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平成28年度一般会計当初予算

第19号

第１回

3月定例会
3月7日〜3月11日

歳入歳出それぞれ

４０億９４５２万９千円

専決処分、条例改正、議決事
件補正予算、当初予算等 28 件

平成28年度当初予算は、嘉島町総合運動公園等の完成により、前

が提案され、承認・可決しました。

年度に比べ4561万3千円の減額となった。歳入の内訳は、町税、繰

また、議員提出議案、同意案
についても、可決・同意しました。

入金等の自主財源が50.7％、地方交付税、国・県支出金、町債等の
依存財源が49.3％。性質別の歳出内訳は、人件費、扶助費、公債費
等の義務的経費が43.4％、物件費、補助費、維持補修費等の経常的
経費が24.4％、普通建設事業費等の投資的経費が17.9％、繰出金、
予備費等が14.3％となっている。

平成28年度予算状況（一般会計・特別会計）
会計名

単位：千円

歳入歳出総額
27年度

歳入歳出総額
28年度

前年比

4,094,529

4,140,142

△45,613

1,207,494

1,198,894

8,600

321

373

△52

介護保険

796,029

712,515

83,514

公共下水道事業

593,079

358,987

234,092

後期高齢者医療

114,708

109,436

5,272

簡易水道事業

351,141

74,398

276,743

一般会計
国民健康保険
特別会計

住宅新築資金等貸付

議案審議 承認・可決された議案
○専決処分の報告並びに承認を求めることについて
専議第5号嘉島町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
○嘉島町一般職の職員の降級に関する条例の制定について
○嘉島町職員の退職管理に関する条例の制定について
○嘉島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○嘉島町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
○町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○嘉島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
○嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
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○行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
○嘉島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例の制定について
○嘉島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型
介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例の制定について
○嘉島町下水道条例の一部を改正する条例の制定について
○熊本市及び嘉島町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について
○公の施設の他の団体の利用に関する協定について
○平成27年度 嘉島町一般会計補正予算（第6号）
○平成27年度 嘉島町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
○平成27年度 嘉島町介護保険特別会計補正予算（第3号）
○平成27年度 嘉島町公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）
○平成27年度 嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）
○平成27年度 嘉島町簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）
○平成28年度 嘉島町一般会計予算
○平成28年度 嘉島町国民健康保険特別会計予算
○平成28年度 嘉島町住宅新築資金等貸付特別会計予算
○平成28年度 嘉島町介護保険特別会計予算
○平成28年度 嘉島町公共下水道事業特別会計予算
○平成28年度 嘉島町後期高齢者医療特別会計予算
○平成28年度 嘉島町簡易水道事業特別会計予算

議員提出議案審議 可決された議案
○議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

同意案件 同意された案件
○農業委員会の委員の任命に付き同意を求めることについて（農業委員１７名）
・森田義美（北甘木） ・中山

忍（上仲間）・林田

篤（下仲間）・山内秀一（高田）

・西岡敏春（上六嘉） ・松永雄治（上六嘉）
・髙木勝美（井寺） ・吉田二郎（犬渕）
・友田

廣（三郎無田）・岩永俊夫（上島） ・下田

・本田博士（下六嘉） ・森下文夫（下六嘉）・榮

司（上島） ・岡

牧生（鯰） ・佐藤光志（鯰）

恵（北甘木）
・村上卓也（西村）
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ける本 町の 高齢者 のある

沿って︑２０２５年にお

ら在宅へ﹂の方向性に

から介 護へ ﹂︑﹁ 施設か

嘉島町の︑第６期介護

会︑ 地域 振興 局及 び郡 内

する ため︑ 現在︑ 郡 医師

地域支援 事業とし て実 施

携推進事 業を介護 保険 の

までに在 宅医療・ 介護 連

年度

できるよ うになっ てお り

等の情報 が掲載さ れ活 用

町医療機 関や介護 事業 所

り︑新 たな訪問 型サービ

現在︑ 結果を分 析してお

などをお伺いしました︒

なサー ビスを受け たいか

とで困 っている か︑どん

の頻度 ︑また︑ どんなこ

施し︑ 毎日の食 事や外出

象にア ンケート 調査を実

高齢者 と高齢者 世帯を対

め今年１月に一人暮らし

の変 更などが あり︑ 介護

置︑ すべり 防止等の 床材

る段 差解消︑ 手すり の設

制度 では︑ 住宅改修 によ

して は︑現在 の介護 保険

者住 まいの整 備につ きま

リア フリー化 などの 高齢

み 続 け る こ と の で き るバ

⑤ 高齢期に なって も住

施していきます︒

アップ 事業を継 続して実

続け ることは ︑多く の町

﹁住 み慣れ た地域に 住み

すが︑今後において︑

が検 討されて いるよ うで

つい て︑いろ いろな 計画

て通 れない高 齢化現 象に

本 町におい ても︑ さけ

いきた いと考え ておりま

発活動 について 検討して

答弁を受けて

サービスの確保

など︑多様な生活支援

③見守 り︑配食 ︑買 い物

化

②介護 サービス の充 実強

①医療との連携強化

す︒

５ 点に ついて お尋 ねしま

取り組 みについ て 以下の

地域支 援事業 等に 向けた

点事業 が実施 され︑地 域

心とし た在宅 医療連携 拠

より上 益城郡 医師会を 中

おいて は︑平 成

月

おりま す︒上 益城郡内 に

連携で きる検 討を重ね て

に参加 いただ き多職種 が

医療機 関・介 護事業所 等

検討会での意 見を基に検

ては︑医療と の連携強 化

介護サー ビスにつ きまし

要な在宅 医療と連 携する

えします ︒在宅生 活に必

あります ので併せ てお答

につきま しては︑ 関連が

配食︑買 い物など ︑多様

強化を 図ってい きたいと

通所型 サービス としての

で申し上げましたように︑ ますが︑今後は︑新たな

検討会を定期的に開催し︑ な生活支 援サービ ス確保

嘉島町 在宅医 療連携体 制

討・強化して いくとと も

考えております︒また︑

﹁一 次予防 事業﹂が あり

高齢者を対象者とした

予防 事業﹂ と︑すべ ての

齢者 を対象と した﹁ 二次

態に なる可能 性が高 い高

業に は︑要支 援要介 護状

きま しては︑ 介護予 防事

次 に④予防 の推進 につ

支 援 セ ン タ ー を 中 心 に ︑ 充実強化および③見守り︑ たいと考えております︒

用でき る仕組み も構築し

援事業 で︑地域 全体で活

くよう 広報する などの啓

リー化 を考慮し ていただ

将来を 見据えたバ リアフ

町﹂に なります ように願

住 宅 の 新 築 や 改 築 の 際 ︑ 心・安 全で暮ら せる嘉島

度 が 無 い た め ︑ 今 後 は ︑ と連携 をしてい ただき安

一般的 な世帯へ の支援制

います︒

実にむけて

町民課長

べき姿 を念 頭にお いて策
５ 町 がと もに 検討 を重ね

スの組 み立てに 役立てた

認定を 受けた方 に活用し

す︒

定して おり ︑現在 ︑新た

てお り︑ 今後 さら に各 機

いと思っておりますし︑

て い た だ い て お り ま す ︒ 民の 方々の 願いであ りま

④予防の推進

の医療 ・介護サ ービス資

に③の質問と 併せて︑ 新

各地区 で実施さ れている

す︒ より多 くの関係 機関

⑤高齢 期になっ ても 住み

源の把 握とと もに︑在 宅

しい総合事業 をどう位 置

サロン 活動の支 援や︑サ

えております︒

ます︒ま た︑平成

な地域 支援 事業を 検討し

関の 意思 統一 を図 りなが

また︑ 今後︑町 独自の支

保険事 業計 画では﹁ 医療

ており ます︒ 質問にあ り

ら推 進し てい きた いと 考

議員

団塊 の世代が 後期 高齢
ます① 医療と の連携強 化

境野 隆文

者となる２０２５年︑本
につきましては︑平成

地域支援事業等の充

町でも 高齢化の 問 題があ

続ける ことので きるバ リ

医療支 援ネッ トワーク を

づけていくの か検討し て

年

次に ②介護サ ービス の

アフリ ー化など の 高齢者

上益城 郡医師 会のホー ム

10

ると思われますが︑今後︑ 年 度 よ り 嘉 島 町 地 域 包 括

住まいの整備

ロンリーダーのスキル

30

いるところで す︒そのた

27

ページで公開し︑郡内５

26
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する中で︑学校はこれま
行財政を運営する必要が バス利用状況にあり︑よ 上必要ないと思慮します
社会教育課長
で以上に家庭︑地域との
あり︑補助金に係る予算 そ事ではないと感じてい が︑町の考えはどうか︒
日頃より町ＰＴＡの皆 の執行に関しましても︑ ます︒現状では︑
連携・協力のもとに教育
基本的に︑
建設課長
を進め てい くこと が重要 様方に は︑家庭 ・学校 ・ これま で同様︑ 適正・有 路線バ ス運 行などを 有す
昨年８月 日の台風で
に な り ま す︒
﹁コ ミ ュ ニ 地域が連携して︑子ども 効な補助を実施して参り る知名度のある正規のバ
ティ・スクール導入の予 達が夢を持ち︑将来に希 たいと考えますので︑ご ス事業者を対象に選定し は︑町道庄嶋土山線の街
定 は﹂と の 質 問 で す が︑ 望をもって生きていける 理解をお願いいたします︒ ています︒また︑修学旅 路樹が５ 本倒れ︑傾いて
学校運 営協 議会の設置 等 ような 活動を 実践 され て
行は︑多くの経験を有し 通行に支障をきたしてい
中津 芳春 議員 もありますので︑コミュ おり︑その役割はきわめ
信頼のある旅行会社など た高木と合わせ︑ 本を
ニティ・スクールへの移 て大きく重要であり︑本
に依頼しています︒今後 撤 去 し ま し た︒ 庄 嶋 土
は︑国土交通省から今年 山線のケヤキは︑植栽工
コミュニティ・スクー 行を視野に入れて︑学校 来の仕事を持ちながら活
が主体的に︑保護者と地 動に取り組んでおられる
１ 月 中旬に周 知徹底のあ 事を 開始し てから約 年
ルの導入の予定は
域の方 々が 参加する協 議 保護者の 皆様には ︑大 変
り ま し た︑
﹁輸 送 の 安 全 となり︑大きくなったケ
文科省は一億総活躍社 会を設置し︑各学校の教 ご苦労もあるかと考えま
性等 を判断す るための貸 ヤキ の枝落と しや伐採 な
会の実現と地方創生の推 育課題を共有し︑その解 す︒ご質問の補助金につ
切バス選定・利用ガイド ど︑維持管理に追われて
宮本 睦生 議員 ライン﹂などを参考に﹁輸 いる状況です︒
進のため︑学校と地域が 決や改善に向けて︑共に きましては︑長年一定額
一体となって地方創生に 話し合い︑協力し︑一体 を補助いたしております︒
最初は︑景観上や車の
送の 安全性等 を判断す る
取 り 組 め る よ う に︑
﹁次 となって組織的かつ継続 補助金の使途につきまし
上で参考となる情報﹂な 視線誘導などの交通安全
学校行事︵遠足・修
世代の学校・地域﹂創生 的 に 教 育 に 当 た る︑
﹁熊 ては︑事業実績や収支報
どが︑地方運輸支局で確 面での役割も果たしてい
学旅行など︶で利用
プ ラ ン を 策 定 し ま し た︒ 本 版 コ ミ ュ ニ テ ィ・ス 告書により内容を確認さ
認できますので︑幼稚園 ましたが︑大きくなるに
するバスの安全運
その中で﹁地域とともに クール﹂の設置に努めた せて頂いており︑毎年︑
や各学校が安心・安全に つれて︑維持管理の負担
行管理について
限られた予 算の中で︑有
ある学校﹂への転換を図 いと考えています︒
子 供 た ち を 輸 送 で き る︑ 増と交通の安全を阻害す
効に活用い ただいてお り
る た め︑公 立 学 校 が コ
今年１月 日にバス事 旅行会社やバス事業者な る物と変わりつつありま
町ＰＴＡ連絡協議会
ます︒ご質問のように︑ 故で死亡事故が発生した︒ どの選定に努め︑対応し す︒今後は︑パトロール
ミュニティ・スクールと
の補助金について
補助額は郡内他町に比べ 本町でも学校教育でバス ていきます︒
なるこ とを推進 してい く
など での異 常個所の 早期
町ＰＴＡ活動の活性化 低い状況ではありますが︑ を利用していますが旅行
とあります︒嘉島町教育
発見に努め︑傾いた樹木
町道の街路樹︵高木︶
委員会の考えをお尋ねし のために補助金の増額が ＰＴＡの各種事業︑活動 社・バス会社の安全運行
や病 気が入った ような樹
管理について
できないかお尋ねします︒ に際しましては︑施設使 対策など調査し︑利用し
ます︒
木は︑早めに撤去してい
町の財政規模の違いはあ 用料の減免や︑防犯パト ているのか︒
昨年台風被害の一つと きます︒
教育長
ります が︑ 郡内の 他町に ロール時の 公用車利用 な
して︑街路樹︵高木︶が
学校教育課長
比べて低いと思います︒ ど︑補助金以外の支援を
倒木 し交通 機能に多 大な
行っております︒町は︑
本町の幼稚園・小学校・ 影 響 を 与 え た︒景 観 上︑
今後も長期的に安定した 中学校では︑年間結構な 低木は必要︑高木は管理

問

社会がますます複雑多
様化し︑子どもたちを取
り巻く 環境も 大き く変化

答

問

答

問

答

15

問

答

25

5

10

25

は︑断 線し た電気 コード

旧時︵ 通電 時︶に おいて

らの出 火︑ また︑ 電気復

た時に は︑ 電熱器 具等か

われ︑ 強い 地震が 発生し

プのも のは︑比 較的高 価

・配電 盤に設置 するタ イ

ない︒

・必要 性が理解 されて い

まない理由として︑

壊等が 起きた場 合︑必ず

地震が 発生し︑ 家屋の倒

ありま したが︑ 大規模な

課題 としたい との答 弁が

向を 注視しな がらの 検討

ズの 高まり︑ 国・県 の動

生し︑ 被害が拡 大してお

である︒
延焼す ることも あり︑ 自

ります ︒そこで ︑大規模

等から の出 火が考 えられ
感震 ブレ ーカー は︑設
ら進ん で設置 する 動機 に

な地震 で︑一定 以上の揺

・周囲の家屋から出火し︑ と言っ ていい程 火災が発

定値以 上の 震度の地 震発
欠ける︒

ます︒

生時に ︑自 動的に 電気の

れを感 じた時に 作動する

議員

感震ブレーカーの設

供 給 を 遮 断 す る も の で ︑ などが 想定され ている よ

森田 義雄

置に対する助成等に

感震ブ レーカー は︑簡易
な物から高価な物まで︑

各家庭に設置することで︑ うです︒
この ような現 状であ り

色々な 種類・特徴 の物が

出火を 防止 し︑隣 接する

住宅等への延焼を防ぎ︑ますので︑感震ブレー

ある︒ 住宅が密 集してい

ついて
最近 ︑国内各 地 で︑一
定規模 以上の震 度の 地震

カーの 設置補助 に つき ま

本町の近くには︑布田

のと思 います が︑感震 ブ

いう効 果が 期待で きるも

向を注視 しながら の検討

まり︑ま た︑国・ 県の動

問題︑住 民のニー ズの高

しては︑ 当面は︑ 財源の

設置の 推進及び 助成につ

最小限に抑える為にも︑

については︑２次災害を

延焼の 恐れのあ る住宅等

る区域や︑隣家が近く︑

が 発 生 し て お り ︑ ま た ︑ 被害を 大き く軽減 すると

されております︒そこで︑ レーカ ーの設 置補助事 業

川・日 奈久断 層帯 も確認

は︑全 国でも 横浜市のみ

課題とさ せて頂き たいと

感震ブ レーカー の 設置の

本県で の実施 自治体も あ

状のようである︒勿論︑

及が進 んでい ないのが 現

総務課 長より ︑設置補

地震による２次災害とな

る︑火災を防止するため︑ が取り 組んで いるが︑ 普

いて︑ 前向きな 検討をお

推進及び 設置に 対する 助

りませ ん︒内 閣府に設置

助制度は ︑全国 でも横浜

願いします︒

考えております︒

成等の考 えはな いか︑ お

の﹃産 業構造 審議会保 安

市のみが 取り組 んでいる

財源の問 題や住 民のニー

及が進んでいない︒また︑

答弁を受けて

尋ねします︒

分科会 ﹁電 気設備自 然災

が︑色々 な理由 により普

総務課長

害等対策ワーキンググ

過去 の大震災 にお ける

により ますと ︑普及が 進

火災の原因の６割以上が︑ ループ﹂の中間報告書﹄
電気に 関係す るも のと言

6

問

答

第19号
嘉島町議会だより

一般質問

鍋田

平
議員

現しま した ︒昨年 は鬼怒

防計画 や連絡 体制 等を 確
年緑川 流域の 市や 町と 合

認して います ︒ま た︑ 毎

模な浸 水被 害が発 生しま
同でおこなう水防訓練で︑

川の堤 防が 決壊し ︑大規
したが ﹁よそ 事とはい え

嘉島幼稚園の園内

開放時間の延長に

ついて

からや むを得ず ︑降園後

尋ねします︒

策を 検討され ているかお

建設課長

の園庭 開放を止 めること

としました︒

体 育館駐車 場の件 につ

内開 放時間が 短縮さ れた

園を 通して保 護者の 皆様

量が増加︑また︑通学路

通勤 者等に よる通過 交通

常に危険がありますので︑ 住宅の増加や熊本市への

町道滝河原下仲間線は

防ぐシー ト張り工 法を は

ので︑園終了後町民体育

にお 願いをし てきた とこ

いて は︑子供 につい て非

加勢川 の改修 事業が概 成
じめ︑土 のう積み 工法の

館等 で遊ぶ 園児をよ く見

現在︑嘉島幼稚園の園

して治 水安全 度が高ま り
実演を交 えた訓練 を実 施

ない﹂と認識しています︒ 嘉島消防団も堤防破壊を

年が 経ち災 害に対す る

日本では関東大震災が
成につ いて︑ 新たな課 題

して町 民の防 災意識の 醸

であり ︑町職 員を始め と

薄れが 懸念さ れるところ

備え︑ 緊張感 ・危機感 の

２ 件︑公 共土木施 設の 簡

援物資の 保管・輸 送関 係

を食糧・飲料水６件︑応

大規模災 害時の応 援協 定

防災体制の整備として︑

間の 延長を検 討していた

員時
嘉島幼稚園の園内議
開放

事故 に遭わ ないか大 変心

場は 自動車 の往来も 多く

して災害に備えています︒ かけますが︑体育館駐車

行っ ていきた いと考 えて

と保護者の間で協議を

故 に 遭 っ て は 遅 い の で︑ 園庭の解放については園

配しています︒園児が事

おります︒

に重 要であり ︑ご指 摘の

る環 境︑安全 確保は 非常

２００mの区間は地権者

施工 中で住宅 密集の東側

側３００mの区間は現在

間が約５００mあり︑西

間地 区内で 歩道がな い区

に着手しています︒上仲

にも指定されているため︑

あった９月１日を﹁防災
として 取組む 必要性を 感

易な応急措置１件︑災害

だけ ないか教育 長にお尋

ろです︒

の日﹂と定め国を挙げて
じてお ります ︒本年の 出

時に発生した 廃棄物の 処

ねします︒

す︒町 では国 土交通省 の

所の点 検を予定 していま

必要と思われ る機材や 物

設置して︑災 害発生時 に

区に﹁自主防 災組織﹂ を

には 見られな い行動 をと

たが ︑園児は 教育活 動中

庭を 開放して まいり まし

保護 者の責任 のもと に園

大 変 な 状 態 で す︒ま た︑

道は狭く︑離合するのも

しかし︑上仲間入口の町

通量も多くなっています︒

年 度より 歩道設置

防災訓 練が行 われ ていま
水期を 前に流 域住民を 交

理等の支援１件︑被害状

上仲間区町道の整備

について

專門官を迎え︑県・警察

資を随時提供 し︑大規 模

26

対応しております︒

るよ う通学路 を変更して

通学 路の安全 確保ができ

状況です︒道路完成まで︑

へ説 明会を実 施している

平成

す︒嘉島町でも防災体制

えると いうこ とから︑ 各

況の情報提供１件︑避難

子 どもが安 心して 遊べ

の整備として﹁災害に強

行政区 に設置 されてい る

場所提供１件等

上仲間は地区開発等に

嘉島 町は長年 水害 常襲

・消 防な ど関係 機関の 同

小中 学校の 通学路で もあ

地帯であったことから︑

るこ ともあり ︑危な い場
席のも と︑ 毎年︑ 出水期

災害に備えています︒

無堤で あった 加勢 川の改

り大 変危険 な状況に あり
の前に 災害 対策会 議を開

面が 度々見ら れ大き な事

修事業 に取り 組み ︑平 成

対応し た協 議を行 い︑水

催し︑ 想定 される 災害に

常襲地 帯からの 脱 却が実

されま したので ︑昨年度

ます︒町として何か改善

園した当初から︑降園後︑ より︑住宅が増加して交

園では現在の場所に開

問

について

い町づくり﹂を推進され

それぞ れの自 主防災組 織

害応援協定を 締結して い

答

故に つながる ことが 懸念

行政

教育長

ていますが︑災害に備え

と国土 交通省 と協議の う

ます︒また︑ 町 内

件の災

た具体 的な防 災体 制の取

え︑地 域の河 川の危険 箇

防災体制の整備充実

答

問

組と整備を伺います︒

17

年築堤が 概成し て水 害

総務課長

12

13

7

問

答
11

一般質問
第19号
嘉島町議会だより

選挙管理委員・補充員

嘉島町議会だより

第19号

選挙管理委員
地方自治法第118条第2項の規定により3月定例会において指名推薦されました
任期：平成28年3月21日から平成32年3月20日まで

坂井 信房 さん

奥村 一紀 さん

S35.1.7生まれ

S16.1.7生まれ

福嶋 益人 さん

森田 孝男 さん

S15.2.22生まれ

S17.1.4生まれ

選挙管理委員補充員
任期：平成28年3月21日から平成32年3月20日まで
順

位

氏

名

生

年

月

日

第１順 位

松本

和男 さん

S22. 6.22

生まれ

第２順 位

下田

正和 さん

S22.12.19

生まれ

第３順 位

山本

一郎 さん

S33. 1.12

生まれ

第４順 位

甲斐

現 さん

S25. 2.19

生まれ
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嘉島町議会だより

第19号

一部事務組合議会報告

上益城広域連合議会（川上議員・清﨑議員）
議会報告

平成28年

第1回

定例議会（平成28年2月19日開催）

9議案が提案され、原案のとおりに可決しました。
・各町の負担金推移
町

名

（単位：千円）

嘉島町

御船町

甲佐町

益城町

山都町

計

平成27年度負担金

8,719

12,947

10,542

18,842

14,333

65,383

平成28年度負担金

8,881

12,962

10,541

18,902

14,097

65,383

益城・嘉島・西原環境衛生施設組合議会（木下議長・鍋田議員）
議会報告

平成28年

第1回

定例議会（平成28年2月19日開催）

2議案が提案され、原案のとおりに可決しました。
・各町の負担金推移

（単位：千円）

嘉島町

益城町

西原村

計

平成27年度負担金

87,325

241,499

76,614

405,438

平成28年度負担金

92,258

233,576

80,124

405,958

町

名

上益城消防組合議会（境野副議長・川野議員）
議会報告

平成28年

第1回

定例議会（平成28年2月23日開催）

4議案が提案され、原案のとおりに可決しました。
・各町の負担金推移

（単位：千円）

嘉島町

御船町

甲佐町

山都町

計

平成27年度負担金

131,006

233,262

166,089

334,600

864,957

平成28年度負担金

119,880

217,798

155,416

301,181

794,275

町

名

御船地区衛生施設組合議会（森田副議長・春日議員）
議会報告

平成28年

第1回

定例議会（平成28年2月25日開催）

3議案が提案され、原案のとおりに可決しました。
・各町の負担金推移

（単位：千円）

嘉島町

御船町

甲佐町

益城町

計

平成27年度負担金

32,956

51,771

46,723

37,546

168,996

平成28年度負担金

31,730

51,009

47,580

34,231

164,550

町

名

※役職は各組合議会での役職です。
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嘉島町議会議員の研修会

鹿児島県へ研修

嘉島町議会だより

第19号

広報委員：森田 義雄

議員研修会が、平成28年2月8日（月）から9日（火）にかけ、鹿児島県（姶良市・川内市）で実施された。
１日目の姶良市は、鹿児島県の中央部に位置し、平成22年３月22日に姶良郡蒲生町・姶良町・加治木町の３町が
合併して発足した人口76,352人（面積232㎢）、27年度当初予算額283億８百万円、議員数２４人で、平成の大
合併により新しく誕生した市である。
姶良市では、議会広報に関する研修でした。旧姶良町の議会広報が日本一になったことがあり、広報委員は議員
の半数に当たる12人で、各常任委員会から均等（４人）に選出し、非常に活発に活動されていた。議会広報は年４
回の発行で、本年１月末に第22号を発行、自治会加入世帯（34,000世帯中28,500世帯）のみに配布されている。
議会広報の基本姿勢は、ビジョンに沿ったまちづくりが行われていくよう市に対する監視機能・政策提言機能を
充実させると共に、市民の参画意識を呼び起こすよ
う心がけているとのことでした。
また、議会広報に関心を持ってもらうため、年２回
クイズを載せ、正解者５人に記念品（千円の図書券）
を贈呈している。クイズの答と共に色々な意見も寄
せられるので、広報づくりにも大変役に立っていると
のことです。
この研修で得たことを、これからの広報づくりに
活かし、町民の皆さまに読んで頂ける紙面づくりに
努めてまいりますので、今後とも宜しくお願いします。
また、ご意見等をお寄せいただければ幸いです。

姶良市広報委員に質問する宮本委員長

２日目は、川内原子力発電所での研修でした。川内原子力発電所は、川内川河口に程近い海岸部にあり、九州で
は玄海原子力発電所に次ぐ２番目の原子力発電所で、１号機は昭和59年７月に、昭和60年11月には２号機が営業
運転を開始。発電能力は、１号機・２号機合計で178万ｋｗである。また、将来にわたって電気を安定的に供給する
ため、３号機の増設も計画されたが、福島第１原発事故で現在は凍結されている。
原子力発電（加圧水型）は、燃料に低濃縮ウランを使い、ウランの核分裂によって発生した熱で高温の熱水を作
り、その熱を蒸気発生器に送り、そこで別系統の水を蒸気に変え、この蒸気によりタービンを１分間に１,８００回の
高速で回転させ、タービンに直結した発電機を回転させて電気をつくる方法である。
川内原子力発電所も福島第１原子力発電所事故後の２０１１年５月に１号機を、９月に２号機を定期検査のために
停止し、各種の点検や現段階で出来る限りの安全対策
を実施（担当者談）、平成27年８月１１日に１号機を再
稼働させ、東日本大震災後の新規制基準下での全国
初の再稼働となり、１年１１ケ月ぶりに「原発ゼロ」が
終わり、再び原発による電力供給が始まったのである。
また、平成28年４月からは電力小売の全面自由化
が実施され、電気使用者である私達が、電気の購入先
を自由に選択することができるようになりました。各
家庭で各社の料金プランを十分検討し、より経済的な
プランの選択に努めて頂きたいと思います。
川内原子力発電所展示館内
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もっと
知ってほしい！
身近に！
広報委員長

宮本 睦生

今回の研修では︑鹿児島県姶良市へ﹁お知らせ﹂の一環である広報誌の研修へ行って

二月八日︵月曜日︶

きました︒姶良市議会の広報誌は全国でのコンクールで表彰を受けるなど勉強する点が
多々ありました︒

私たち議員は︑嘉島町の発展に寄与するため議会活動や

九州の原子力発電所

九州にも２ヶ所の原子

力発電所があり︑東北で

は原発事故により多大な

被害が起こりました︒そ

こで︑鹿児島県薩摩川内

市に在る原子力発電所を

視察し︑あってはならな

いが︑事故発生防止対策

や︑事故発生時の対処方

法など︑学んできました︒

各議員から︑多様な

質問があり︑対応して

頂いた職員の方から適

切な回答をもらいまし

た︒

川内原子力発電所展示館展望所
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個々の活動をしておりますが︑更なる飛躍の為︑オープン
で︑親しみのある議会活動を︑と考えています︒

今後の課題として
最後に︑改善を図らなければ …
︑と感じたのが︑
基本指針です︒私たちの広報委員会でも基本要綱

を基本として︑読みたい︑読んでみたい広報誌づ

今後は︑編集方針の議論を行い︑決定し︑これ

い点があったのではないか︑と反省しております︒

広報委員交代と共に町民の方々に広報誌が見にく

はあるものの︑細部にわたっての取り決めは無く︑

姶良市議会会議室

くりを目指します︒

川内原子力発電所建屋

活動だけでなくお知らせするのも議員の仕事

嘉島町議会議員の研修会
第19号
嘉島町議会だより

嘉島町議会広報
第
号
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主な議会活動（平成28年2月から平成28年4月まで）

第19号

嘉島町議会だより

月

日

項

目

場

所

等

2月 8日
〜9日まで

議員全体研修会

鹿児島県姶良市
川内市

2月16日

例月現金出納検査（清﨑）

監査委員室

2月17日

町村議会議長会第66回定期総会（議長）

熊本テルサ

2月19日

上益城広域連合議会第1回定例会（議長・清﨑）
益城、嘉島、西原環境衛生施設組合議会第1回定例会（木下・鍋田）

広域連合事務所
組合事務所

2月22日

交通安全推進会議（議長）

役場2階大会議室

2月23日

上益城消防組合第1回定例会（境野・川野）

組合事務所

2月24日

熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会（議長・木下・森田）

上益城地域振興局

2月25日

御船地区衛生施設組合議会第1回定例会（森田・春日）

組合会議室

2月26日

嘉島町国民健康保険運営協議会（川野・春日）

役場2階庁議室

3月 1日

議会運営委委員会

役場2階庁議室

3月 2日

嘉島町総合計画審議会（川上・木下・富山・鍋田）

役場2階大会議室

3月 4日

こども子育て会議（議長）

役場2階大会議室

3月 6日

嘉島町消防出初式（全議員）

中学校グランド

3月 7日
〜11日まで

嘉島町議会平成28年第1回定例会

役場議会議場

発行・嘉島町議会

3月12日

中学校卒業式（全議員)

嘉島中学校

3月17日

例月現金出納検査（清﨑）

監査委員室

3月18日

幼稚園卒園式（全議員)
嘉島町ごみ問題対策実行委員会（議長）

嘉島幼稚園
役場2階大会議室

3月20日

嘉島町総合型地域クラブ設立総会

町民会館アクア

3月18日〜
4月 8日

広報特別委員会（第19号・第1回〜3回編集会議）

監査委員室

3月23日

東西小学校卒業式（全議員)

東西小学校

4月11日

東西小学校入学式（全議員)

東西小学校

4月11日

中学校入学式

嘉島中学校

4月12日

幼稚園入園式（全議員)

嘉島幼稚園

4月22日

例月現金出納検査（清﨑）

監査委員室

募集してます。【みなさんの意見などお聞かせ下さい。】
嘉島町役場

議会の事など、ご意見をお寄せ下さい。
又、議会だよりの「声」も募集しております。

6月に開催予定です。

※次の議会は、

議会だよりを一か月早く発行

す る 事 が で き ま し た︒委 員 の

宮本

方々︑また頑張りましょう︒

春来たる気候が変わり皆様方

も健康に注意されますようお祈

富山

草 木 の 緑 が 心 地 よ い 季 節 に︑

り申し上げます︒

また︑真新しい制服を身につけ

た新入生の姿を見かける時季に

なりました︒交通事故等に遭わ

ないようにと願うばかりです︒

森田

議会と地域をつなぐ架け橋と
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しての﹁議会だより﹂をめざし

て︑努 力 し て い き た い と 思 い ま

中津

広 報 委 員 も２ 年 目 を 迎 え 新 年

す︒

度もスタートしました︒今後も

町 民 の 皆 様 に ご 愛 読 戴 け る 様︑

春日

川上國治

再生紙を使用しています。

努力してまいります︒

発行責任者／議長

宮本睦生
富山 勝
木下 徹
森田義雄
中津芳春
春日堅一

〒861 3192
熊本県上益城郡嘉島町上島530

☎096 2
ｰ 37 1
ｰ 111

委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員

議会事務局

議会の傍聴は議会当日に手続きすれば、どなたでも傍聴できます。
「声」の募集や傍聴などのお問い合わせは、議会事務局まで。
（237-1111）

編
集
後
記

