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元気に登校！
渡小学校では、学校応援団や地域の人の見守りで児童が安全に登校しています。
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球磨村世帯数
人口

4,233人

1,587世帯
男：1,994人

女：2,239人

（平成25年６月30日現在）

６月定例会は、６月 日から 日までの３日間の日程で開催されました。

予算関係では一般会計、特別会計の専決処分に係る報告・承認６件、補正予算２件、条例

関係では税条例の一部改正等３件が上程され、いずれも原案のとおり可決しました。

人事案件では副村長に内布利人氏（前総務企画課長）
、固定資産評価員に永椎龍一氏を全
会一致で選任し、人権擁護委員に板㟢寿一氏を推薦しました。

一般質問では、田代利一議員、髙澤康成議員、多武義治議員、舟戸治生議員の４人が登壇し、

合わせて予算を減額したもの
です。

完全復旧が望まれる村道渡・大槻線

年度一般会計繰越明許費
◯総 額 ４０５，１６７千円
年度の繰越事業で主なも
のは、 年発生公共土木施設
災害復旧事業、同年発生農林
施設災害復旧事業、球磨中学
校グラウンド改修事業、林道
川島大岩線改良事業等 件
です。

専決処分

地方公共団

体の議会の権限に属する

事項を所定の要件の下

で、議会の議決を経るこ

となく決することのでき

る処分。

平成25年７月25日 2

No.72

くまむら議会だより

施策や行政課題など執行部の考えをただしました。

また、議員発議による「道州制導入反対に関する意見書」も原案のとおり可決し、総理大
臣はじめ関係の各大臣に提出することにしました。

年度一般会計（専決処分）
△ ３９，１９４千円
◯補正額
◯総 額 ３，７３３，４１４千円
主なものは、 年発生の補
助災害復旧事業で、実績額に

24

24

年度国民健康保険（専決処分）

◯補正額
７，８７２千円
◯総 額 ６０５，４８１千円
国庫納付金を３月 日まで
払う必要があったため、保険
給付費等で不要になった予算
を減額して、国庫納付金分と
して諸出金を増額したもの
です。

年度介護保険（専決処分）
◯補正額
０千円
◯総 額 ６７１，６７１千円
国庫納付金を３月 日まで
支払う必要があったため、地
域支援事業で不用になった予
算を国庫納付金分として諸出
金を増額したものです。

29

29

予 算
算
予
年度一般会計（補正予算）
◯補正額
４５，９０８千円
◯総 額 ２，９５５，９０８千円
主なものは、村道立野線改
良工事、神瀬地区の内谷川と
川内川の土砂除去等の工事、
介護予防事業による公民館等
のバリアフリー改修工事、旧
高沢小学校の給食室とプール
解体工事等です。
年度簡易水道（補正予算）
◯補正額
３，０１３千円
◯総 額 ５９，０１３千円
主なものは、三ケ浦地区簡
易水道のテレメーター装置更
新の工事費です。
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24
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定例会
25年度一般会計補正予算

11

道州制導入反対に関する
意見書を全会一致で可決

着々と復旧工事が進む神瀬一区の内谷川

６月
こんなことが決まりました
災害復旧事業などに45,908千円

人 事
事
人
◯球磨村副村長の選任同意
前副村長の退任（３月
日）に伴い、内布利人氏が選

31

◯球磨村固定資産評価員の選
任同意
前税務課長の退職（３月
日）に伴い、現税務課長の永
椎龍 一 氏 が 選 任 同 意 さ れ ま

◯人権擁護委員候補者の推薦

した。

内布副村長は、総務企画課
人権擁護委員の任期満了

長を最後に平成
定年退職をされていました。

24

インタビュー

ることなどをインタビュー

れての抱負や議会に望まれ

内布利人副村長に就任さ

に

しました。

氏が推薦（再任）されました。

条 例
例
条
◯球磨村税条例の一部改正
地方税法の一部改正に伴う
もの。旧緑資源機構関係事業
の廃止に伴って、条文の整理
等がなされました。

がら協力して球磨村の振興
発展に取り組むことができ

不足は十分承知しています

していくことであります。力

趣味は特にありません。

ていることはありますか

丨趣味とか、現在熱中され

ればと考えています。

が、しっかりと職務に専念

ａの畑に果樹やいろ

◯球磨村国民健康保険税条例
の一部改正

地方税法の一部改正に伴う

もの。後期高齢者医療制度に

おける基準額判定期間等の改

正が行われました。

◯球磨村一般職員の給与条例

め条例に規定したものです。

意見
見書
書
意

◯道州制導入反対に関する意

見書

議員発議により、意見書を国

に提出することにしました。

球磨村職員組合の結成に伴

ようとしていたため反対意見書

推進基本法」が国会に提出され

道州制導入に向けた「道州制

うもの。組合の組織運営費等

を提出しました。

の一部改正

を職員の給与から控除するた

道州制は、都道府県を廃止

離が遠くなり、住民自治が

のであり、住民と行政の距

地方自治の衰退は明らか
反対意見書の内容

程度の道と州に再編する

というもので、基礎自治体と

かです。

衰退し て し ま う こ と は 明 ら

し

道州制の二層制は、小規模町

よく車の両輪に例えられま

が、なかなか楽しくて充実

んな野菜を作付しました

という名目のもと、事実上の

併に続き、事務権限の受け皿

て推進されてきた平成の大合

の導入には断固として反対

村の存在を否定する道州制

民自治の推進に逆行し、町

このようなことから、住

すが、執行機関と議会は独

した１年でした。これから

します。

村の存在を否定し、国策とし

立・対等の関係にあります。

強制合併を余儀なくされるも

た。

た野菜作りに挑戦しまし

てからこれまでできなかっ

ましたが、昨年春に退職し

在職中にも米作りはしてい

ぞよろしくお願いします。

きたいと考えています。どう

し、村政の進展に努力してい

策や企画を職員とともに実現

長を補佐し、村長が掲げる政

わたしの職務は柳詰正治村

丨抱負をお聞かせください

（９月 日）に伴い、板㟢寿一

年３月末に

任同意されました。

31
もぜひ続けたいですね。

丨議会に望まれることは？

10

30

お互いに緊張関係をたもちな
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副村長

「かわせみ」・「さんがうら」・「せせらぎ」の決算状況

※収入には、村からの補助金17,000,000円を
含みます。

年度の村が関係する、球磨村ふる

収入 148,823,927円
経費 145,964,760円
収益
2,859,167円

執行部より、平成

高齢者福祉センター「せせらぎ」

さと振興公社「かわせみ」、田舎の体験交流館「さんが

収入 126,652,679円
経費 132,114,671円
損失
5,461,992円

うら」、高齢者福祉センター「せせらぎ」の決算報告が

ありました。内容は次のとおりです。

ふるさと振興公社「かわせみ」

24

田舎の体験交流館「さんがうら」

収入
経費
収益

13,126,176円
12,917,281円
208,895円

※収入には、村からの運営費7,021,000円を
含みます。
くまむら議会だより
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利一 議員
参加されると思うので、周知の方法

していないと思う。興味がある人は

専門家と一緒になって営農指導がで

い状況だ。職員が勉強して、ＪＡの

６次産業化を目指す団体に支援していきたい

稼げる農業を目指したいとのことだが

田代

きる状況をつくりたい。
田代議員

について職員にも指導していきたい。
田代議員

何人いるのか。

３人の方が就農されている。就農者

年度で

る。自分でつくった野菜を販売する

には、経営が安定するまでの５年

＝平成

＝村内で、新規就農者は

高齢者が介護予防を学びながら、野

宮本産業振興課長

ことで、生きがいになり元気な高齢

間、国から補助金が支給される。今

＝高齢化が進む本村で、

菜づくりなどできないかと考えてい

者が増えるのではないかと思う。こ

後、この制度を利用しながら就農者

一、所得向上の取り組みについて
二、行政区再編による報酬について
三、県道人吉水俣線の未開通部分の
状況は
四、連絡道の改良について

のことが、耕作放棄地の有効活用に

を支援する。

所得向上の取り組みは
田代議員

つながると考えているが。

＝村長は就任時より、６

次産業化に取り組みながら稼げる農
柳詰村長

られる。これから、６次産業化を目

歯止めがかかるし、所得の向上も図

ことによって、耕作放棄地の増加に

にした。また、６次産業化を進める

工機械や施設整備の補助を行うよう

た。その方は、内容について詳し

した時、ＪＡから営農指導に来られ

田代議員

策を進めたい。

れ、農業者の所得向上につながる対

就農者支援や営農指導にも力を入

策が重要な課題となっている。新規

額を調整するため地区負担が増えて

の区長報酬との差は大きく、その差

としているところもあるが、再編前

だ。村からの運営助成金を班長手当

長を選ぶのにも苦労している状況

れた。地区によっては、高齢化で班

の一環として、行政区の再編が行わ

＝農業者の高齢化と、後

業を目指したいとの方針だ。就任か

継者不足による農地の耕作放棄地対

指す団体があれば支援していきたい。

柳詰村長

＝４月に野菜の栽培講習

く、いいアドバイスをもらった。村

いる状況だが。

行政区再編の問題点

ら１年、取り組みの成果は。

田代議員

長も、営農指導について力を入れる

柳詰村長

＝６次産業化に向けた加

会があった。しかし、参加者はＪＡ

と言われた。その取り組みについて

金は、１班当り３万円と１戸当り１

＝ＪＡの方は、茎わさび

＝多くの班では、

＝各班に対する運営助成

年度に行政改革

の職員が２人と、役場職員が２人の

説明を。

千円を助成している。

＝平成

４人しか集まらなかった。もっと参

柳詰村長

蔀総務企画課長

村から支給している運営助成金を班

長手当としている。また、地区会計

からも支払っている班が多く、地区

負担が増えている。今後の課題とし

て、地区担当職員に各班の情報を集

めて、どういったことが問題なの

か。把握しながら検討していく。

＝人吉市大柿地区から

県道未開通区間の状況は

田代議員

三ヶ浦鵜口地区までの県道未開通区

区長と関

＝人吉市の大柿と小柿の

間の、現在の状況はどうなっている

のか。

柳詰村長

町内会長より、村内では

係する班長より未開通区間の建設に

関する要望書が来ている。災害時の

迂回路として重要な路線で、今後も

（質問時間 分）

県に対し要望活動を続けていく。

現在21行政区で行われている区長会

田代議員

加者を増やす工夫はできないか。

の専門家だったと思う。今のとこ

平成25年７月25日
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＝去年、茎わさびを栽培

柳詰村長

ろ、村で技術職を雇用するのも難し

＝村としても文書を送付

するだけで、参加者を増やす努力を

６ 月 定 例 一般質問

60

20

13

24

答

ら販売まで行うには限界がある。今

して、熊本県でも ヶ所が認定され
たが、ハードルが高く専門的な知識

きればと思う。６次産業化の施設と

浦の施設を利用して発信地をつくり
たい。そこから加工製品の発信がで

値の高い商品を安定的に販売するこ
とにより商品が活きると思うが。
柳詰村長 ＝販売については、三ヶ

毎床議員 ＝６次産業化というと、
加工のみを主体に話が動いているよ
うだが、生産面を第一に考えると、
地産ブランド商品に加工商材を結び
つけることにより、商品価値の高い
販売ができる。また、加工面を中心
に考えると商品の開発が第一で、そ
れに必要な作物を定着することで生
産価値を高める。最終的には付加価

村内の林業の拠点となっている森林組合

６ 月 定 例 一般質問
生産、加工、販売のポイントを重視した６次産業化への取り組みは

６次産業化の取り組みは

林整備を進める。また、今年より、
村有林の法正林化に取り組み、計画
的な伐採、造林を行うことにより、
若者の雇用の場と所得の向上と一番
必要としている林業技術者技能の取
得を目指し、定住促進につなげてい
きたい。

６次産業化が雇用の場、農産物の有効活用所得向上につながれば
積極的に支援する
くる共助の精神とリーダーの育成を
推進する。
毎床議員 ＝老人会は、後継者の加
入が少なく会員も減少してきてい
る。また、ふれあいサロンの参加者
も減少しているが、何か活性化対策
はあるのか。
瓜生住民福祉課長 ＝老人会員の減
少は自然減と考えられる。今後は、
高齢者大学等を実施し、若い後継者
に興味のある環境づくりに努める。
ふれあいサロンは、高齢による入院
や介護認定等で参加者が減少してい
る。本年度より元気な高齢者の参加
も呼びかけている。

林業活性化の取り組みは

売までの６次産業化に取り組むとあ
るが。その対策は。

につながり、若い世代が誇りを持て

後６次産業化を進めるにあたって
は、雇用の場が生まれ、農産物が有

分）

も必要である。村としても小さいも
のから始めて、補助事業も活用した

６次産業化を進めたい。

（質問時間
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毎床 文博 議員
一、共助の村づくりについて
二、林業の活性化について
三、農業振興と６次産業化について

共助の村づくりについて
毎床議員 ＝村長は、７つのマニ
フェストを掲げ、本年度の施政方針
にも示されている。中でも若い世代
が誇りをもてる村づくりとして、雇
用促進による少子高齢化対策は、村
の活性化に最も期待されるところで
あり、関連した取り組みについて伺
う。
また、共助の村づくりとして、地
域づくりの推進を強調されており、

毎床議員 ＝次に、マニフェストで
林業の活性化対策として、村有林を

柳詰村長

毎床議員 ＝６次産業化は、地域振
興の救世主のように連日新聞紙上を
にぎわせている。しかし、単なる６
次化総合論での推進は厳しく、生
産、加工、販売のポイントを重視し
た商品化により事業効果を高めるこ
とが重要である。村長は、耕作放棄
地を利用し、商工会と連携して各販

活用し、伐採、植林を長期的に行

元気な地域づくりには一人ひとりの
力と意識高揚が大切である。しか
し、地域の高齢化により機能が低下
している中、行政支援によるリー

る村づくりを目指すとあるが。
柳詰村長 ＝間伐材の搬出補助や交

効に活用され、所得向上につながれ

＝施設等の整備について

ダーの育成が望まれると思うが。

は、去年９月に条例化をして補助が
できるようにしたが、個人で生産か

柳詰村長 ＝村民が心豊かに過ごせ
る社会の実現を目指して、絆を大切

付金事業等、各種補助事業の継続、

ば積極的に支援していく。

50

い、安定した雇用ができないか。ま
た、農林業の振興は村民所得の向上

に、地域住民の連携を密にし、防災

さらに、作業道や林道を整備して森

活動、福祉活動、奉仕活動などを通
じて、自分たちの村は自分たちでつ

44

答

災害における迂回路の状況は

年度施行予定の

道・林道等で対応できると考えてい

るが、農道や森林作業道は、地形や

利用目的に応じた道路計画で整備さ

れているため、幅員が狭く、通行が

厳しい状況だ。幅員改良の希望が

あったら、役場にご相談頂きたい。

髙澤議員

況のなか、安全に迂回できるよう

迂回路として利用せざるを得ない状

＝森林作業道等、

ンケートや世代の求める子育て支援

道路などを、現在懸命に復旧作業が

カーブミラーの設置をさせていただ

蔀総務企画課長

の調査をしなければ、事業計画その

進められている状況の中、工事期間

いた。非常事態であればヘリポート

災害時の迂回路の現状は

ものがこれまでと変わらぬものと

の長期化による、住民の負担が多大

であったり関係機関と十分協議しな

＝昨年の災害で決壊した

なってしまい、若ものが誇りを持ち

で、かつ精神的な苦痛が生じている

ており、日頃より点検を怠らないよ

安心して子育てできる村にはならな

この災害を経験し、今後、孤立地

う努めなければならないと感じて

がら対応しなければならないと思っ

そこで、子ども・子育て三法にお

域を解消すべく対策に迂回路の必要

のも現状だ。

ける当村の事業計画のタイムスケ

子育て支援事業計画を作成する事と

域の保育需要等をふまえた子ども・

て、子ども子育て会議を設置し、地

柳詰村長

今後の取組について伺う。

間部の現状について、行政の認識と

そこで、現在の迂回路の現状と山

性に疑問が残るような気がしている。

しての機能が傾斜や幅員など、安全

をおかけしたと思っている。迂回路

分）

いる。

なり、村民の皆様のニーズを十分に

柳詰村長

また、子育て世代における軽減措

については、十分に対策を整えなけ

（質問時間

性は皆さん実感したのではないか。

しかし現状をみると、球磨村にお

把握するとともに、子育て当事者や

本当に通行止めに遭われた高沢校

ける迂回路は構造上本当に迂回路と

子育て支援に携わっている方などご

区・大槻校区の皆様には大変ご迷惑
置について国より詳細に示された

ればならないと思っている。現在迂

＝今回の災害において、
意見を聞きながら進めていきたい。

＝今後の村の対応とし

措置への考えを伺う。

る子育て世代の実質的負担への軽減

ジュールと、今後起こり得るとされ

いと思っている。

三法について深く理解したうえでア

そのためには、子育て世代がこの

安全な迂回路と点検に努める

髙澤 康成 議員
一、子ども・子育て関連三法について
二、災害における迂回路の現状

＝平成

子ども・子育て関連三法について

髙澤議員
子ども・子育て関連三法は、保護者
が子育てについて第一義的責任を有
するという基本的認識の下に、幼児
期の学校教育・保育・地域の子供・
子育て支援を総合的に推進するもの
だ。これまでの子育てに対するそれ
ぞれの制度において考え方や推進方
法、あるいは、財源が一元化される
ことは、これからの子育てに対する
保育のあり方や方向性を国・市町村
や子育て世代とともに同じ認識のも
と、子育てができるということは素
年か

後、軽減等検討していく。

回路として利用する場合、村道・県
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晴らしい事と思う。
今後準備段階として、平成

年度にかけ市町村で取組状況の

25

行い事業計画を策定しなければなら
ないようだ。

高沢地域の迂回路となっている林道大瀬線

27

６ 月 定 例 一般質問

50

答
把握、評価。現状やニーズ調査等を

ら
26

６ 月 定 例 一般質問
こ の １ 年の率直な所感 を
真っ直ぐに、ひたむきに全力で通過してきた。

義治 議員

柳詰村長 ＝小学生までの医療費の
無料化を実施したところ、医療費が
高騰している。しかし、若者の定住
促進のためには必要な政策だと思っ
ている。検討はしてみる。

産交バス廃止の後は

災害復旧について

鑑証明などを取りに来られている。
住民福祉課を入口に移動させてはど
うか。
柳詰村長 ＝今、言われたことはわ
かった。
多武議員 ＝副村長が、不在となっ
ているが、どうするのか。
柳詰村長 ＝置くようにする。

就任１年が経過した柳詰村長

多武議員 ＝次に、災害復旧につい
て、村道神瀬大岩間で土砂流出が最
も多かった川原谷の工事予定につい
て伺う。
柳詰村長 ＝住民の安全確保を図る
ため、整備の必要があるので計画的
に進めていく。
（質問時間 分）

平成25年７月25日 8
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多武
一、村長就任して１年が経過して
の所感
二、災 害 復 旧 に つ い て

裕もない。
多武議員 ＝私は、よくやっている
と思う。就任当初７つのマニフェス
トを掲げ、村長給与の ％カットを
すぐ実行し、まだ実行していないも
のは、今年の施政方針にその内容が
反映されている。村長就任以前のこ
とはよくわからないが、就任以後は
政策的にぶれていないと感じてい
る。７つのマニフェストの中では、
共助の村づくりを強調されていたが。
柳詰村長 ＝地域の人間関係が気薄
になっており、自分たちの地域では
自分たちでつくっていこうとの想い
で、共助の村づくりを１番に掲げた。

少子化対策について

多武議員 ＝現在の産交バスを廃止
して、村営バスに代える交通体系の
見直しが進められている。利用者か
ら、どうなるのかという不安の声が
広がっているが、話はどこまで進ん
でいるのか。
蔀総務企画課長 ＝産交バスの廃止
後は、村営バスの運行になる。そこ
で、今の路線が村民にとってもサー
ビスの低下にならないと考えてい
る。ただ村営バスでは、人吉への乗
り入れができないので、産交バスに
運行の委託をしなければいけない状
況だ。また、この村営バス路線に組
み合わせて、福祉バスを週１便から
３便に増便する計画である。早くて
今年の 月頃を予定している。
多武議員 ＝役場に来られる村民か
ら、職員の挨拶のことをよく言われ
る。何かに熱中している時は、気づ
かないこともあると思う。役場に来
られる人のほとんどが、住民票や印

50

20

多武議員 ＝５月に球磨中の運動会
を見学し、生徒数の減少に驚いた。
高校再編の話が盛り上がっている
が、将来、市町村を超えた中学校再
編の話が出てくるのではないかと心
配している。本村の少子化対策は、
保育料など他町村と比べて充実して
いると思うが、さらに中学生までの
医療費無料化の考えはないか。０歳
から 歳までの、中学生が示める医
療費割合が７％前後で、大きな財政
負担にはならないと考えているが 。

12

この１年の所感は
多武議員 ＝村長に就任して１年が
経過した。率直な所感を。
柳詰村長 ＝去年７月に大規模な災
害が発生した。人的被害がなかった
ことが、不幸中の幸いだった。新た
な防災機能の充実と、自主防災機能
の強化を図る必要性を感じた。ま
た、毎年上昇する社会保障費も深刻
な問題だ。医療費と介護給付費を抑
制する取り組みを重要政策として
行っていきたい。その他、「かわせ
み」や「さんがうら」の経営状況も
厳しい。職員と知恵を出し合って、
経営の改善に取り組まなければなら
ない。
多武議員 ＝村長自身で、この１年
間に対しての点数をつけるとすれば
何点か。
柳詰村長 ＝真っ直ぐに、ひたむき
に全力で通過してきた。「光陰矢の
ごとし」の１年で、点数をつける余
15

答

村民が自主避難するための洪水ハザードマップ作成は

る見込みだ。また、旧小川橋にあっ

題があり、実施までには時間を要す

んできた。

りで、今までもそのような人生を歩

た。私は、優しさは人一倍あるつも

年に

た消防道路は、説明会で右岸に設け

＝国土交通省は、

舟戸議員

年に一度

の大雨対策に変わりつつあると思

一度ある大雨対策から、

が速やかにあらわれるよう協力をお

うが。

の人の意見を聞くことや、事業効果

るとしているが、実施にあたり地域

今年、渡地区をモデルに地域住民が主体となって作成する

舟戸 治生 議員
一、安心安全で快適な暮らしの環境
づくりについて
二、豊かで活力に満ちた産業づくり
について
願いしたい。

験をもとに土のうの準備をしてい

る。また、内水対策として、村管理

の排水ポンプ稼働がスムーズにでき

るよう、現在、舟戸地区に設置して

あるポンプを早急に点検を行い、い

つでも稼働できる体制をとっていく。

＝村長は、耕作放棄地に

６次産業化の取り組みは

舟戸議員

農産物を栽培し、稼げる農業を目指
柳詰村長

柳詰村長

化に取り組みたいとのことだが。

し、販売まで生産者が行う６次産業

舟戸議員

のようなことでは納得できないとい

＝今後、国と県には、そ

中、現在の小川橋には歩道もない状

うことを言っていきたい。

価値をつけて、農家の所得向上を図

＝かさ上げが進まない

舟戸議員

況だ。地元住民やくま川下り発船場

舟戸議員

らなければならないことだ。

舟戸議員

ている。

渡地区をモデルに作成することにし

（質問時間

分）

た構想は、生産された農産物に付加

＝私の６次産業化に向け

周辺の水防災対策として、築堤工事

に行かれる観光客など危険にさらさ

的に避難するための洪水ハザード

会で、地域の人に説明してあるの

えた場合、村長に就任してからすぐ

舟戸議員

歩道が設置されていない国道の小川橋

＝現在、熊本県で小川川

が実施されている。工事にあたって

れている。どうにかならないかとの

マップは作成してあるのか。

が、小川川の川幅を広げることや両

に地域住民の話を聞く機会をつくる

策の準備はどのようになっている

＝応急的な防災を目的と

50

＝洪水時に、村民が自主

は、住民説明会が何回かあったと思

声があがっているが。

年に作った球磨

村防災マップに村全体の浸水危険箇

＝平成
ているのであれば、国県に対し要望

所等は示してあるが、洪水だけのも

のは、まだ作っていない。なお、地

域の危険箇所を地域住民で作るマイ

岸に堤防を築くこと、村道橋のかけ

べきだった。そういった優しさが

のか。

ハザードマップについては、今年、

かえを行うことや整備区間を国道橋

あってもいいと思うが。

柳詰村長

＝災害時における応急対

付近から河川の水がたまる区間まで

柳詰村長

して、各消防団では、これまでの経

＝それぞれの地域の声を

とすることの説明があっている。国

聞くことは、議員時代からやってい

＝渡地域の洪水対策を考

渡地域の洪水対策は

活動を続けていく。

柳詰村長

う。国道のかさ上げや、消防道路の

＝小川川の河川改修工事
年４月、平成

19

道橋については、まだいろいろな問

会が実施されている。この事業説明

＝そのような声があがっ

柳詰村長

小川川周辺の河川整備は

80

取りつけなど説明会の内容を教えて
ほしい。
柳詰村長
については、平成

19

年の１月と８月の３回にわたり説明

18
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20

答

「熱戦・接 戦 に 感 動 ！
郡市夏 季 中 体 連 大 会 」
６月

日㈯〜７月１日㈪に郡市夏

季中体連大会が行われ、本校からは野
球部・ソフトボール部・男女ソフトテ
ニス部・バレーボール部・剣道部が出
場し、熱戦を繰り広げました。週末か
らの雨で屋外競技が順延となりました

二中と対戦し惜しくも敗退。女子ソフ
トテニス部は、予選リーグを１位で上
がりましたが、決勝トーナメントで湯

日㈰に菊池

編集後記

多
髙
毎
嶽

武
澤
床
本

義
康
文
孝

治
成
博
司

今年から、「放課後こども教室」
を利用して小学生に囲碁を教え
て い ま す。 現 在 で は、 東 京 大 学
な ど 多 く の 大 学 で も、 囲 碁 を 授
業 と し て 行 っ て い る そ う で す。
私 は、 中 学 生 時 代 に 囲 碁 が 得 意
な担任の影響を多分に受けまし
た。以来、趣味でやっていますが、
勝負は広い局面で何が大切かに
気づいた方が勝つようです。
こども達には、「自分で考え判
断する力」を養うことや、「相手
の気持ちを考える習慣」が身に
つけばと思っています。
（多武 義治）

広報委員長
広報副委員長
広報委員
広報委員
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前中に負けて３位。男子ソフトテニス
部・バレーボール部・剣道部は、惜し
くも予選リーグで敗退しました。
各部とも一戦一戦に「真剣勝負」で
戦い、悔いのない結果だと思います。
試合で流した悔し涙を、今後の生活に
活かして欲しいと願います。
なお、ソフトボール部は、今年か
日㈯・

ら上位２チームが県大会に出場するこ
とができ、７月

熊本県球磨郡球磨村議会

す。応援よろしくお願いします。

市で行われる「県中体連」に出場しま

28
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〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
Tel（0966）32−１１１１ Fax（0966）32−１２３０
印刷／㈱協和印刷

飲んで（？）いい気分に

が、無事に大会が終了しました。各部
とも本校の代表として堂々とした態度
結果は、ソフトボール部が人吉二中
対０、水上中に７対０、決勝戦で

発行

議会広報特別委員会

るのは供えてあった焼酎を

27
編集

なったタヌキか。

で競技し、大変立派でした。
に

同点でタイブレークとなり、５対６の
接戦で準優勝でした。野球部は、人吉

くまむら議会だより No.72

あっ！地蔵さんと写ってい

29

は山江中と対戦し、７回まで３対３の

13

修

田代

校長

球磨中学校

