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議会とは。議員とは。

H20.12.17

議会制度改革特別委員会第1回会議
議会基本条例と政治倫理条例の検討を始める

H21.1.13

特別委員会で長崎県大村市議会へ議会基本
条例の調査

H21.1月〜5月

議会基本条例・政治倫理条例の内容を検討

H21.5月下旬

条例案を全員協議会で承認

H21.5.1〜5.20

議会基本条例・政治倫理条例案についての
市民に意見を求め、 4人の方から意見をいただく

H21.6月

市民の意見に対する議会からの回答を送付

H21.6.18

嬉野市議会基本条例・嬉野市政治倫理条例を制定

H21.7.1

嬉野市議会基本条例・嬉野市政治倫理条例施行

今回の６月定例会において︑議員発議により︑嬉野市議会基本

議会制度改革特別委員会を設置

条例と︑嬉野市政治倫理条例が上程され︑全議員の賛成により可

H20.12.5

決されました︒

議会運営委員会で三重県伊賀市議会と三重
県議会へ議会基本条例の調査

今回︑この条例をつくるにいたった背景には︑地方分権改革に

H20．8．6〜7

より︑地方公共団体の自己決定と責任の範囲がいっそう拡大する

各議員で議会制度改革について研究

なか︑二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会はまず︑

H19.12月〜H20.11月

﹁多様な市民の多様な意見を代表できる﹂という合議機関として

H19.11.28

の特性を最大限に生かしていくために︑これまで以上に公平・公

件

正・透明な議会運営や開かれた議会作りを推進しなければなりま

用

議会運営委員会で広島県安芸高田市議会へ
議会改革の調査

せん︒

程

また︑市民参加の推進︑自由討議の推進︑行政機関との緊張の

日

保持︑議員の自己研さんと資質の向上︑政治倫理の遵守などにつ

議会制度改革への歩み

制定

いて議会運営の基準を設け︑厳格に実践することにより議会の責

●市民と議会の関係として、市民への説明責任と情報及び意見を交換するために議会は年
１回以上の、議会報告会をおこなうものとしています。
●行政と議会の関係としては、議員と行政との緊張関係を保持するために行政からの反問
（逆質問）権を与えています。
●透明性の確保では、いわゆる口利きや働きかけ防止のためなど、議員からの要請、質問
は文書でおこなうことができるものとし、この場合行政からの回答は公文書とすること
を定めています。
●政務調査費については、調査にかかる書類について市民から書面で閲覧請求があった場
合は､速やかに閲覧させるものとしています。
ただし個人情報にかかる部分については、嬉野市個人情報公開条例に準ずるものとしま
す。
●本条例を嬉野市議会の最高規範として規定しており､本条例の理念を再認識させるため
の研修を義務付けており､見直しについては､議会の改選後に限らず本条例の目的が達成
されているかいなかの検討を義務付け､必要に応じ改正することを義務付けています。

務を果たし︑市民の付託に耐えうる議会を築くため︑本条例を制

議会基本条例のポイント

定するにいたりました︒

どうあるべきか

議会基本条例
政治倫理条例

政治倫理条例のポイント
●市長等（市長､副市長及び教育長）及び議員の親族が役員をしている企業､団体または市
長等及び議員の親族が経営に携わっている個人商店と市（市が設立した公社､市が資本
金その他これらに準ずるものを出資し､または拠出している公益法人､株式会社等を含む）
との契約等に関し､一切の関与をしないこととしています。
●市長等及び議員は､自らの就業及び団体の役員就任状況について､市長等に付いては市長
に､議員にあっては議長に届け出なければなりません。
●市長等及び議員の配偶者及び同居の親族は､自治法第９２条の２､第１４２条､第１６６
条､ 第１６９条及び第１８０条の５の規定の趣旨を尊重し､市工事等の請負契約､下請
け工事､ 委託契約及び一般物品納入契約を辞退するよう努めなければならないとして
います。
※詳細は議会事務局へお問い合わせください。
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平成

日

年度一般会計予算と農

年第１回の臨時議会が５月

開催され︑平成
業集落排水特別会計予算の繰越計算書の
報告と︑専決処分報告２件︑専決処分の
承認を求める議案３件︑条例の一部改正
２件が提出され︑慎重な質疑がおこなわ

本年度は介護保険事業
は毎回１万円の引き上げ

り︑課税限度額について
毎年伸びつづけています︒

市においても高齢化率は

に努めていますが︑嬉野

介護納付金の課税限度額を引き上げ
の３年ごとの見直し時期
がおこなわれています︒
介護予防の施策について
という大きな問題があり

増加は︑今後の財源確保

高齢化による医療費の

歳から

になっており︑
かかる課税限度額が９万
は︑若年からの健康な体

高齢化社会を迎えた今︑

万円に引き上げ

円から
広域において議論を進め

られました︒
この事業は過去に３回
見直しがおこなわれてお

の給与を削減することが

の勧告により国家公務員

国においては︑人事院

除いて大幅なマイナスに

については︑一部産業を

続いており︑夏季一時金

カットなど大変な状況が

時 間 が か か る と 思 わ れ ︑ 連決議や６カ国協議共同

にとって︑上向くのには

まだまだこの不況が地方

道がされておりましたが︑

景気は底を打ったとの報

声明︑さらには日朝平譲

国としては︑決して容認

唯一の被爆国であるわが

のであり︑きわめて憂慮

の平和と安全を脅かすも

動は︑わが国を含む地域

このような北朝鮮の行

と核の放棄を求めるため

対して核兵器開発の中止

社会と強調し︑北朝鮮に

政府においては︑国際

挙に対し強く抗議する︒

断固たる行動をとるよう

一年間の民間企業の給

業の支給額に多大な影響

置は今後決定する民間企

強く求める︒

与実態を把握し︑比較検

を及ぼす可能性は大であ

特別調査の手法を取り勧

得たに過ぎない形式的な

ない３４０社から回答を

期間に通常より極端に少

今回の人事院勧告は︑短

をかける要因となるため

え込ませ景気悪化に拍車

結果的に本市の経済を冷

たが︑その施策に逆行し︑

て定額給付金が交付され

先般︑景気浮揚策とし

反対する︒

ある今日︑痛みを皆で分

いても︑職員の給与体系

また合併後の嬉野市にお

今回の人事院勧告は他

はならない事案である︒

わる者として考えなくて

の市町でも実施される案
件である︒
下職員︑議員に至るまで

であり︑遵守する当議案

の給与を調査しての勧告

向を見極めた上で︑民間

今回の勧告も景気の動
６月に支給される期末手

号は︑市長以

当を減額するというもの

に賛成である︒

地球規模での不況下に

勧告に基づくものである︒

家公務員に対する人事院

であるが︑このことも国

議案第

用してきた︒

に対する人事院勧告を採

については︑国家公務員

て も 嬉 野 町 に お い て も ︑ かち合うことは行政に携

合併前の塩田町におい

公務員に対する今回の措

定してない状況の中で︑

がボーナスの支給額を決

また︑民間企業の８割

乱暴である︒

告されたことは余りにも

常の人事院勧告と異なり︑ る︒

討した結果に基づいた通

際的な核不拡散体制に対

度重なる核実験は︑国

すべきものである︒

嬉野市議会は︑この暴

する重大な挑戦であり︑

︻全会一致︼

決定され︑それを受けて
なることが予想されると
これからもさまざまな景

25

核実験を強行した︒

北朝鮮は５月 日︑国

嬉野市においても職員と
の調査結果を踏まえての

特別職の特別給与︵期末
できるものではない︒

いかなどの意見が出まし

があります︒

宣言に反して︑２回目の

今議会においても︑ま

措置と思われます︒
だ態度を決定していない

手当・勤勉手当︶を減額
するための条例改正案が

える︑さらに嬉野の景気

地元の企業に悪影響を与

提出され︑賛成多数によ
り可決されました︒
１００年に一度と形容

た︒

される今回の不況により︑ を冷え込ませるのではな

民間の大多数の企業にお
先ごろの政府見解では

野副道夫 議員

いては︑派遣切りや正職

員のリストラまたは給与

地域疲弊の要因と
なり反対する

人事院勧告を
守るべきだ

反 対

賛 成

38

山田伊佐男 議員

気対策を講じていく必要

将来の介護事業費の抑制

診断が実施されており︑ ていく必要があります︒

作りのために︑特定健康

歳までの介護納付金に

40

ボーナスを１７３７万円減額

れ︑原案どおり承認されました︒

10

29

職員給与の
一部改正
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20

21

臨 時 議 会
討 論

平成21年5月29日開催

６月定例議会は５日から
開催され︑条例改正２件︑

日までの

日間の日程で

年度一般会計補正予算︑

農業集落排水特別会計補正予算︑水道会計補正予算に
ついて議論され︑採決の結果原案どおり決定されまし
た︒
また︑固定資産評価員︑農業委員の選任もおこなわ
れ︑特に︑今回は議会基本条例が制定されました︒
一般質問では 人が市政を質しました︒

地域活性化・経済危機対策交付金として

２２億１８６８万円︑そ

のであり︑佐賀県には７

付金による補正が主なも

活性化・経済危機対策交

今議会は国による地域

なったが︑補助事業の対

ってきた数字が

に検討の指示をして上が

﹁交付基準があり︑全課

たのか﹂との質問に対し︑

いて市長はどう判断され

２億７９８４万７０００円が入った

の内嬉野市には２億７９
象とならない中から２億

億円と

８４万７０００円が配分
されました︒
議会ではこの事につい
て議論があり︑﹁今回全

７９８４万７０００円分
の事業を計上した﹂と答
弁がありました︒

りましたが︑これについ

ないか﹂などの質問があ

越して利用できたのでは

むよう執行部に要請しま

については慎重に取り組

ができますが︑予算執行

源として自由に使うこと

今回の交付金は一般財

ては県の指導で予算化し
した︒

額予算化しなくても繰り

ており︑内容についても
県との話し合いのなかで
計上しているとのことで
した︒
﹁予算を計上するにお

商品券に
されます︒

２０００ 万円

スーパープレミアム

地域経済振興のため︑

が市民より多数ありまし

購入できなかったとの声

前回は７日間で完売し︑

アム商品券︵１万円に１

た︒

５月に発行されたプレミ
０００円のプレミアム付

議会では︑今回多くの

き︶の第２弾として︑ス
ーパープレミアム商品券

かたが購入できる販売方
法の検討を強く要請しま

月から発行されるこ

が

ととなります︒

ため︑５月に発行された

した︒ 地域経済振興の

商品券︵１万円に２００

プレミアム商品券︵１万

㌫のプレミアム付き

０円︶が１万セット発行

７月末までの公募です︒

市報７月号で募集され︑

妊産婦の方など︑全ての
平成 年 月には嬉野

障がい者や高齢者の方︑
人たちが使い易い︵ユニ

います︒

組みを︑本市では進めて

Ｄ︶施設へ改修する取り

バーサルデザイン・Ｕ

も対応される予定となっ

して市内の旅館・ホテル

され︑サテライト会場と

市でＵＤ全国大会が開催

ＵＤへの取り組みが遅れ

今まで議会においても

ています︒

室ですが︑それに至る経

ＵＤ補助対象は主に客
路やエレベーターなども

今回の宿泊施設ＵＤ化促

ているとの指摘があり︑

改修費用の２分の１以

含まれます︒
下で︑補助限度額４００

とを期待します︒

が︑また一歩前進するこ

進事業によって︑ ひ
｢と
にやさしいまちづくり ｣

室分を見込ん

万円までが対象です︒
全体で
でいますが︑状況によっ
ては客室に限らず︑施設
内でのトイレ新設も可能
ということです︒

遊具改修
楽しく遊べるように

１１０５ 万円

売が予定されています︒

１０００ 万円

園遊具が平成３年に設置

昭和

予算がつけられました︒

化による事故防止のため

声が響くことと思います︒

子ども達の笑顔や笑い

置する予定です︒

スーパープレミアム宿

前回のように各宿泊施

され︑修理︑修繕をおこ

公園内遊具施設の老朽

泊券は︑﹁あったかまつ

設での販売ではなく︑旅

なっていましたが︑いず

年に︑和泉式部公

みゆき運動公園遊具が

周年を迎え

れも劣化しており︑事故

り﹂が来年

館組合での販売も検討さ

ることになり︑それに併

間中の平日使用に限り︑

みを改善するために始め

施設を充実させるために︑

れたものもあります︒

の懸念などで一部撤去さ
㌫プレミアム付き︵１

られ
れた
たああ
った
っか
たまか
つま
りつ
﹂
｢
｢
りす
で
﹂が
で︑
すこ
がの
︑
事こ
業の
で事
さ業
らで
な

複合遊具などを新しく設

冬期の観光客の落ち込

万円に２０００円︶の宿

さ集
る
ら客
なに
る期
集待
客し
にま
期す
待︒
しま

今回は両公園内の遊具
泊券５０００セットの販

﹁あったかまつり﹂期

せて発行されます︒

61
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地域活性化第２弾

旅館・ホテルのユニバーサル
デザイン（ＵＤ）推進へ 6000万円

宿泊券に

12

14

スーパープレミアム
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れています︒
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▲車イスでも利用できる入浴施設（県青年会館）
▲整備が待たれる遊具（みゆき公園）

15

18

11
20

20

2億7984万円
一般会計総額 114億4284万円に

6
月 国から嬉野市へ
定 例 会 経済危機対策交付金

万円と嬉野温泉ペア

最優秀賞は１名で︑賞

１３８ 万円

全国へデザイン募集
平成 年 月に開催さ
金
宿泊券︑優秀賞は３名で

れるＵＤ全国大会に向け
て﹁ひとにやさしい焼き
賞金各５万円が授与され
ます︒

物づくり﹂事業が実施さ
れます︒
や高齢者のみなさんや介
募ガイド﹂８月号で全国

また佐賀新聞や雑誌﹁公

設改良工事に８０５０万

備に５００万円︑道路新

５２０万円︑道路台帳整

林道鍋野線の舗装工事に

ればなりません︒

有効に活用していかなけ

をつけて︑今回の予算を

しっかりとした優先順位

安全・安心のためにも

る市道が数多くみうけら

だり︑拡幅が望まれてい

すが︑市内には大変傷ん

により取り組めるわけで

事業が︑今回の緊急対策

影響で取り組めなかった

これまで︑歳出削減の

れました︒

円の補正予算が盛り込ま

今回の交付金を受けて︑ れます︒

９０７０ 万円

市道・林道改良に

市報やインターネット︑

護する人が使い易い日常
に募集し︑ＵＤに取り組

この事業は︑障がい者

食器のデザインを全国に

発信します︒

温泉と焼き物﹂を全国に

募 集 す る 取 り 組 み で す ︒ む﹁ひとにやさしい嬉野
有田窯業大学校・吉田
焼窯元組合・一般の方・
行政から選出された審査
員によって審査されます︒

塩田伝建地区の場所が観

この看板設置により︑

１３５ 万円

観光客をおもてなし
塩田地区
ジーベック跡地と塩田
橋の庁舎よりの２ヵ所に

になります︒

りやすく説明できるよう

案内看板が設置されます︒ 光で訪れる方々に︑わか
ジーベック跡地につい
ては塩田津・志田焼の里
博物館・嬉野温泉までな
どの表示を︑塩田橋のと
ころには絵で示される案

安心して遊べる環境を整

バリアフリーのトイレへ
わせ︑合併浄化槽による

３０００ 万円

みゆき公園入り口駐車
水洗トイレが設置されま

みゆき公園入口
場の公衆トイレは︑昭和
年に建設されましたが︑ す︒

化に改修する取り組みが

変化などによって︑水洗

公衆トイレは生活様式の

用トイレ１の予定ですが︑

︵小便器２ 大
･ 便器１︶︑
女子トイレ２︑障がい者

設置内容は男子トイレ

ら臭いについての指摘も

利用されている皆さんか
はとの意見もありました︒

会では便器が少ないので

集中することもあり︑議

外観はまだ未定ですが︑

フリーを重視した明るい

嬉野市の玄関口のトイレ

公衆トイレになることを

算で整備されることにな
３月議会ですでに新設
望みます︒

でもあり︑景観とバリア

が決まったみゆきグラン

図書購入

３００ 万円
らうためにも︑子ども達
にさらに興味を持っても

校︵中学校４
校・小学校８校︶の図書

らう図書の充実を継続的
今回の図書購入費は２

におこなっています︒
ビなどの影響で子ども達

す︒

とのご好意によるもので

教育に使ってください﹂

名の方から﹁子ども達の

に読書の習慣をつけても

言われており︑子ども達

の大切さは各方面からも

小さいころからの読書

す︒

の活字離れが進んでいま

現在︑パソコンやテレ

の充実がはかられます︒

市内

読書は子どもを育てます

ドゴルフ場のトイレとあ

ります︒

今回３０００万円の予

あっていました︒

また汲み取り式のため︑ 大会開催時など利用者が

進められています︒

62

12

内看板が予定されていま
す︒

校庭が変わる

えてやることにより︑心

２９５ 万円
近年︑学校の校庭を芝

大草野小
生化する試みが全国の学

くれることを期待したい
と思います︒

▲嬉野温泉入口にふさわしく
▲読みたい本はあるかな

▲舗装される鍋野林道
▲芝生の中庭で遊ぶ児童（嬉野小）

校で取り組まれています︒ 身ともに健やかに育って
嬉野小では︑中庭部分
年に現在

に人工芝が張られていま
したが︑平成

の天然芝へと張り替えら
れました︒
天然芝は管理面で難し
い面がありますが︑子ど
も達がはだしで元気よく

12

▲焼き物の里に光を（皿屋区）
▲新しくなる塩田地区の案内看板

8
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9

15

10

22

討論
しても各宿泊施設での販
売で︑すでに完売したと

８０００万円の国庫補助

対策臨時交付金︑約２億

地域活性化・経済危機

た分︑細やかさにかけて

処しなくてはならなかっ

らつきがあリ︑緊急に対

のばらまきで︑しかもば

今回の交付金事業は国

とならない︑要するに市

内容的には︑補助対象

われている︒

経済危機対策交付金で賄

全・安心を求めるための

占めるもので︑市民の安

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

９ 織田 菊男
８ 川原 等

７ 田中 政司
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
表 決 数
果

可決 20:0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
発議 政治倫理条例

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

●陳情者
会長

嬉野地区交通安全協会

馬田 晴夫

国民健康保険財政への国庫負担割合を
医療費総額の ％に戻すことを求める
意見書採択を

小原 健史

嬉野地区安全協会へ助成金を

支部長

国土交通省管理職ユニオン九州支部

●陳情者

安全・安心な国民生活実現のため︑国土
交通省の地方出先機関の存続を求める

結

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

野田 芳隆

佐賀県社会保障推進協議会

●陳情者
会長

欠は欠席
除は除斥

ころもあれば︑ ま
｢ だ数
枚しか売れていない︑手

８６９０万円が追加され

がなされ︑スーパープレ
おり︑前回のままでの進

今回の交付金によって実
施できることは︑市にと
って大変ありがたいこと
だと理解している︒
交付金の使途について
も許容の範囲の中での予
算であることは理解する
ものであるが︑一部には
不満もある︒
従って今後交付される
であろう類似の交付金に
ついては拙速することな
く︑慎重を期して頂くこ
とを申し添えて賛成討論
とする︒

見書を提出する︒
佐賀県嬉野市議会
議長 山口要
衆議院議長 河野洋平様

財務大臣 与謝野 馨様

発議 議会基本条例
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間がかかり喜ばしくない

なく︑交付金を市内の観
るものであるが︑その中

今回の補正額は︑３億

光業者の方全体が必要と
で国・県の支出金が３億

と｣いうところもある︒
そのような宿泊券では

している宣伝広告費など
５８４０万円で約

㌫を

に使うべきではないか︒

ミアム商品券もこの交付
単独事業として実施しな

一般会計補正予算
反 対

金でなされ︑交付金も国
め方には反対する︒

生じさせないため︑義務
教育国庫負担制度につい
て︑負担率を２分の１に
こと︑また︑教育予算の拡

参議院議長 江田五月様

以上︑本議会は地方自

文部科学大臣塩谷 立様

治法

条の規定により意

む国の予算の拡充と︑税 内閣総理大臣麻生太郎様
佐藤 勉様
源移譲を確実に行うこと︒ 総務大臣

充のため︑地方交付税を含

復元し︑制度を堅持する

ければならない事業が︑

民の税金であり︑嬉野市
㌫のプレミア

が付くことにより︑一人

したら︑

の納税義務者を２万人と

賛 成

92

山口正信 外

温泉センター横の市道拡幅を
●陳情者
下岩屋三区
区長

表
否
賛

●は反対
○は賛成

10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21

号

当たり１０００円の税金
を納めることになると考
えられる︒
㌫のプレ

５月に発行され︑７日
間で完売した
ミア付き商品券だが買え
なかったという多くの声
㌫のプ

があり︑今回それが生か
されないままで
レミアが付く必要がある
プレミアム宿泊券に関

だろうか︒

請願
教育予算の拡充を
嬉野市の民主的教育を考える会
代表
新貝由紀子
紹介議員 山田伊佐男

採択されました

野副道夫 議員

陳情

子供たちに豊かな教育
を保障することは社会の
基盤作りにとってきわめ
て重要である︒
そこで︑子供たちと向
き合う時間の確保を図り︑
きめ細かな教育実現のた
めに各自治体に合った教
職員の増員と配置を行い︑

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

TEL 0954-66-9127

教育の自治体間の格差を

16:4 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○

質問日時については、議会事
務局におたずねください。
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16:4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●
給与に関する条例等改正
（臨時議会） 可決
乳幼児及び就学前児童の医療費
可決
助成に関する条例の一部改正
平成21年度一般会計補正
可決
予算
平成21年度水道事業会計
可決
補正予算

時間：質問当日の午後7時〜

10
20

人が登壇︑市政を問う

12

番

20

一般質問
次ページより

45

お茶の間で議会を

秋月留美子 議員

意見 書

単独事業か
交付金で
99

細やかさに
欠けている

平
平野
野 新幹線長崎ルート
は︑県民の ㌫以上が反
対のなか︑また︑市民の
多くの反対者に耳も貸さ
ず︑国は強引に決定した︒
市長が考える新幹線基
本構想の説明を聞きたい︒
市
市長
長 幅広い市民の意見
を聞くために︑新幹線協

平
年度に国で新設
平野
野
された﹁地域活力基盤創
造交付金事業﹂を活用す
るためには県土木事務所
から要望書をだしてほし
いと言われた︒
建
建設
設課
課長
長 今後︑中身に
ついて検討させていただ

県西部経済浮揚に
高規格道路推進を

思うので努力していく︒

連携していくことにより

まっている︒

いわゆる３Ｒの運動も高

しかし︑一方では︑ご

は問題が山積している︒

梶
梶原
原 環境問題が叫ばれ
る中︑ごみ処理について

も構想内とするのか︒
新
新幹
幹線
線整
整備
備課
課長
長 イメー
ジ図は５〜４町歩︑ ・
６㌶は︑現在田圃で調査

梶原 睦也 議員

不要品交換情報の取り
組みを

平
平野
野 この問題で過去２
回質問してきたが︑県へ
リサイクルショップ︑

る制服の紹介︑福祉団体
による不要品交換市など
も開催されている︒
動物の交換については
今後︑研究することとし︑
動物以外については実現
するよう指示する︒

取り組んではと考えるが︒

る不要品交換情報を市で

ケーブルテレビで紹介す

に無料クーポン券の配付

子宮頚がん︑乳がん検診

無料化に取り組むべきだ︒

和するために︑検診費の

梶
梶原
原 がん検診受診者の
経済的負担を少しでも緩

がん検診の無料化を

市
市長
長 物を大切に使うこ
とを考えていけば︑再利
が決まった︒

今年度の国の補正予算で

用することは当然の行為
市においても︑独自の

全がん検診無料クーポン

高額となり︑何回も繰り

たりの治療費もかなりの

取り組みをすべきだ︒

現在もＰＴＡなどによ

と考える︒

実現するよう指示する

である︒

の対応と今後の取組みは︒
フリーマーケットなどの

粗大ゴミの中にはまだ
まだ使えるものがたくさ
んある︒
不要になったものを譲
りたい方や求める方の情

券などを導入すべきと考

かえすことにより経済的

ぜひ導入に向けて努力

市
市長
長 以前から取り組み
たいと考えていた︒

報を公共施設の掲示板や

える︒

国は︑体外受精と顕微

負担も大きいものとなる︒

本市独自の助成制度の

市
市長
長 無料化については︑
現在まだ考えていないが︑

神
神近
近 今寺工区の道路排
水は︑下流側の既存水路

ところもある︒

取り組みを実施している

体でも独自の助成制度の

胆な施策を望む︒

ついて

・新型インフルエンザに

その他の質問

業が受注できるよう︑大

神
神近
近 今回の６月補正に
ついては︑地元商店︑企

市
市長
長 早く入札できるよ
うに指示している︒

する︒

受精を対象に助成制度を

ができると思うが︒

に放流するとのことだが︑

設けているが︑県内自治

提案として受け止める︒

不妊治療への助成を

回遊道路を作りたいし︑

市
市長
長 検討した経緯があ
るが︑再度調査したい︒

梶
梶原
原 不妊治療は︑健康
保険の適用外で︑１回あ

場所は未定だが︑貸切バ
スが停まれる釜炒り茶な
どを扱う物産店もほしい︒

ＪＲと協議して菜の花と

そのまま放流すれば水路

今寺工区の県道バイパス

大茶樹を目玉としたウォ

神
神近
近 不動山の田畑に菜
の花を植えていただき︑

ーキングなどを誘致すれ

崩壊の危険がある︒
県が責任をもって整備

ば︑地域活性がはかれる
と考えるがどうか︒

すべきと思うが︒
市
市長
長 将来的には︑農地
にも影響がでると思って

市
市長
長 ぜひ地区の集会あ
たりで提案させていただ
き︑地区の区長会の皆さ

いるので︑県で整備する

要だ︒

る︒早急な取り組みが必

神
神近
近 水道・建築・土木
業界は︑厳しい状況であ

景気対策は

ように話をしている︒

ん方とも相談したい︒
行政でサポートできる
ことは︑ぜひ協力したい︒
神
神近
近 単年度では無理と
思うが︑数年かけてでも
取り組んでほしい︒
また︑顕彰碑まで遊歩
道を造れば森林浴コース
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議会を発足した︒

市
市長
長 リーディング事業
のなかで泉源所有者の意
見︑確認を終え︑今︑専
聞き取り調査の段階に至

平
平野
野 協議会の役員メン
バー組織を知りたい︒

っているところである︒

門的な調査をさせ︑再度︑

新
新幹
幹線
線整
整備
備課
課長
長 協議会
の委員は塩田・嬉野両地
人︑協

区のバランスを取り入れ︑
行政嘱託員など

平
平野
野 会津若松のトロッ
コ列車︑九重の大吊橋な
その経済は大きく財政に

どは観光素材を発見し︑

している︒
貢献している︒

人を組織

平
平野
野 市財政の︑起債の
残高はどうなっている︒
市
市長
長 地場の観光資源を
磨き︑また︑他の地域と

平
平野
野 駅周辺整備計画が
新聞に公表された︒

市
市長
長 国道４９８号整備
促進期成会で武雄̶鹿島
出店もあり︑中古品に対

観光素材が生れてくると

の区域である︒

間の規格の高い道路整備
するイメージも以前とは

・６㌶の莫大な農地

平
平野
野 新幹線駅の負担は︒

の促進を決議事項に入れ
大分違ってきている︒

神近 勝彦 議員

神
神近
近 現状の大茶樹のみ
なら︑観光客がすぐ帰ら

市
市長
長 世界的に発表し︑
ギネス登録も考えたい︒

神
神近
近 世界一の確認がで
きたらどうする︒

少し回復している︒

樹勢は以前からすると

が確認したい︒

ギネス登録を考えたい

神
神近
近 茶の木の大きさで
は世界一と言われている
がどうなのか︒

市長が抱く大茶樹周辺
のイメージは︒

れる状況は変わらない︒

市
市長
長 専門家の松下智教
授によれば︑世界一では

市
市長
長 別ルートで行ける

み減量︑再使用︑再利用

市
市長
長 １億８０００万円
である︒
ていただいた︒

29

ないかと話をされている

また︑樹勢はどうか︒

問
答

平
平野
野 温泉の集中管理の
進捗状況を知りたい︒

35

市の対応策はあるのか︒

財
財政
政課
課長
長 起債残高１６
９億円︑基金残高 億円

づくり協議会

議会の上に︑新幹線まち

25

23

世界
界一
一の
の大
大茶
茶樹
樹�
�ど
どう
う活
活か
かす
す
世

きたい︒

29

幅広い市民の意見を聞き効果を高める
答
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13

21

▲まだ使えるかも…
▲ギネス登録になるか大茶樹

▲大型道路整備を急げ
（中通り地区）

平野 昭義 議員

56

新幹線は最小限の予算で
最大限の効果を発揮せよ
問
問
答

は一週間で完売した︒
早期に完売したのは商
品券の販売箇所を多く設
置したことや商品券の使
用できる店・企業が多か
ったなどによるものと考

定額給付金に合わせて
のプレミアム商品券販売
と思った方もいた︒
多くの市民が買えなか
ったが︑どう思うか︒
また︑今後の販売の予

企
企画
画部
部長
長 全体の６㌫強
の１６７６人に販売した︒
消費拡大という地域活
性化の一つの手法であり︑
理解していただきたい︒

ので︑相当なものがある

品券を使うということな

商品購入の一部として商

１億円発行しているが︑

６割近くに上がっている︒

し︑地域が活性化するこ

を含めて商店街が活性化

をしたり︑そういうもの

使って︑工事や施設改修

市は国からきた予算を

市
市長
長 定額給付金とは全
く趣旨が違う︒

体の宣伝広告費など誘客

宿泊券でなく︑観光全

の手間だけと不評も聞く︒

ころもあるが︑受け渡し

販売で︑すでに売れたと

数の割り当てや旅館での

宿泊券については部屋

秋
秋月
月 プレミアム商品
券・宿泊券︑共に公平感

と判断している︒
とによって消費を喚起し
対策に使うのが公平では︒

がないように感じる︒

宿泊券についても６月
ていこうという商品券で

定は︒

１日から販売しているが︑
あり︑そういう趣旨で次

費用対効果は換金率も

非常に売れ行きがいいと
回も取り組みたい︒

えている︒

聞いている︒
秋
秋月
月 本来の目的は︒

花立水路の拡幅は
田口 好秋 議員

なるのか︒

この分で配分方法はどう

上してあるが︑これはど

田
田口
口 公園遊具の改修費
用として１１００万円計

公園整備について

て取り組んでいく︒

新規事業を探し取り組む

田
田口
口 今回の臨時交付金
の使途を見た場合︑中期

公園が３の割合で考えて

財政計画に載っていない

いるが︑今後建設課とも

支
支所
所総
総務
務課
課長
長 面積・利
用者数とも勘案して︑み

補正予算を組む時︑花

事業に予算配分がなされ

立水路の拡幅は検討され
協議して進める︒

ゆき公園が７︑和泉式部

なかったのか︒
田
田口
口 私が調べたところ︑
遊具の数はみゆき公園が

ている︒

市
市長
長 臨時交付金は︑補
助事業の可能性がないも

市
市長
長 国の景気対策であ
り︑地元商工関係の皆さ

買えなかった方もいる︒
のに限定したので︑検討

ん方の活性化である︒

嬉野市の人口が約３万

たり︑一方ではまったく

この問題は︑適正化事

人工芝の草スキー場があ
る︒
国土交通省の公園整備
にかかる支援事業の検討
市
市長
長 本年４月からの事
業なので︑今後検討して

うことで以前から検討し

は︑別に新規事業を探し

は最適と思われるが︒

はされたか︒

いく︒

市
市長
長 今までいろいろな
補助事業に取り組んでき

もし採択が困難な場合

田
田口
口 公園関係で︑国交
省の支援対象になると思

事業については︑計画を

今回意見のあった支援

た︒
計４８００万円ほど計上

でみたい︒

策定して早急に取り組ん

ついては︑この支援事業

また︑轟公園の整備に

業ができると思うが︒

工夫すれば１・５倍の事

今回の予算をもう少し

新も含まれている︒

リアフリー化も遊具の更

この中にはトイレのバ

されている︒

議会と今回の補正で︑合

われる事業費が先の臨時

てきている︒

業で取り組みが可能とい

16

秋
秋月
月 ２００万円分購入
で 万円儲かった方もい
秋
年度補正予算に
秋月
月
よる地域活性化・生活対
人で︑プレミアム商品券

が︑駅前に温泉を利用し

台︑式部公園が４台と

策臨時交付金事業である
１万円分を一人１口では

㌫が買え

市
市長
長 提案をぜひ生かし
て︑将来に残すような形

たトレーニング施設など
ができればと思う︒

面ぐらいのテラスが取れ

いて

していない︒

プレミアム商品券１億１

あとのおよそ
ないなど︑最初から平等
に行き渡らない︒

計画の中で方法を決定していきたい
滑に運営できる方法や輸
送配湯なども考えられる︒
せっかくの温泉地での新
駅なので︑嬉野温泉駅に
も温泉施設が設置できた
らと考えている︒
今回の駅前構想のなか

市
市長
長 嬉野地区内のトン
ネルについては︑今後︑

でやっていければと思っ

では︑足湯施設などをイ

れる予定になっている︒

ている︒

山
万㌧については︑
山口
口
観光客に来ていただくた

は決定していきたい︒

既に 万㌧については︑

山
山口
口 新幹線周辺整備基

万㌧はどうするか︒

山
山口
口 アクセス道路につ
いてどう取り組むのか︒

みゆき公園の谷あいを整

メージしており︑今後の

市
市長
長 国道 号線を軸と
して︑県道についても基

備をし︑サッカー場の１

基本計画や実施計画のな

本計画の中に取り入れて

山
山口
口 残土処分は嬉野市
内で利用すべきだ︒

本構想が︑まちづくり協

全員協議会で足湯の件

いきたい︒

れば︑球場のサブグラン

その他の質問

議会から報告書としてま

が説明されたが︑泉源を

市道については︑一丁

ドとして利用できるよう

・農地利用集積事業につ
残りの処分地について

めに︑花公園をつくった

含め︑どう取り組むのか︒

田線方面への連携も必要

調整をしていきたい︒

進めている︒

かで︑活用方法について

市
市長
長 嬉野温泉全体では︑
現在︑集中管理の事業を

になってくる︒

は︑有効活用できる土地
探していきたい︒

らどうか︒

リーディング事業として

山
山口
口 トンネルの残土処
分については︑残土が全

を企業側と協議しながら

具体的にはこれからだ

巡回式の集中管理が実

体で 万㌧︑その内 万

20

５本のトンネルが開削さ

現すると︑民間や施設に

㌧がみゆき公園のところ

20

34

とめられた︒

と聞いているが︑残りの

人口の ㌫が買え︑ 口

された︒
現状と効果をたずねる︒

10

山口 榮一 議員

新幹
幹線
線駅
駅前
前に
に温
温泉
泉施
施設
設を
を
新

市
市長
長 プレミアム商品券

97

33
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問
答

では３・３㌫しか買えず︑

▲くじゅう花公園（大分県久住高原）

０００万円︑宿泊券５０
費用対効果のある商品券活用を
▲

50

００万円が嬉野市で発行

秋月 留美子 議員

配湯をおこなっても︑円

▲遊具整備を待つ和泉式部公園

50

20

70

2009年7月28日
うれしの議会だより NO.14

15

20

効果はあった。次回も取り組みたい
答

プレミアム商品券・宿泊券の
現状と今後は
問
問
答

乗合タクシ�等の
実証運行は
副島 孝裕 議員

年計画で︑新幹線

大野原線と春日線で
今年 月から運行予定
むね
開業を見据え関係者の協
力を得て実践したい︒
乗合タクシーや循環バ
ス・周遊観光などの実証
運行や︑広域機関バス路

生徒や高齢者など一部の
の路線でいつからの実施

画されているが︑いずれ

副島
島 事業として︑乗合
･ 副
タクシーの実証運行が計

線の改善などである︒

住民︑または観光のため
になるのか︑また関係路

副
副島
島 公共交通の利用者
は︑通学のための児童

の来訪者などで︑利用者
線の市民の理解は得られ
ているのか︒

３月に嬉野市地域公共
交通総合連携計画が策定

が大きく減少している︒

されたが︑事業の内容は︒
年４月からおお

市
市長
長 大野原線と春日線
が対象で︑今年 月を基

市
市長
長

問題として利用されてい

には愛着が深いが︑現実

長年親しんだバス路線

きるか十分研究しなけれ

が︑各種法令をクリアで

むことにやぶさかでない

ーとなるならば︑取り組

ィの一つのつながりのキ

ない状態が続いており︑
ばならない︒

ついての構想は︒

副
副島
島 新幹線駅から温泉
市街地までの公共交通に

地域の皆様もご理解いた
だいている︒
今後も導入についての
打合わせをおこなってい

物︑史跡めぐりなど比較

ィーロードマラソンや焼
報など発信していきたい︒

田津や桜︑または蛍の情

疑問がある︒

16
2009年7月28日

市民団体の活動支援や国
際交流などが今年度の拡
充事業になっているのに
対し︑ＤＶ支援事業は
年度までの事業となって
いるが︑なぜこの事業だ
け予算がついたのか︒
地
地域
域づ
づく
くり
り課
課長
長 アンケ
ートで非常に多く要望が
あったためである︒
芦
芦塚
塚 ＤＶ相談は昨年何
件であったか︒
地
地域
域づ
づく
くり
り課
課長
長 相談は
あっていない︒
芦
芦塚
塚 ＤＶ相談は重要な
事業であるが︑今年度す

的資金のかからない体験

芦
芦塚
塚 旅館組合︑商店街
組合など連携して観光客

べき事業を早く拡充すべ

事業を作って︑全国の学
を町中に流す政策やグリ

きではないか︒

校に発信したらどうか︒
市がある︒

市の事業の進め方には

観光客誘致の施策は
観
観光
光商
商工
工課
課長
長 観光協会
とも連携をとりながら情

に努めたい︒

観
観光
光商
商工
工課
課長
長 観光関連
団体と協議しながら誘客

きないか︒

光地に人を呼ぶことがで

光営業課となって市の観

観光商工課ではなく観

ーンツーリズムにかける

芦
年度の税収は約
芦塚
塚
２億円の落ち込みとなっ
報発信していきたい︒

市
市長
長 自然景観にはなる
べく手を入れないよう︑

芦
芦塚
塚 春日渓谷など観光
地としての開発は︒

ているが︑観光産業の落
ち込みが厳しい︒
ピーク時はどれぐらい
の観光客であったか︒
配慮して取り組みたい︒

がついた理由は︒

観
観光
光商
商工
工課
課長
長 平成２年
に２１５万人であった︒

地
地域
域づ
づく
くり
り課
課長
長 市の男
うた
女共同参画行動計画で謳

設置補助金について一考

芦
芦塚
塚 轟の滝や茶畑など
の開発と︑塩田津との連

山
山田
田 ボランティアガイ
ドの待遇は︑近隣の有田

できないか︒

芦
芦塚
塚 現在は当時から半
分ぐらいに減少している︒

では１日１５００円とな

われているためである︒

っているが︑本市の待遇

市
市長
長 広報などで︑ある
程度の徹底はできている︒

た設置の具体的指導と︑

はどうか︒

㌫の設置
率であり︑今後も広報活
年

は︑近隣の大町町では︑

また︑高齢者への対応

ようにしたい︒

現在︑概ね

観
観光
光商
商工
工課
課長
長 現在無償
であり︑極力無償ではな

住宅用火災警報器設置
の促進と設置補助を

動をおこない︑平成

携と広報・ＰＲが必要だ︒

備をおこなっており︑今

り︑今後は福祉の面から

回もトイレの改修など予

山
山田
田 消防法の改正から
３年が経過したが︑市民

考慮できないか検討した

り良い観光施設になると

地元からも新しく意見

全世帯におこなわれてお
全体への周知徹底が不十

い︒

観光関連施設としては︑
雨天でも利用できるトレ

分である︒
がれると考えている︒
山
山田
田 歴史的な観光施設
も本市に点在している︒

リシタン史跡も３回︑皿

考えるが︒

をいただいており︑でき

特に高齢者を対象とし

ーニング施設の整備が急

算措置をしている︒

いように観光協会と協議

観光客を増やすために

を考慮した超低床の乗合

山
山田
田 既存の観光施設を
整備改良することにより

度までに設置完了できる

観
観光
光商
商工
工課
課長
長 ＨＰで塩

バスの市内循環や︑新幹

魅力ある観光地になると
私は︑旧町時代から大

屋谷の窯跡の観光施設化

し上げてきた︒

も２回取り上げてきたが

市
市長
長 当然視野に入れて
いる︒
再度︑観光施設の整備

不十分である︒
改良の構想を聞きたい︒

るだけ早く取り組む︒

ボランテ�アガイド
の待遇改善を

市
市長
長 毎年多くの予算を
組みながら改修整備をお
こなっている︒
新規にも観光施設の整

したい︒

自然と景観を生かしたテ

観光
光施
施設
設の
の整
整備
備改
改良
良の
の促
促進
進を
を
観
山田 伊佐男 議員

副
副島
島 乗合タクシーの具
体的運行方法は︒
線駅から塩田の伝建地区

必要であると考えている

企
企画
画企
企業
業誘
誘致
致課
課長
長 現在
運行中の上久間線とほぼ
ディアもいただいている︒

茶樹周辺整備︑関所跡の

その中で関所跡は︑さ

今日まで︑街道を観光

特に︑観光客の利用が

らに手を加えることによ

施設にできないか常々申

前提であり︑観光バスの

観光施設化について一般

計画している︒
小型化になり︑路線に

質問で５回取り上げ︑キ

になる︒
副
副島
島 乗合タクシーの事
業を︑地域コミュニティ
の大きな事業として取り
組めないか︒
市
市長
長 有料タクシーとの
関係や︑法令などの解決
ができれば︑展開もでき
ると思う︒
また︑地域コミュニテ

駅にしたい︒

基地となるような新幹線

同じ内容で︑バスから

24

芦
芦塚
塚 食育活動や農産加
工促進販売︑啓発活動︑

が︑ＤＶ支援事業に予算

芦
芦塚
塚 女性子ども家庭支
援センターが設置される

芦塚 典子 議員

考える︒

きたい︒

なぜＤＶ支援事業に
予算がついたのか

まで電車を復活するアイ

市
市長
長 気軽に利用できる
連携バス︑バリアフリー

市民からの要望が高かったため
答

10

ついても融通が利くよう

人乗り程度のワゴン車へ

20

10

準に考えている︒

▲春日地区を走る
定期バス

うれしの議会だより NO.14
2009年7月28日
うれしの議会だより NO.14

17

10

▲キリシタンの子どもの夢を今に！

23
▲いつ整備される関所跡

10

40

21

問
問
答

問
答

新型インフルエンザ
強毒対策は
西村 信夫 議員

り込まれる主な事業名は︒
市
市長
長 まだ結論を得てい
ない︒
今後︑関係団体と協議
されると思うが︑情報収
集に努め対応する︒
西
西村
村 本年度から加工米
を作付した場合︑
あ

取り組みは︒

情報収集し対応する
たり最大１万５０００円
太良町立病院も対応し︑

が交付されるが︑本市の
蔓延したら︑一般の医療
される︒

産
産業
業建
建設
設課
課長
長 今後︑水
田農業推進協議会で検討

機関にもお願いしたい︒
西
西村
村 発熱外来を設置す
る場合︑財政負担はどこ
西
西村
村 水田フル活用推進
交付金が今年度限り交付

市
市長
長 まだ決定されてい
ないが︑市民の命を預か
産
産業
業建
建設
設課長 昨 年 度 ︑
主食用水稲作付面積に応

されるが配分と交付金は︒

西
西村
村 新型インフルエン
ザは秋以降には再び感染
る立場で︑まず市が負担

がするのか︒

拡大が予想され︑強毒性
じて︑嬉野市は
り約１８９０円が交付さ

あた

する考えを示した経緯が
ある︒

の感染の可能性が指摘さ
れているが︑嬉野市の対
西
西村
村 新需給調整システ
ム定着交付金とは︒

れる︒

補償はどうするのか︒
産
産業
業建
建設
設課
課長
長 大豆︑麦
の作付けに
あたり４

西
西村
村 市職員が職務上︑
二次感染した場合︑損害
市
市長
長 公務災害補償が適
応されると考えている︒

策は︒
市
市長
長 新型インフルエン
ザ対策本部を設置した︒
いつ強毒に変異するか
わからないので︑情報収
集し対応に努める︒
西
西村
村 世界的にフェーズ
６の宣言がされたが本市
の備えは万全か︒
市
市長
長 発生初期は嬉野医
療センターが対応するが︑
感染拡大期になると武雄

用︵麦わらを燃やさな

０００円︑麦わら有効活
嬉野市以外の業者である︒

と機械設備の落札業者は

園
園田
田 古湯温泉建設工事
の入札の結果︑電機設備

農業問題
い︶に２０００円を加算

園
園田
田 前回の議会で﹁現
場説明書に︑下請と資材

けとめる︒

市
市長
長 くじで決定したの
で︑正式な入札結果と受

どう思うか︒

札されている︒

の業者にくじによって落

産税︑軽自動車税も嬉野

住民税はおろか︑固定資

発注した工事であるのに︑

であったがどうなったか︒

かを検討する﹂という答弁

事を県同様に明記するか否

野市に納税し︑嬉野に貢

く業者は︑住民税︑固定

しくは代表者の住所を置

一方︑嬉野市に本店も

市には納税されない市外

それぞれの落札業者は︑

調達は市内の業者を使う

産
産業
業建
建設
設部
部長
長 嬉野市と
しても︑県同様に明記を

献しているのにもかかわ

資産税︑軽自動車税も嬉

年度の発

し︑既に平成
注工事で実際におこなっ

工事に最低の価格で入札

入札に参加した全ての
嬉野地元業者が最低金額
ている︒

し︑６０００円を助成す
だったにもかかわらず︑

い︒

西
西村
村 国は経済対策で農
林水産関連に１兆３０２

落札︑契約ができなかっ

園
園田
田 電気設備と機械設
備については︑嬉野市が

らず︑嬉野市が発注する

た結果について︑市長は

嬉野市に本店を置く会社

る制度である︒

これは何と理不尽な話

から購入するように﹂と

産
産業
業建
建設
設部
部長
長 心情とし
ては非常に残念であると

か︒

園
園田
田 下請業者︑資材の
調達先が︑地元業者でな

を課している︒

産
産業
業建
建設
設部
部長
長 努めなけ
ればならないと努力義務

書いてあるが本当か︒

たい︒

分な研究をしていただき

しっかり見ているので十

佐賀市を参考にし︑また

額のチェックも県および

園
園田
田 立派な古湯温泉が
完成するよう︑下請け金

考えている︒

かった場合はどのような

草スキー場は今月中に
修復するつもりでいる︒
足りない分は十分な整
備に努めたいと思う︒

きたい︒

小
小田
田 日ごろより最低限
のことだけはしていただ

市民は工事の進み具合を

園
園田
田 契約書に︑﹁下請
については嬉野市に本店

対処をされるか︒

る︒

はがれているなど︑簡単

いただきたい︒

った時だけなのか︒

管理するのは苦情が入

市
市長
長 できたら明記して
売り込みをはかりたい︒

支
支所
所総
総務
務課
課長
長 ３日に１
回は職員が巡回している

と思う︒

を置く業者に発注﹂︑

置されるのか︒

小
小田
田 今議会の遊具整備
の予算でイカダ公園も設

公園について

﹁資材については同じく

産
産業
業建
建設
設部
部長
長 理由書を
提出させることになる︒

してもその仕事ができな

かと思うが︑どう感じる

億円を計上した︒
佐賀県の農業関連に盛

１６０メガで超高速イ
ンターネットのアクセス
が可能になる︒
小
小田
田 １６０メガはすで
に唐津では整備されてい
る︒

市
市長
長 今回はリストに入
ってないが︑次の予算で

考えている︒

全国的にも最速で︑企

Ｒしていただきたい︒

小
小田
田 北部公園はあまり
にも管理が行き届いてな

今回は和泉式部公園を
市
市長
長 誘致への大きな力
となるので︑是非いろん

い状態だ︒

組めたらと思っている︒

な方面でＰＲしていきた

業誘致でも売り込める素

点からも︑他市と同等の

い︒

材と思うので当市でもＰ

条件になるよう整備する

に見て回っただけでも改

企業誘致に取り組む観

必要があると思うが︒

小
小田
田 嬉野市の転入奨励
金ＰＲ用チラシで定住促

善が必要な箇所が多数あ
今回ケーブル利用によ

草スキー場の人口芝が
市
市長
長 合併以前から数種
類の方法により検討して

進に向けても売りだして

るのが現況だ︒

１６０メガで超高速化の
見通しがついた

小田 寛之 議員

ネ�ト環境を他市と
同等の条件へ

市民病院︑大町町立病院︑

園田 浩之 議員

いた︒
る高速化が実現できる見

小
小田
田 当市では︑インタ
ーネットの接続に対する
通信速度の環境整備が他

通しになり︑現在︑県と
関係業者によって検討が

超高速で情報通信がで
きる環境を望んでおられ

おこなわれている︒

市に比べ大変遅れている︒

る住民も多数いらっしゃ
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19

▲工事はできるかぎり地元業者で
▲公園は日頃の管理が大事（北部公園）

10

検討の結果今年度からおこなっている
答

10

▲発熱外来の拠点

21

10

明記するか否かの検討の
結果は
問

問
答
問
答

①農業振興地域の除外適

行政嘱託員の主な意見
ので︑手続きを簡素化

数の書類提出が必要な

④少ない補助金額でも多

れば︑強く推し進め︑少

長崎新幹線の開通を考え

用できる位置にあるし︑

武雄・嬉野インターを利

地域の活性化について
行政嘱託員代表と意見交換
用を受けている土地
できないか︒

工業団地︵塩田地区︶

たが︑その後の説明を︒

企業誘致の計画があっ
農家が困っている︒

れているため︑周囲の

地権者が管理を放棄さ

⑤耕作放棄地について︑

が必要である︒

雇用の確保と住環境整備

致や住宅団地の造成など︑

かけるためには︑企業誘

子化と人口減に歯止めを

道な活動が大事であり︑
ると考える︒

民の意識も今後重要にな

補助金については交付

地域コミュニティは新
その推進においては﹁自

⑥少子化に伴い︑学校の

しい政策であり︑行政と

要綱に沿っての対応であ

・２㌫と

各種事業に参加されない

老人クラブや寿大学など

ているが︑課題として︑

間交流などに取り組まれ

以前は時間的な余裕があ

られていた方の減少や︑

まで介護サービスを受け

方法が改定され︑昨年度

年度から認定審査の判定

在宅の介護業務は︑今

方々にいかにして︑孤立

ったが︑現在は時間が決

茶業について

によって貸し付ける制度

おこない︑更新者の希望

用した公設茶園の設置を

農業全般について

進すべきである︒

麦・茶・施設園芸と多岐
進み︑現状を維持するこ

に渡っているが高齢化が
国においては森林の

とが困難な時代がくると

を考えてはどうか︒

除・間伐をはじめ︑枝打

思われるので︑高齢社会

茶の占める割合は極一

業であり︑県としても

などの実施により︑森林

に対応できる作物の検討

握りに過ぎないが︑嬉

茶業に対しての取り組

の持つ多面的な機能をフ

野市にとっては一大産

み強化をされるよう要

も必要である︒
中山間地︑農地・水・

ルに発揮し︑温暖化の解
消︑更に災害防止に活用
本市でも︑国・県の制

も継続されるよう国県に

緩和をはかりながら今後

環境事業については規制
全性と生産コストの軽

度を十分に活用し︑公私

対し強く働きかけを望む︒

しようとしている︒
減をはかるため︑基盤

有林を問わず手入れを推

た耕作放棄地などを利

皿屋の残土処分地︑ま

である︒

新を強力に推進すべき

改植や中刈りによる更

肥効化が低下しており︑

茶園の高齢化が進み施

り込むまでになった︒

③茶の価格は生産費を割

らない時期にきている︒

事業も考えなくてはな

制度と合わせて市単独

整備の推進を国・県の

②高齢化が進むなか︑安

る︒

望活動を行うべきであ

林業問題について

嬉野市の農業は︑米・
①佐賀県内における嬉野

委員会の意見

嬉野の農業問題に
担当課と現状調査

委員会の意見
嬉野市社会福祉協議会
や引きこもりを無くして

ように各地域内での世代

いくかである︒

分達でやろう﹂という市

合併の話がある︒慎重

委員会の意見
企業誘致については︑

割合は全体の
なっており︑今後も拡大
傾向にある︒

た今︑施設利用を検討す

は︑特定検診の受診率を

められ利用者負担を少な

指定管理者によって運

向上させ︑個人の健康維

る必要もあると思われる︒

営されている﹁老人福祉

持の意識を高めていくよ

くするプランを作ることで

センター﹂は民間の柔軟

うに︑行政と企業︑各種

今後も︑介護予防の重

な経営を取り入れること

組合が連携していくこと

ヘルパーによる心のケアが

が︑指定管理者の原点で

が大事である︒

要性と健康維持について

あり︑より良い施設とす
るためには条例改正は必
要と思える︒
また︑﹁湯っくらー
と﹂については登録者の
㌫の利用率であり︑Ｎ
ＰＯの事業者が増えてき

や引きこもりにならない

市民が連携を密にし︑地

り︑ご理解いただきたい︒

行政で対応してほしい︒

か︒
②地域コミュニティの説
明がわかりづらい︒
③区に加入されない住民
に対し︑行政側からも
指導をお願いしたい︒

な対応を︒

に工場を誘致できない

ままになっている︒

︵東吉田地区︶がその

総務企画
委 員 会
文教厚生
委 員 会

では高齢者の方々が孤立

よりよい福祉のため
現場との意見交換
嬉野市の高齢化率は現
在 ・４㌫で︑ 年度当

34

できにくい状況である︒

初予算に占める民生費の

21

▲まちに待った新幹線工事起工式（上岩屋）

産業建設
委 員 会
▲生産原価われの2番茶づみ（赤仁田）

▲生きがいデイサービス（社会福祉協議会）

26
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21

50

委員会レポート
市民のための市政をめざし
意見交換・調査

人

日で切れ

事

は

年７月

日から

年

農業委員としての任期

れます︒

所の女性部長をしておら

女性部副部長及び嬉野支

議会選出農業委員が決まる
年７月

農業委員の３年間の任
期が
ることに伴い︑議会選出の
農業委員３名が決まりま
した︒
７月 日までです︒
現在︑農業者の高齢化

川原 等 氏︵ 歳︶
塩田町久間
と︑後継者不足︑農産物の

力をお願いします︒

農業発展のためにご尽

います︒

は厳しい選択を迫られて

価格低迷などにより農家

大島恒典 氏︵ 歳︶
嬉野町下宿
の両議員を選出しました︒
また︑新たに女性農業
者として︑白川久美子氏
︵ 歳・嬉野町上岩屋︶を
選出しました︒
白川氏は農家生活指導

5,000

会

費

1

5,000

その他

0

0

計

4

30,500

編集後記

うるうづき

今年は旧暦で５月が２

回くる閏月であり︑通常

の年の６月７月に比べて

天候が不順で︑災害ので

るような大雨が降るとお

もえば︑空梅雨を思わせ

る天気が続いている︒

議会に提起された議案

も︑何か今一度考え込む

ような内容も散見された

なか︑やっと閉会︒

その後議会だよりの編

集もメニューたっぷりと

思いながら︑記事にする

なんとか稿を進め︑編

には・・・・︒

集委員も︑あと２回の編

集で終わると語りつつペ

ンを置くことができまし

た︒

小田 寛之

大島 恒典

山口 榮一

太田 重喜

秋月留美子

梶原 睦也
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固定資産の価格などを毎

日をもって

年２月末日までに決定が
されます︒
本年６月
固定資産評価員の任期が
終わるので︑新たに評価
員を選任する必要があり︑
古賀一也氏︵ 歳︶を選任
することに同意しました︒

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

※詳細は議会事務局へお問い合わせください。

1

（内自己負担657,899）

祝

その他消耗品費

御

112,066

20,500

8

2

インターネット接続料

花

188,952

供

9

0

5,197,700

士の資格をもっておられ︑
現在︑ＪＡ佐賀みどりの

66

固定資産評価員に
同意

研究会、研修会の開催、参加に要する経費

0

計

市町村の固定資産の評

287,895

支 出 額
交際費の項目 件 数
議会活動等の広報に要する経費（広報紙）
165,756

パソコン等リース
1,713,156
15

平成21年4月1日〜6月30日

（単位：円）

4

図書、資料購入に要する経費（月刊誌、新聞）

広 報 費

1,131,290
21

議長交際費支出状況
資料購入費

資料作成に要する経費（印刷事務機器賃借料）
2

235,700
資料作成費

500,199

7

返 還 金

価については︑適正な評価

4

典

その他の経費

をするために︑高度の知識

研究研修費

香

合

と豊富な経験が必要であ
り︑固定資産評価員を市
町村に置いて︑評価員が

66

提出する評価調書により︑

平成20年度政務調査費集計表

編集／議会広報編集特別委員会 〒８４９ １-４９２ 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１７６９ ＴＥＬ０９５４ - ９-１２７ ＦＡＸ０９５４ - ３-１１９

議員の行う調査研究の活動内容

24

発行／嬉野市議会 議長 山口 要

金 額（円）

20

19

30
人数

21
19

21

62

項 目

59

50

白川久美子氏
▲

先進地視察、現地調査等に要する経費
1,362,885
13
調査旅費

61

