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縁結びの神様として親しまれている熊野座神社は、地元で岩戸神社とよばれ、洞窟の中にあります。
洞窟入口の広さは日本最大といわれ、近年ではパワースポットとしても注目されています。昔、例大
祭になると参道いっぱいに出店が並び、非常に賑やかだった情景を思い起こします。また、参道入口に
は、熊本名水百選で、神様の水と伝えられている長命水もあります。
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球磨村世帯数
人口

4,026人

1,548世帯
男：1,915人

女：2,111人

（平成27年７月１日現在）

班長の活動費として578万円 ６月

６月定例会は、６月８日から

年度補正予算３件が上程され、いずれも原

日までの４日間の日程で開催されました。今定例会

では、報告２件、条例の改正１件、平成
案のとおり可決しました。

また、一般質問では、田代利一議員、犬童勝則議員、髙澤康成議員、多武義治議員、

舟戸治生議員、嶽本孝司議員、小川俊治議員の７人が登壇し、施策や行政課題など執
行部の考えをただしました。

組合議会の報告を嶽本議員、

告、また、人吉球磨広域行政

よる例月現金出納検査結果報

降の諸般の報告、舟戸議員に

の開会宣言後、３月定例会以

初日の８日には、松野議長

は、庁舎耐震改修事業、役場

の内容は、一般会計関係で

ついて報告がありました。そ

ず、繰り越しを行った予算に

ずれも年度内に完了に至ら

計に関する事業費の中で、い

一般会計及び介護保険特別会

班長活動費助成金、定住促進

れています。一般会計では、

計において補正予算が編成さ

の一般会計及び２つの特別会

期間は、平成

円へと改正されました。適用

年度から平成

人吉下球磨消防組合議会の報

庁舎裏急傾斜地崩壊対策に関

年度とされています。

年度

に伴う地域包括支援センター

円、また、介護保険制度改正

で 、 合 計 ４ 億 ６ ６，９ ６ ２ 千

線実施測量設計業務委託料、

的機能支払交付金、林道東俣

対する臨時特例給付金、多面

進事業委託料、子育て世帯に

予算関係では、平成

事業システム改修に関して

でも低所得の方の「第１段

で、国の法律改正に伴い、村

険条例の一部を改正する条例

条例関係は、球磨村介護保

され、歳入歳出総額が、３

総 額 ８ ２，０ ３ ９ 千 円 が 追 加

物件費等の補正を合わせて

活用協議会負担金、人件費、

排水工事、人吉球磨日本遺産

尾線改良工事、柳詰砂防関連

階 」 保 険 料 が 、 年 額 ３ ４，２

４ 億 ４ ５，０ ３ ９ 千 円 と な り

なっています。

林道広野線舗装工事、林道丸

する用地取得等の

告を髙澤議員が行いました。
年度

27

の 事 業 で 、 １，９ ３ ９ 千 円 と

27

29

ました。

介護保険特別会計では、利

用負担などの変更に係るシス

テ ム の 改 修 等 、 １，９ ９ ７ 千

円を追加し、歳入歳出総額

が 、 ７ 億 ２，９ ２ ４ 千 円 と な

りました。

簡易水道特別会計では、人

件費の補正として５１千円を

減 額 し 、 総 額 ６ ４，９ ４ ９ 千

円となりました。

ページに

一般質問の内容について

は、５ページから

掲載してあります。
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27

０ ０ 円 か ら 年 額 ３ ０，７ ８ ０

傍聴席も新しくなりました

10

11

11

住宅建築等工事、移住定住促

工事が進む役場裏の急傾斜工事

件の事業

次に執行部から平成

26

定例会

班運営助成金を廃止し、
新たに班長活動助成金に

４月

専決処分の報告承認

法律等の一部改正に伴う、

臨時会
４月30日
開 催

専決処分……４件
工事契約……１件
選任同意……１件

議案等の審査結果

件

名

審議結果

承 認 第 １ 号

専決処分事項報告承認について
（球磨村税条例の一部を改正する条例の制定）

原案承認

承 認 第 ２ 号

専決処分事項報告承認について
（球磨村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定）

原案承認

承 認 第 ３ 号

専決処分事項報告承認について（平成26年度球磨村一般会計補正予算）

原案承認

承 認 第 ４ 号

専決処分事項報告承認について
（平成26年度球磨村介護保険特別会計補正予算）

原案承認

議案第２４号

工事請負契約の締結について

原案可決

同 意 第 １ 号

球磨村固定資産評価員の選任同意について

原案同意

平成27年６月定例会
番

号

議案等の審査結果

件

名

審議結果

報 告 第 １ 号

平成26年度球磨村一般会計予算繰越明許費繰越計算書について

報

告

報 告 第 ２ 号

平成26年度球磨村介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書について

報

告

議案第２５号

球磨村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

議案第２６号

平成27年度球磨村一般会計補正予算について

原案可決

議案第２７号

平成27年度球磨村介護保険特別会計補正予算について

原案可決

議案第２８号

平成27年度球磨村簡易水道特別会計補正予算について

原案可決
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工事請負契約の締結

「役場庁舎裏急傾斜地対策

工事」の契約金額が、５千万

円以上となるため条例の規定

によって、議会の議決を求め

日

16

られたものです。審議の結

月

11

年５月１日〜

年

27 27

果、全会一致で原案可決され

ました。

工期：平成

平成

契約金額： ５６，７００千円

相手方：昭和建設株式会社

号

税条例の一部改正及び国民健

球磨村固定資産
評価員選任

平成27年４月臨時会
番

康保険税条例の一部改正に係

る専決処分について、また、

４月１日の人事異動に伴

年度一般会計補正予

算、同介護保険特別会計補正

い、税務課長に任命された東

平成

予算に係る専決処分について

勝信氏が、新たに選任同意さ

れました。

報告があり、全て承認されま

した。

※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。

26

常任委員会の
の報 告
産業厚生常任委員会（５月22日）
１．調査内容
村内梨園における、交配不良による着果不足が深刻なので
現地調査を行う。
２．調査結果
長雨、低温により着果がよくない。例年の半分以下のとこ
ろも。資金融資などの相談があれば乗るように。また、県、
ＪＡとも連携し着果不良が起こらないような対策を取るよう
に担当課に申し入れる。

梨農家での現地調査

総務文教常任委員会（７月１日）

総務文教常任委員会（６月１日）

１．調査内容

１．調査内容

企画振興課が担当する、一勝地温泉「かわせみ」の

総務課が管轄する情報通信料（テレビ

運営状況、「かわせみ」屋根に設置された太陽光発電

・インターネット）、住宅使用料、土地貸

（ソーラーパネル）の効果。田舎の体験交流館「さん

付料の滞納状況についいての事務調査。

がうら」の運営状況。地方創生に関わる球磨村版総合
２．調査結果

戦略の策定状況についての事務調査。

特にテレビ使用料について、運用が始
２．調査結果

まって３年経過するのに、いまだ利用者か

かわせみについては、宿泊者を増やすような方策を

らの口座引き落としの手続きが完了して

実施すること。宴会の料理をいくつか選べるメニュー

いない。事務手続上の問題で滞納となって

にすること。原価率が高いので、改善をすることなど

おり、早急（11月まで）な解決を申し入

を要望。また、ソーラーパネル設置効果は、電気料金

れる。

がマイナス５％程度の効果である。設置したことによ
り、新たな経費が生じていないか調査するよう申し入
れる。地方創生については、有識者会議を開催し事業
策定を進める予定になっている。再度、８月に委員会
を開き、策定状況を審査することにした。

産業厚生常任委員会

総務文教常任委員会

委 員 長

田代

利一

委 員 長

多武

義治

副委員長

舟戸

治生

副委員長

高澤

康成

委

員

小川

俊治

委

員

松野

富雄

委

員

犬童

勝則

委

員

嶽本

孝司

委

員

浅野

茂
かわせみ屋根に設置されたソーラーパネル
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村 長 ２ 期目の挑戦の考 え は

年以上勤続を、１年あたり上乗せ

年から平成

年ま で １ 人 体 制 で き た

な限り行っている。県が維持管理し

宮本総務課長

円の上乗せについては検討したい。

を粘り強く実施していきたい。３万

り、団員の確保は最優先課題。勧誘

柳詰村長

人について公募するのか伺う。

か、村なのか。また、加工処理する

田代議員

０万円を売り上げた。

が、現在休止状況。これまで２４

ている国道、県道に対しては、村民

１万

３万円にできないか伺う。

からの情報や要望を把握し、業務進

てから

た、今度の広報で公募する予定だ。

柳詰村長４年目として、

千円は平成

年度より実施し

年が経過しており、３万円

の考えは。

各団の定数割れに対して

払い作業、落石等の緊急対策が行わ

回から４回の巡視、パトロールや草

ている。

ついては平成

い。橋詰、野々原地区の側溝整備に

工施設の現状について伺

通学路として整備を要

年７月か

次に、ジビエ加

面からも力を入れたい。
田代議員

平成

いない。

柳詰村長

の考えは。

施設は村が改修

まだ後援会にも相談して

次に、村長２期目の挑戦

議会での運営を希望していた。ま

した。村としては、軌道に乗れば協

永椎産業振興課長

施設運営はジビエ協議会

田代

捗が図られるよう連絡を密にし、伝

にすると１００万の予算化が必要とな

田代議員

現在の上乗せ功労金

１．施政方針について
２．村長選挙について
えていく。

る。十分な協議をさせていただく。

利一 議員

田代議員
田代議員

田代議員

年度着工ができる

県道高沢線の改良につい

新たな施策を展開する上での村政報告

て、用地交渉が進んでいないと聞い
ているが、平成
のか伺う。

らも、実働となる人数を把

条例定数でありなが

大坂間建設課長

握しながら、即実践力にな

宮本総務課長

村長任期中の政策等について説明する

で時間を要している。県の予算はつ

るような人数にしていかな

用地交渉後の登記

ために、８月中実施で計画している。

年度に着工し

たいとの報告を受けている。

思う。

定数については考えなけれ

各分団で団員の

ければならないのが現実と

柳詰村長

田代議員

柳詰村長

村長以下三役、全課長、各

地域の職員、担当職員の出席とする。

区の拡張及び、橋詰、野々原地区の

確保状況は異なっている。
宮園地区の要望は

県道人吉水俣線の宮園地

田代議員

側溝改良要望について伺う。
大坂間建設課長

れている。また、村道は維持管理計

中根教育長

う。

ばならないと思うが、団員

画を立て、定期的な道路巡回や異常

望し、実現に努めたい。

柳詰村長

次に、消防団の現状と消

確保についてもいろいろな

発見の報告があった時は、道路側溝

田代議員

年度要望として上げ

及び暗渠の堆積土砂の除去や、舗装

県道は球磨地域振興局土

柳詰村長

平成

年度要望として県に上げた

木部において管理されており、週２

次に、県道、村道の維持

管理状況と県への上申について伺う。

計画は行政区か校区単位

田代議員

いているので、平成

地方創生への取り組み、

7

の開催か。また、担当職員の出席は。

柳詰村長

5

基本団員は２２６名であ

26

地区座談会の計画はあるのか伺う。

まだ後援会にも相談していない

20

ら２人体制で稼動、平成

24

27

平成27年７月27日

27

防団員の功労金の見直しについて、

28

の修繕、道路の補修、除草など可能

６ 月 定 例 一般質問

ジビエ加工処理施設が入る旧球磨中寄宿舎

27

21
22
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答

６ 月 定 例 一般質問

地域観光資源の活用とし

今年から棚田百選農地保全支援員を

て棚田百選に選ばれた松谷棚田に、

犬童議員

田舎の体験交流館「さんがうら」の４年間の実績の評価は

年度の宿泊施設、

体験施設として知名度も上がっている
ようだが、平成
体験、食事の来館者数は。
年度の来館者

置いているが活動内容は。

金栗企画振興課長
数は宿泊者が１，０９５人、施設の使

柳詰村長

する専門員が必要と考え、地元の松

棚田を再生、維持管理を

用 者 １，３ ７ ８ 人 、 食 事 の 利 用 者 ３，
人、会議・研修

村内の梨農家は、

月の

谷地区の方を支援員としてお願いし
ている。
犬童議員

の改善点を伺う。

での４年間の実績の評価とこれから

し、今年で５年目を迎えた。これま

また、山の品物を使ったしめ縄づく

体験、稲刈りとかけ干し体験など。

金栗企画振興課長

り組みは。

柳詰村長

援はないか伺う。

また、その対策として行政からの支

が、被害状況は把握しているのか。

きたい。

村、ＪＡと協議をしながら進めてい

の名目で融資を受けられた経緯があ

害によって、農業経営維持安定資金

グリーンツーリズムの推

着果調査を実施したとこ

村の補助事業で、支援で

る。融資の申し出があれば、県、

平成27年７月27日 6
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犬童 勝則 議員
１．田舎の体験交流館
「さんがうら」の運営について
２．梨農家の被災状況について
４２１人、体験者

等の参加者３４１人、合計６，２９９

田舎の体験交流館「さん

がうら」は、館長（村長）をはじめ

さんがうら委員会の、地

柳詰村長

りやみそづくり体験など具体的に地

ろ、５割程度しか着果しておらず、

開花期の長雨、そして低温の影響で

なっており、この４年間に体験施設

域資源の活用を行っている。

被害は深刻で減収が懸念される。村

域資源の活用という点で具体的な取

犬童議員

人となっている。

名の運営委員を母体とし
年より運営を開始

として徐々に知名度も上がってきて

犬童議員

の補助事業においても、支援できる

将来に、法人化について
当初は法人化運営という

年大型台風によ

り甚大な被害を受け、村が利子補給

年台風被

いると思っている。

進で、さんがうら周辺には梨、イチ

ような事業はないようだ。

平成

犬童議員

ゴ、棚田米、椎茸など自然豊かな財

犬童議員

永椎産業振興課長

はどう考えているか伺う。

産がたくさんある。そこで、村は棚

きるような事業はないという事だ

実どまりが悪く、大変深刻のようだ

柳詰村長

田オーナー制度も企画しているよう

が、前例で、平成
今年度初めて取

し補助事業が行われたようだ。その
個人での申込みがある。

時の内容を伺う。

家族、団体、

16

里山散歩、田植

ことで設置されたようだが、なかな

だが、現在の申込み状況は。

来館の目的もさまざまな

21

毎年、利用や視察が多く

か収益が伴わない厳しい状況だ。法

犬童議員

金栗企画振興課長

知名度も上がってきた田舎の体験交流館「さんがうら」

人化については考えておらず、補助

16

り組む事業で、現在

ている。平成

など、約

行政、地区、棚田保存会、地域団体

犬童議員

26

事業を使っての運営となっている。

23

4

26
64

答
30

康成 議員

しい状況で、内部で検討した結果、

ことが違うのではないか。
柳詰村長 「かわせみ」の経営が厳

ら、やっていることと、言っている

髙澤議員 一勝地温泉「かわせみ」
が、熊本市で実施していた物品販売
をやめたとのことだが、一方では特
産品を販売し所得向上をと言いなが

住宅に、また、村外に住んでいる役
場職員を球磨村に住所を置くなど、
高額な所得者を村内に住んでもらう
ことが、所得を上げる一つの方法だ
と思う。次に、村の産業振興対策
で、がんばる農家には支援を行って
いるが、いいものを作っても、問題
はその後の販路ではないかと分析し
ているが。
永椎産業振興課長 これまでは、Ｊ
Ａにお願いすることが多かったが、
今後、県南フードバレー構想の活用
や、現在は福岡方面にも出荷している
状況だ。さらに販路を拡大していく。

共鳴され、この理念に共感する
全国７つの町村で、平成 年に

前フランスで最も美しい村を訪
問され、その協会の運営に強く

柳詰村長

のばかりだった。同行された村
長の感想を伺う。

の村づくりに大いに役に立つも

質バイオマスによる地域づくり
の先進地である。それぞれの取
り組みが実感でき、意気込みが
ひしひしと伝わり、今後、本村

ので、違う方法で何かできないかと
思っている。
髙澤議員 今年は、梨の状況がよく
ないようだ。金銭的な支援はできな
いが、村の基幹産業が農林業という
のであれば、何か検討する必要があ
るのでは。
柳詰村長 共済保険などで、どうに
かできないかと考えている。このこ
とは、内部で調査してみる。
髙澤議員 次に、北海道美瑛町
と下川町への研修で、美瑛町
は、日本で最も美しい村連合の
加盟自治体であり、下川町は木

経営が厳しく赤字を出さないためやめている

かわせみが物品販売をやめた理由は

髙澤

熊本市まで出張して販売するには、
施設使用料だけでも赤字が出る状況

日本で最も美しい村連合を立ち

上げられた。連合の目的である、み
ずから地域に誇りを持つなどの基準
に厳しい審査をもってまとめられ、
面倒見のよい、紳士的な町長で大い
に尊敬している。下川町は、昨年球
磨村で開催した再生可能エネルギー
シンポジウムに出席され、課長には
講演までしていただいた。特に、木
質バイオマスに詳しく、機会があれ
ば研修に行きたいと思っていた。い
ずれにしても、日本の最先端を進ん
でいる、観光と農業の美瑛町、木質
バイオマスの下川町を研修すること
ができ、大変勉強になった。

下川町の買い物支援車（シモカワゴン）

１．農林業の振興
２．北海道美瑛町
下川町研修の感想

髙澤議員 新聞に全国市町村平均所
得番付が公表され、最下位は球磨村
だった。すべてを所得水準だけで評
価することはできないが、村長の感
想を伺う。
柳詰村長 全国で、最も平均所得が
少ないと、よくも掲載していただい
たと驚いている。議員時代から、所
得の低さは承知しており、どうにか
しなければと今日まで考えてきた。
今回の平均所得の算出方法は、課税
対象の総額を納税者数で割ったもの
だ。つまり、給与等の収入があって
も、扶養家族の多い世帯は、課税対

にある。これ以上、赤字を出すわけ
にはいかないので、今のところやめ

美瑛町の町長が、以

ている。しかし、物品販売は必要な

平成27年７月27日
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象とならないため、所得にカウント
されず、このような数字が出たもの
と思っている。

まず、校長や教頭を学校

髙澤議員 所得を上げる簡単な方法
はないか。
柳詰村長 ない。
髙澤議員

６ 月 定 例 一般質問

17

答

６ 月 定 例 一般質問
地方創生（球磨村版総合戦略）今後の予定は
内部や有識者会議で検討し８月にまとめる

ると思う。

方創生の事業との整合性はとれてい

多武議員

金栗企画振興課長

する予定だ。
地域に合った取り組みになるよう知

減少対策として、若者の結婚も有効

議会も事業の策定には、

恵を出し合っていくことが大切であ

な対策だ。婚活イベントをブライダ

地方創生の人口

月と８月と委員会を

る。そこで、

な生活を安心して営める地域社会の

ち、ひと、しごとのまちでは、豊か

に歯止めをかける狙いがある。ま

高齢化に的確に対応し、人口の減少

的は、地方創生の一環として、少子

ひと、しごと創生法が成立した。目

多武議員

は、地域に合った特色ある事業でな

多武議員

らいたい。

任委員長にも、メンバーに入っても

を予定している。そこに、議会の常

や、行政、産業、教育などの関係者

会議のメンバーは、地域の代表の方

柳詰村長

なければいけない。

なるところに人を集める対策も考え

の意見を聞きながら、各地域の核と

の３割程度が限界集落と位置づけさ

かやっていく必要がある。また、村

齢者の見まわりまで含めた対策を何

物弱者が増えているのが実感だ。高

多武議員

れている。これから、住んでいる人

買い物支援と限界集落に

林業研究会を立ち上げ、

ところは耕作放棄地を考えており、

苗木づくりは、いいこと

条件はそろっている。

柳詰村長

だと思っている。ぜひ、林業研究会

を立ち上げていただき、その中で支

次に、５月に空き家対策

援も検討していきたい。

多武議員

特別措置法が施行された。これを受

昨年、空き家調査を行

け、今後の村の対応は。

柳詰村長

い、１６３戸の空き家を確認してい

る。今後は、空き家を活用した移住

定住促進事業として、本格的に調査

を行うことにしている。

平成27年７月27日 8
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多武 義治 議員
１．地方創生に係る球磨村版総合戦
略の策定状況
２．空き家対策特別措置法を受けて
の今後の取り組み

形成、ひとでは、地域社会を担う個

いと、国も採択しないのではないか

柳詰村長

ル会社などとも協力して、今年数回

性豊かで多様な人材の確保、しごと

と思っている。そこで、参考までに

ついては、時代に合った地域をつく

開き、策定内容を審査しながら意見

では、地域の魅力ある多様な仕事の

いくつかの意見を申し上げる。ま

り、安心な暮らしを守るということ

やってみたい。

創出が基本的な考え方となってい

ず、空き家対策とも関連するが、住

で、小さな拠点づくりを私も考えて

を申し上げていきたい。

る。これを受け、今後５年間の球磨

宅リフォームの補助を最大１００万

いる。

地域を見わたすと、買い

村版総合戦略を策定中と思うが、今

円ぐらいにできないものかと考えて

多武議員

これから開催する有識者

後の予定は。

いる。また、婚活イベントを定期的

苗木づくりをやればとの話が出てい

昨年国において、まち、

柳詰村長

に実施したらどうか。

る。林業関係のＯＢで技術者もお

生活環境を整え、若い世

これから５年間の計画

（球磨村版）総合戦略を策定するた

柳詰村長

り、苗木の需要もある。また、作る
月に公表

今後、５年間の地方版

め、内部や有識者会議で検討し、８

代の希望をかなえるという点で、地

月をめどに取りまとめ、

10

村では地方創生総合戦略策定中
地域に合った取り組みが望まれる。

7

答

柳詰村長

クな地域活動があれば伺う。

れている。昨年の事業実績とユニー

は、現在、林道の開設を初め、毎年計

柳詰村長

舟戸議員

健全な森林整備の計画は。

ん で い る。

生産基盤の整備について

件の活用があり活気あふれる
地域再生への第一歩が踏み出せた

治生 議員
するために、共助のむらづくり支援

画的に作業道の開設を行っている。

積極的な地域活動を推進

事業補助金を設けたが、祭り、イベ

これまで観光振興策とし

薩線沿いなどの景観整備に務め、村

事業統合計画を厚生労働大臣宛てに

景気が回復していない現状である。

柳詰村長

伺う。

てどのような対応をされているのか

源のおもてなしは、外国の方に対し

舟戸議員

舟戸議員

言葉の対応とし

する、それが一番だと思っている。

「かわせみ」では外国人観光客が増えてきた。

共助のむらづくり支援事業の事業実績は

舟戸
１．共助のむらづくり事業について
２．林業の振興
３．地域観光資源の活用

年度の観光につい

舟戸議員

主防災や安全対策など合計

伺う。

平成

ント、文化活動、生活環境整備、自
舟戸議員

用があった。活気あふれる地域再生

柳詰村長

て、どのような構想を持っているか

保策として、村有林の伐採収益の一

への第一歩が踏み出せたものと思っ
今後、さらに地域の自立した特色

内外に自然の豊かさをＰＲしてい

て、くま川沿線の国道や、県道、肥

どの改修を図り、安心・安全な水資

ある活発な地域づくりが推進される

件の活

部を水資源基金としている。その基
ている。

安心・安全な水資源の確

金を活用し、漏水化した水道施設な
源の確保に努めている。これまで

ことを期待している。

と鍾乳洞の里まつりで、村を挙げた

る。今後はふれあいまつりや、急流

の、簡易水道事業統合の経緯や、事

舟戸議員

提出している。計画では事業統合に

高齢化や担い手不足等の影響で、山

金栗企画振興課長

いる。

係る基本方針として、村で管理して

林従事者が少なくなっているのも事

ては、日本語を通訳できるタブレッ

業の現状について伺いたい。

次に、農林業の振興につ

業統合計画について伺う。

イベントに持っていきたいと考えて

統合計画につい

いて、球磨村の森林、林業、木材産

戸屋健康衛生課長

年９月に球磨村簡易水道

いる公営水道事業等については全て

実である。平成 年から毎年
の
村有林の伐採と、造林整備を行う法

トもあるので、今後対応していくつ

ては平成

事業統合を行い、球磨村簡易水道事

正林化の取り組みで、雇用の創出

もりだ。おもてなしという点では、

かわせみなど地域観光資

昨年、共助のむらづくり

と人材育成、そして村民の所得向

日本人の真心を外国の皆様にお示し

林業においてはなかなか

支援事業補助金が設けられ、今後も

上を行う重要な施策として取り組

業に一本化することにしている。

特色ある活発な地域づくりに期待さ

10
ha
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78

27

答
21

６ 月 定 例 一般質問
区長と班長を兼任していけない措置を

要望がある水害時の避難道など、全

千

体的に考えていきたい。今のとこ

別館となっている施設の改修に
千万円を積み

２年度から運用を始め、現在まで１，

材育成を目的に使用している。平成

くり、人づくりを推進するため、人

立てた。その基金は、今では地域づ

れている。適正と思っているのか。

費助成金になり、約２００万円増額さ

これまでの班活動助成金が、班長活動

嶽本議員 次に、今回の補正予算で、

ろ、いつとは言えない。

万円を使い、残りの

０ ６ ６ 人 、 ７ ，４ ３ ３ 万 円 が 活 用 さ

柳詰村長

今回の補正予算に計上

れ、３，７９７万円が基金として残っ
嶽本議員

各班の調整を行っていただいている

動を支援することにした。班長は、

し、班長の位置づけを明確にして活

交付された。本村では、人材育成に

いて、地下踏切横から村道大無田線

ので、それぞれの立場に対して直接

ている。

使っているが、現在の基金の状況は。

までを結ぶ区間を、改良してほしい

ろいろな問題点が出ているが。

区長の活動費よりも、班

給することにしている。

嶽本議員

当然で、世帯数が多

長の活動費が多いところもあるが。

宮本総務課長

班長の活動費を、こんな

くなれば金額も多くなる。

嶽本議員

に上げる必要があるのか問題だ。ま

た、区長と班長を兼任しているとこ

ろがあるので、兼任してはいけない

それぞれ、各地区の

措置を取るべきだ。

宮本総務課長

やり方で区長と班長が決まってい

る。行政が、それを強制的に変える

次に、県工事で渡地区に

ことはできない。

嶽本議員

おいて死亡事故が発生し、その業者

は、県から１ヶ月の指名停止となっ

た。この間、業者に村工事の入札に

村では、工事請負

参加させたのはなぜか。

大坂間建設課長

に係る指名停止の措置要領を定めて

いる。今回の事故は、これには該当

せず、指名停止措置はしなかった。

平成27年７月27日 10
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各地区のやり方で決まっている。強制的に変えることはできない。

嶽本 孝司 議員

年前、国のふるさと創

１． 年前のふるさと創生事業に
ついて
２．村道峰山口線の進捗状況
３．班長活動費助成金について
４． 村工事請負業者選定要領について
嶽本議員
億円が

本村では、元老人憩いの

班長に支給することにしている。金

生事業として、各市町村に

柳詰村長

との地域からの要望がある。これま

次に、村道峰山口線につ

家で、現在一勝地温泉「かわせみ」

行

額は均等割として、一律３万円と

年に、現在の

で、村からの説明会もあり、今年６

している。
嶽本議員
年の１月まで行った。現在、事業費

長の活動費を増額し、直接班長に支

ている状況である。したがって、班

を補うため、班の住民の方が負担し

ないかとの話がある。その少ない分

区長に比べ、班長の

宮本総務課長

渡地区は、他にも

それは、いつ頃になる
大阪間建設課長

のか。

嶽本議員

めて行く予定になっている。

となる財源の調整を行っているとこ

政区に再編した。以来、地域からい

平成

し、世帯割りが１戸２，５００円掛け

地元説明会を、昨

月までには実施できると期待してい

幅員が狭い峰山口線

の戸数とし、２つの合計を活動費と
のか。
大阪間建設課長

月に行い、測量設計を今

21

活動に対しての支援が少ないのでは

年９月と

20
ろで、都合がつけば用地交渉から始

11

くまむら議会だより

2

8

答
30

たが、現在の状況はどうなっている

1

30

と地方創生の政策との整合性につい

について、国から何らかの指示がさ

小川議員

れたか、村としての対応を伺う。

年金機構からの情報流失

て伺う。
柳詰村長

板崎住民福祉課長

村の基本構想、後期基本

計画とまち・ひと・しごと創生の戦

ない。今後職員のセキュリティー対

バーが来年１月から運用となるが、

小川議員

り、研修等を行う。

策業務に対する意識の維持向上を図

国からの指示は

略は、両方見ながら推し進める。

年金機構から基礎年金番号の個人情

※プロポーザル＝複数の者に企画提

最も重要な項目であると認識してい

柳詰村長

則があるが、村としての受け止めと

にむけての政策策定に当たり、５原

小川議員

な※ＰＤＣＡについて伺う。目指す

小川議員

い、意見を聞きたい。

もある。有識者の選任も幅広く行

の実施ができれば、少しはその方向

とは難しい。８月の初めに座談会等

らして、地域の方々の意見を聞くこ

柳詰村長

の仕方などを周知する。個人

詳細な説明、あるいは手続き

誌、あるいはパンフレットを通じて

る。今後共通番号制について広報

たは個人番号の不正利用の懸念もあ

報の保護の観点から、外部漏洩、ま

柳詰村長

備状況について伺う。

るようになるかという理論。

で回すことが、効率よく業務が行え

※ＰＤＣＡ＝仕事をどのような過程

のを選ぶこと。

次に、共通番号マイナン

小川議員

報が流失したこともあり、国民の不

案してもらい、その中から優れたも

有識者会議での審議もあ

るが、幅広く、直接住民の意見を聞

安はさらに増大している。現在の準

ジョンを見ながら進める。

％以上を目指す

施策評価の適正数値は
満足度

小川 俊治 議員
１．地方創生について
２．共通番号について
く機会の考えはないのか。

る。人口減少の克服と本村のさらな

べき成果が具体的で、適切な数値で

情報保護については、条例を

政策策定スケジュールか

る創生を確実に実現するためしっか

示された上で、評価、検証するプロ

制定し運用しているが、新た

本村の施策を進める上で

番号制度に対し、個人情

り受け止め、取り組んでいく。

セスの考えは。

個人情報を一元的に管理せず

面における保護措置として、

地方創生の政策に当たり

生型の９事業もＰＤＣＡを求められ

に、分散管理を実施し、アク

な番号法に基づき、システム

ている。例えば、共助の村つくり支

セスできる人の制限、管理を

年度の創

いる現状をしっかり見ること。客観

援事業での効果がどれだけあるかで

平成

的なデーターを分析し、施策に反映

％以上を目指してい
組みについて意見を聞くことによる

る。満足度の検証は各団体での取り

ルの作成の禁止、罰則の強化

情報の収集、あるいはファイ

行う。制度面では、特定個人

マイナンバー制度は今年10月から運用予定

方向について伺う。

小川議員

金栗企画振興課長

させ盛り込むことが出来るかであ

は、満足度
データー分析に

評価になると思う。有識者会議でも

金栗企画振興課長

ついては、公募型の※プロポーザル

評価をしていただく。

行う。

などを盛り込んだ条例整備を

において進める。その中で住民アン

６ 月 定 例 一般質問

村の後期基本計画の実行

小川議員

を伺う。

る。今後の調査、分析、集約の方向
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５原則の中でも最も大事

最も大事なものは、現在村が抱えて

まち・ひと・しごと創生

70

ケート調査を実施し、長期の人口ビ
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行 政 視 察 報 告
５月19日、20日に球磨村議会としての行政視察を行いま
した。視察先は、本村と関わりの深いところから、北海道
上川郡美瑛町と下川町を選びました。
美瑛町は、波状丘陵で市街地河川流域に沿って放射線状
に集落が形成された「日本で最も美しい村」連合発足の地
であり、基幹産業である農業の畑作地帯が織り成す農業景
観が「丘のまちびえい」として注目を集め、素晴しい地域
資源や景観を活かした町づくりに力を入れています。
まちづくり条例と景観条例を制定しており、まちづくり
では町民参加を基本に、町民が考え、行動し、信頼関係を
深めることに主眼が置かれています。町民意見、提案が反
映できない場合には、なぜ反映できないかまで掘り下げた
取り組みを行っています。景観条例は、町全域を景観計画
区域とし、景観育成区域として地域の特性に応じた基準を
設け、潤いと安らぎを実感できる快適で魅力あふれるまち

美瑛町役場での研修

発行 熊本県球磨郡球磨村議会

編集 議会広報対策特別委員会

小川

俊治

木質バイオマスによる熱供給システム

編集後記

今年の梅雨も大変な大雨と

なっています。この雨で、球磨川

No.79

が増水するたび思い返すのが、私

くまむら議会だより

の高校時代。学校へは、対岸まで

舟で渡り、国鉄（今のＪＲ）で通

学していました。大雨で増水した

時は、あらかじめ流されることを

想定し、岸づたいに２００ｍ程上

流に舟を移動させ、対岸の桟橋め

が け、 い っ き に 渡 っ て い ま し た。

通学も命がけで、１㎞下流にはダ

ム も あ り、 今 で も 思 い だ す た び

（多武

義治

ゾッとします。

		

多武

勝則

さて、これからは一年で最も暑

広報委員長

犬童

俊治

い時期。熱中症対策は、万全にお

広報副委員長

小川

茂

願いします。

広報委員

浅野

義治）

広報委員
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を目指しています。
また、下川町は、本村同様、９割が森林で林業、農業が基幹産業となっています。4,500ha以上の
町有林を確保し、毎年50haの伐採と植林が60年間サイクルで無限に繰り返すことができる持続可能
な循環型森林経営を確立しています。主伐材に加え、間伐材まで無駄なく加工し、集成材、円柱加
工、木炭、木酢液、燻煙加工など、ゼロエミッション（廃棄物をゼロにしようとする考え方）の木
材加工は全国モデルとなっています。
製材端材や木くず等を原料とする木質ボイラー導入
によるエネルギー転換に北海道で最初に取り組み、役
場周辺の地域熱供給システム導入など、バイオマスタ
ウン構想に掲げた取り組みを行っています。また、高
齢化が著しく進んでいる集落では、若者との自立的か
つ安定的な生活を実現する集住化モデル構築のため、
木質バイオマスエネルギー等による地域熱電供給シス
テム導入で高齢者と若者による社会コミュニティの再
構築事業を行っています。
議会として、球磨村の自然と景観を活かしたむらづ
くり、森林を活かしたむらづくりに、視察で得た貴重
な体験を参考に取り組みたいと思います。
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