれている︒

均一化されていないなど

担当は︑嬉野地区は社

織を作っておられ︑その

の意見を聞き︑必要とあ

市
市長
長 今年度は無理と思
うが︑検討して現場の方

その他の質問

れば委託料に組ませてお
学童保育をおこなう国

連合会からの雇用となっ

の基準額に併せた事業で

会教育課︑塩田地区は福
待遇等については同じ

・健康保養地の取り組み

の改善の必要があるとい

勤務状況であって待遇が

あり︑そういったなかで

・人材派遣委託について

願いすることと思う︒

著しく異なっていれば︑

の雇用保険についてどう

・西九州地域の観光戦略

ている︒

じめ︑県の県民協働課で

調整をする必要があると

なのかを検討する︒

祉課となっている︒

も今年は特に力を注いで

思っている︒

秋
秋月
月 指導員の方々は勉

嬉野市でも指導員につ

おられる︒
いては経験が必要とされ

秋
秋月
月 長年勤務されてい

うことで古川県知事をは

研修費用の補助などは︒

いてや︑指導員の待遇が

の教室には国の補助が出
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樹園地で７８３㌶︑放棄

市
市長
長 耕作が田で１５２
０㌶︑普通畑で１０９㌶︑

はどのくらいあるか︒

太
太田
田 市内の農地面積の
中で遊休地・耕作放棄地

る︒

こない成果が上がってい

市
市長
長 ４年間で２２５０
㍍開設し︑間伐などをお

と開設推進は︒

と民有林所有者への広報

民有林等へも国・県の
制度を研究し支援してい

どの調査はしていない︒

があっても簡単にできる

太
太田
田 上岩屋の小杭・陣
野間の作業林道開設は︑

こくい

きたいと思います︒

太
太田
田 以前質問した高齢
者でも取り組める新規導
のでは︒

四万十方式であれば谷川

しまんと

入作目については︒

市
市長
長 整備計画には入れ
ている︒
現地も知っているが︑

不法構築物である温泉水
の配管が多数あるが︑法
定外公共物の調査はどう
なっている︒
産
産業
業建
建設
設部
部長
長 温泉区に
ついては調査中である︒
判明次第︑何らかの処
置をしていきたい︒
の結晶であり保護保存さ

・バスセンターへの案内

その他の質問
誘導看板の設置を
・みゆき公園梅林のＰＲ
について
る︒

中で遊休地・耕作放棄地

太田 市内の農地面積の

・蛍の情報を明確に
太
太田
田 あの用水路上には︑

公共下水道にと考えてい

排水路としては︑今後

市
市長
長 農業用水としての
使命はなくなっている︒

れるべきだ︒

路は当時の人達の血と汗

温泉区の楓の木に至る水

七郎森下の木場川から︑

太
太田
田 明治６年に計画さ
れ︑ 年に完工した︒

七郎森下・用水トンネル

取り組めるか研究したい︒

ゲン・ゴーヤ・ブロッコ

市
市長
長 小ネギ・ワケギや
塩田ではタマネギ・イン

農
農業
業委
委員
員会
会事
事務
務局
局長
長 ど
こに緩傾斜地があるかな

５７㌶となっている︒

復旧使用できる土地は１

地は３２１㌶︑そのうち

太
太田
田 開設した市有林内
の作業林道の実態・効果

作業林道について

えている︒

リー・キャベツなどを考

３２７ヘクタール

太田 重喜 議員

耕作放棄地は

問
答
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22
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10

30

山田 伊佐男 議員

る仕事であるにも関わら

▲いのししを呼び込む耕作放棄地

70 22

▲いつになっても拡幅できない県道（下不動）
▲保育園での放課後児童クラブ

引き続き県に要望する
答

県道・嬉野川棚線の
全面改良に全力を
問
問
答

合併後の
まちづくりを調査
より効率的な執行と財政
の健全運営に関して研究
を 重 ね るべきで あ る し ︑

事業に関してチェックリ
初予想していなかった諸

不況に見舞われ︑かつ当
る努力を望む︒

なる行政改革を推し進め

分におこないながら︑更

統合を今年度議決されて
動や観光客誘致の取り組

このほか︑企業誘致活

が合併し︑人口１万７５

おり︑また︑公共施設運
みを︑町単独ではなく人

活用して校舎改築をおこ

としては︑合併特例債を

る場所での改築を望む︒

その機能が十分発揮され

ることが最 優 先であ り ︑

住民の安心安全を確保す

なうべきである︒

今後の小学校と中学
校の関係について

以上のことから委員会

新校舎の建設場所に
ついて

においては︑本年度中

市内数カ所の小学校
場所に改築をおこなえ

に耐震診断の結果が報

①
ば︑土地購入費などの

告されるが︑何らかの

現在の塩田中学校の

財源は必要ないが︑

耐震補強の対応が必要

①

︵建て替える位置関係

塩田川水害の経緯を見

の減少が懸念される︒

で以上に生徒・児童数

22
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市 に おいて も 歳 入 の 増 ︑
歳出の削減に向け︑他市
町の動向も参考にし︑住

ストを作成し︑各事業の
問題が発生し︑今後一層

住民との対話・説明を十

民負担の増加に関しては

事業費などを計上して維
厳しい財政運営を強いら

億円で︑合計１

行財政改革の取り組み
持︑拡充︑縮小の評価を

別会計

年度から
れることは確実な情勢で

年

として︑平成
下し︑補助金などの見直

８６億円であった︒

００人の人吉盆地に位置
行政改革に取り組んでお

４月１日球磨郡１町４村

する山あいの町である︒
ある︒

いう方針で町政が始まっ
施設を指

１００年に一度といわれる

協議内容と
委員会の意見

財政面について

議会としても︑行政の

うものである︒

しの判定材料にするとい

たが︑合併直後から財政
営は
吉市を中心とした近隣市
実施することにより︑地

定管理者に委託され︑１

域全体の活性化と生産性

嬉野市においても︑リ

委員会の意見

合併後各地区︵村︶の

などに移行し︑旧庁舎は

支所は︑旧役場から社会

改革の影響も受け︑当初
億円ほど減少

町村と連携し︑広域的に

年あたり

した︒

月に行政改革プランを策
企業への賃貸借ができる

の向上をはかられていた︒

定され︑﹁夢ふくらむま
よ う に 条 例 改 正をして︑

年３

ちをめざして﹂を目標に

するなか︑集中改革プラ

大型のハード事業が進行

ーディング事業をはじめ

職員の意識改革として︑
ンを策定し︑住民サービ

年９月議会で設置さ

置などこれまで視察を含め︑学校問題について︑
９回程度協議をしてきました︒
そういったなか︑特別委員会の中間報告が提出

② 全国的な小子化問題

と考えられる︒
を設置する必要もあり︑

にもよるが︶仮設校舎

や中学校における﹁中

義務教育をおこなう

改築に要する期間が３

１ギャップ﹂の問題が

ための環境整備は必要
であり︑学校施設は市

年 ぐ らいと 考 え れ ば ︑

提起されており︑また

①

ことを踏まえ︑今後の改築問題などについて︑長

町村が整備しなければ

その間賃借料などの経

校区内における小子化

▲補強の済んだ普通教室棟

委員会では︑塩田中学校の耐震補強が終了した
期展望を含め調査・検討をおこないました︒

ならないが︑建設には

費が発生する︒

ると︑最も被害が大き

問題は深刻で︑これま
れたが︑改築をおこな

い地域に位置しており︑
以上のことから委員会

現在の場所は過去の

う場合は︑強度的に補

基礎を高めて建設する

としては︑各小学校の耐

②

助に適合するか耐力度

場合︑周辺住民の理解

震補強の対応や小子化問

塩田中学校は︑普通

調査をしなければなら

を得るのが難しいので

教室棟のみ耐震補強さ

ない︒

中一貫教育の対策も考え︑

には小学校の統合や小・

題を考えた場合︑将来的
改築をする場合︑補
助金を充当した残りの

③

年度ま

それに対応できる立地条

㌫は

中学校は公共施設であり︑

件を考慮した場所での改

部分の

での期限付きで合併特

非常時︵水害など︶にお
能も考えなければならず︑

例債の起債が可能であ
有利である︒

築を望む︒

よって委員会としては︑

はないかと思われる︒

②

国庫補助が受けられる︒

されました︒

営 に 尽 力 さ れ ている が ︑

事 務・事 業 評 価 を 各 課 ︑

学校問題特別委員会では

中 間 報 告

学校問題特別委員会

これは︑およそ６００

ている︒

スの向上と財政の健全運

企業誘致も可能となって

年

いうことでその実情を調

査した︒
あさぎり町の平成

度の財政規模は︑一般会

19

計決算額１０９億円︑特

各事業について実施され

いる︒

福祉施設や温泉福祉施設

施設を譲渡されていた︒

施設の

状況は厳しく︑三位一体

17
12

予定した地方交付税が１

47

直しを進められていると

17

据え︑厳しい財政の建て

そのため︑平成

15

れてから︑塩田中学校の耐震問題︑仮設校舎の設

19

▲あさぎり町役場にて

組みの一つとして中学校の

77

られるが︑具体的な取り

15

合併時﹁サービスは高

あさぎり町は平成

熊本県
あさぎり町へ

く︑住民負担は低く﹂と

総務企画委員会
ける避難場所としての機

27

り︑財源的には非常に

95
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委員会レポート
調査・検討

長期的展望を含め

事
の意見を求められ︑全会

日に古湯温泉建

たいものです︒

は特段の配慮をお願いし

工事中の安全に対して

湯建設です︒

して市民が待ち望んだ古

嬉野温泉のシンボルと

ます︒

入や騒音などが予想され

待ちに待たれた古湯の起工式
３月
設予定地において︑古湯
温泉の起工式がとりおこ
なわれました︒

事期間中は建設資材の搬

市内嬉野町下岩屋の大

に見えることから︑昔か

るで俵を積み重ねたよう

で︑遠くから見ると︑ま

﹃俵岩﹄に紹介看板が設置される

黒には︑林道沿いに玄武

ら俵岩と呼ばれています︒

大島 恒典

小田 寛之

岩の特徴である規則正し

▲嬉野観光のスポットに

く六角柱状になった岩が

露出している所があり︑

このたび︑これを紹介す

る看板が設置されました︒

この岩は鉛筆を並べた

ような形状をしており︑

むかし溶岩が水平や斜め

下から地表に向かって噴

山口 榮一

に流れたのではなく︑地

出してできたものと考え

太田 重喜

梶原 睦也

秋月留美子

られます︒

日本列島形成に至るダ

イナミックな地殻変動の

根せきを残す貴重な景観

24
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人
人権擁護委員を再任
人権擁護委員は現在︑
向けて工事が始まります︒

一致で同意しました︒
中島雪枝氏は塩田町の
現場周辺は道幅も狭く︑

嬉野町に４名︑塩田町に
４名の方が就任され︑協
馬場下在住で︑任期は平

いよいよ来年の完成に

力をしていただいており
年６月 日までとなり

ます︒

年

年３

日までで︑４年間教

住宅密集地でもあり︑工

成

年７月１日から平成

ます︒
今回︑中島雪枝氏の任
期満了に伴い︑再び推薦

４月１日から平成
たずさ

いいたします︒

これからよろしくお願

くことになります︒

育行政に携わっていただ

月

21
25

したいとのことで︑議会

30

在住で︑任期は平成

教育委員の選任に同意

教育委員会委員につい
才︶の選任に同意しまし

ては︑瀬戸口直子氏︵
た︒

瀬戸口氏は塩田の谷所

66
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▲古湯温泉の起工式

21

24
31

発行／嬉野市議会 議長 山口 要

66

53

