一般会計補正予算

687,456千円を追加

和水町議会議長

杉 本

和 彰

木 拓

和水町議会副議長

荒

馬

れから執行部としてもエネル

しい取り組みなどがあり、こ

会臨時会に於いて、副議長職
ギーのいるところが多いと思

日の和水町議

町議会が持てる力を十分に発
に就かせていただくことにな
われます。執行部が一丸とな

月

ることになり、身に余る光栄
揮できるよう、全力を尽くし、
り、このうえもない光栄と存

去る、

と感激いたしますとともに、
その使命達成に努めてまいり
り少しでも住民の想いに添っ

原点に立ち、提案・議論し、

責任の重さを痛感していると
じ感激しておりますと共に、

る所存です。

な議会運営に取り組んでまい

て全力を傾け、公正かつ円滑

め、議会の改革・活性化を図

討を含め、議員自ら研鑽を深

願い中継システムの導入の検

また、開かれた議会運営を

ん厳しい状況であろうと思い

の体制を見ます時に、たいへ

ご存知の通り、今回の議会

果たしながら少しでも住民生

クや提案、議決などの機能を

機関の行財政運営等のチェッ

議会におきましては、執行

た形で、行財政運営が行われ

さて社会経済情勢は、依然
りながら町民から信頼される
ます。拮抗状態にあるからこ

その任務の重大さを痛感して

として不安定であります。本
議会を目指して邁進していき
活が向上しますよう努めてい

る事を望むところであります。

町においても、依然として厳
そ、議会も、執行部もより緊
なければならない中にあり、
鞭撻を賜りますようお願いい

皆様方の絶大なるご支援ご

きたいと考えております。

てまいりますので引き続き、
議会もより深い議論の中で進

張感を持って取り組んでいか

増など活性化対策に取り組ま
ご理解とご協力を賜りますよ

人の議員が全力を尽くし

なければなりません。現在幸

運営と、議会のまとまりはも

佐役として、スムーズな議会

そのような中で、議長の補

たします。

その他８件が提出され、それぞれ承認決定されました。

むのではないかと思います。

件、予算関係３件、町道路線認定１件）と報告３件、固定資産評価員の選任１件、

うお願い申し上げまして、挨

町長の施政方針演説、26年度一般会計補正予算など６議案（条例の一部改正２

いにも企業誘致を含む雇用創
政改革の推進、福祉、子育て
支援、教育、環境問題、産業
ちろん、町民の皆様の負託に

75,233千円

振興など重要な課題が山積み

3,138千円追加

応えるよう、その職務を全う

和水町簡易水道事業会計

であり、議会の役割が一層大

483,719千円

する所存でございます。

3,576千円追加

きなものとなります。私ども

和水町特別養護老人ホーム事業会計

我が和水町は、福原新町長

平成26年度一般会計・特別会計補正予算

は、町民の皆さんの多様な意

した。

拶とさせていただきます。

化が一段と進んでおり、人口

ます。

当初予算は、改選を控え、骨格予算だったため、今回肉付け予算となりました。

しい財政状況に加え少子高齢

いるところです。

ます。

このたび議会議長に就任す
8

ころでございます。議長とし

5

体制のもとで、方向転換や新

費1億5,600万円などとなっています。

見を町政に反映させるという

改選後初の６月定例議会が６月13日から20日までの８日間の会期で開催されま

出の動きがありますが、行財

14

和水町も合併後、９年目を迎え、３月23日に町長、議員の選挙が行われました。
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687,456千円追加 6,674,641千円
和水町一般会計

歳入歳出予算額
減額・追加
名
計
会

6月

定例議会
報告

総額

主な補正予算は、番城グラウンド西側工事の請負費1億7,714万円、道路新設改良

よろしくお願いします！

66億74,641千円に増額

新議長・副議長就任
平成26年

一般会計補正予算

陳 情 等 の 審 査 結 果
受付番号 受付年月日

件

名

平成26年６月定例会
審査結果

42

平成26年 地方自治体における政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販
5月12日 売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情

84

平成26年
住宅の新築・リフォームに対する助成制度の創設を求める陳情書
6月3日

85

平成26年
国へ「増税中止を求める意見書」の提出と求める請願（陳情）書
6月3日

86

平成26年 建設業従事者アスベスト被害者の早期救済解決をはかるよう国に働
6月3日 きかける陳情書

付託委員会
配布

継続審査

建設経済
常任委員会
配布

採

択

6

建設経済
常任委員会

月

議

採 決 結 果

会

議

案

審

議

平成26年６月議会定例会議案一覧（町長提出一覧）

議案番号

議

案

名

承認第 4号 専決処分の承認（和水町税条例等の一部を改正する条例）

専決（補正予算）： 1件
専決（条例）
： 2件
条
例： 2件
補正予算： 3件
そ の 他： 5件
計
13件
審議採決の結果
賛成多数原案承認
〃

承認第 5号 専決処分の承認（和水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）
承認第 6号 専決処分の承認（平成25年度和水町住宅用地造成事業会計補正予算（第1号））

全会一致原案承認

議案第30号 和水町新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例の一部改正

全会一致原案可決
〃

議案第31号 和水町社会教育委員設置条例及び和水町公民館条例の一部改正

常任委員会

総務文教常任委員会

（5名）

厚生常任委員会

（5名）

建設経済常任委員会

（4名）

議会運営委員会

（6名）

政治倫理調査会

（6名）

議会広報調査特別委員会
（6名）

氏

監査委員（1名）
5
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名

和彰
拓馬
副委員長 荒木 政士
委員長 松村 慶次
杉本 和彰
池田龍之介
生山 敬之
副委員長 蒲池 恭一
委員長 杉村 幸敏
荒木 拓馬
豊後
力
森 潤一郎
副委員長 小山
委員長 髙巢 泰葊
曉
笹渕 賢吾
庄山 忠文
副委員長 荒木 政士
委員長 小山
曉
杉村 幸敏
髙巢 泰葊
松村 慶次
副会長 杉村 幸敏
会長 笹渕 賢吾
池田龍之介
庄山 忠文
森 潤一郎
副委員長 蒲池 恭一
委員長 豊後
力
荒木 拓馬
小山
曉
森 潤一郎

庄山

忠文

蒲池

恭一

議案第33号 平成26年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第1号）

全会一致原案可決

議案第34号 平成26年度 和水町簡易水道事業会計補正予算（第1号）

〃

議案第35号 町道の路線認定について

〃
全会一致原案同意

報告第 1号 平成25年度 和水町一般会計繰越明許費繰越計算書

杉本
荒木

有明広域行政事務組合議会議員 池田龍之介
（2名）

賛成多数原案可決

同意第 3号 和水町固定資産評価員の選任について

議会議員委員会名簿
各 委 員 会 名
議 長
副議長

議案第32号 平成26年度 和水町一般会計補正予算（第1号）

〃

報告第 3号 平成25年度 株式会社 肥後元気村の決算報告

〃

議案番号

議

案

名

建設業従業者アスベスト被害者の早期救済解決をはかるよう国に働きかける
陳情書

恭一

生山

敬之

生山

敬之

告

報告第 2号 平成25年度 株式会社 菊水ロマン館の決算報告

平成26年６月議会定例会議案一覧（議員提出一覧）

蒲池

報

閉会中の継続審査（建設経済常任委員会）

発議第2号

そ の 他： 5件
計
5件
審議採決の結果
採

択

原案決定

閉会中の継続調査（各委員会）

〃

議員派遣の件

〃

建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書提出に
ついて

原案可決

Nagomi vol.31

4

変更はない。

債権放棄は７千万円
円は何時返却なされたのか。

肥後元気村から７千万

万円と判明！
㈱肥後元気村の資本金

７千万円を減資、資本金６
千３百万円を増資なされた

要なし。また、特別損失７
千万円の計上が必要と私は
考える。議決を経ていなけ

いない。減資をした時点で、
７千万円の減資分、短期借

前町長の越権行為、つまり、

れば、これは無効であり、

株券の権利が消える。
入金２千８百万円、個人借

１億３百万円の町への損害

入金５百万円の返済、総額

産の処分がある。株式、即
になる。町長、第三者調査

条に財

金６千３百万円が１年足ら
ち財産、債権放棄と言えど

地方自治法第

ずで無くなった理由は何か。
委員会を創設し、町民の

増資するのが常道。６千万

権資本を増額し、その後に

長主導の下百条調査

会創設を、議会へ議

町へ第三者調査委員

ついては、議会の議決は必

町長選挙の争点となっ

（町長）善処して検討

及をお願いしたい。

行と議会で徹底的に真相追

百条調査委員会を設置し執

瑕疵があり議長指導の下、

頂きたい。また、議会にも

も財産の処分、和水町議会
（町長）慢性的な赤字

体質が大きな要因で、当時
の授権資本が１億円、苦肉

はあるけれども、法には触

（町長）道義上に責任

資し、６千３百万円を増資

円が一気に無くなったのは、

委員会設置を要求！

個人借入金５百万円の返済、
３千３百万円の営業損失が、
資本を食い潰した。

問

する。

三加和地域は、この４

り、町長の言う『今こそノ

その落差が解消されない限

ってそう言わしめたのか？

年』という意味は、何をも

対し『停滞！失われた８

たが、これまでの方針に変

学級を解消すると公約され

舎を活用し、速やかに複式

設を中止し、菊水中央小校

題』で、町長は番城校舎建

た『菊水区域学校統合問

ば、同じ町内にあって、教

見直しによる近接型となれ

一方、菊水区域は建設計画

トしているにもかかわらず、

中連携教育がすでにスター

月から小中併設型による小

ており、ただ一点だけ『菊

スト）は、ぴったり重なっ

人が掲げる政策（マニフェ

地域の学校建設計画は、文

すると言っているが、菊水

改正、小中一貫校を制度化

平成

（教育長）小中同じ連

てどう考えているか。

になるが、このことについ

育現場に格差を招じること

ーサイド』の笛は鳴らない

（町長）審議会答申の
通り、基本方針・基本路線
に変更はない。

水地域の小学校統合校舎確

科省の方針に逆行すると思

文科省では、早ければ

保の方策』だけが違ってい

うが、町長の考えを聞きた

年度に学校教育法を

る。政策の中には、中核病

い。

携をしていく中での分離型
の校舎における小中一貫教
育を進めていきたい。

今後の事業計画につい
て伺う。
（学校教育課長）本年
度、菊水区域の学校統合推
進委員会を設置し、平成

たが、それがとうとう着手

ているとは思わない。そう

併設型ということで限定し

いる。

度に校舎等の工事を考えて

を策定。できれば平成

年度に基本計画と実施計画

できなかったことを指摘し

いう意味では、近接型とし

（町長）かならずしも

て『停滞の８年・空白の８

て考えている。

年

年』と表現した。

企業誘致等が掲げられてい

院構想や高齢者福祉施設・

理解いただきたいのは、二

問をしたかもしれない。ご

れば、おそらく私も同じ質

（町長）立場が逆であ

を伺いたい。

更はないか。

問

と考えるが、新町長の心境

前町長の功労・功績に

公営企業会計の処理に

短期借入金２千８百万円、

いる。定款の変更により授

７百万円の資本金となって

れないと思う。

答

したものと考えられ、６千

の策として、７千万円を減

うが。

方々の疑念を払しょくして

96

は、議決を経ていないと思

理由は？増資なされた資本

（町長）返却になって

ではなく、１億３百

問
答
問

問

6
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27
28

［町長］善処して検討する。
［町長］審議会答申の基本路線に

答
問

答

問

答

28

「㈱肥後元気村について」
第三者調査委員会創設を
町長選挙の争点となった
学校統合問題について

答
問
答

答

問

答

池田龍之介議員
暁議員
小山

一般質問

ズバリ！聞きます

［町長］平成29年４月となる。

いじめに関する第三者

ものであれば公選制にした
を得ることがうたわれてい

に対して十分な説明と同意

る。以下４点について伺う。

いと考えている。

告について ⑴精査しての
⑴むし歯の保有状況と導入

ての取り組み姿勢 ⑶教育
け止め、反省するばかりで

されたその提言を重たく受

⑷事故発生時の責任は？

⑶地下水の調査予定は？

⑵人件費も含んだ予算か。

の必要性の理由。

委員会制度の改革について、
ある。現在学校、教育委員

（教育長）報告書に示

町行政並びに町教育委員会
会の連携をはかりながら各

月頃を目処として方針、方

喫緊を要する課題なので９

った改革を推し進めたい。

に広い観点で三位一体とな

育委員会、学校現場ととも

めている。行政としては教

２０１１年４月文科省配布

されている現状がある。

について賛否両論が交わ

Ｏの指定劇物であり、使用

フッ素は世界保健機構ＷＨ

とだが我町の状況を伺う。

中学校で実施するというこ

年度０・

上がるほど多くなる。導
入理由は県が力を入れて
いるから。

企業誘致に対する考え

会。

⑷実施主体は町、教育委員

⑶地下水調査の予定なし。

⑵消耗品代のみ。

⑴
本、学年が

（町長・教育長）

はどの様に考えているのか

である。

て対応マニュアルの指導中

針を作成し、それに基づい

学校にいじめ防止、基本方

じめの存在を認識した上で
学校現場と教育委員に対し、
具体的で大変厳しい指摘と

策を提示したいと考えてい
の資料中、フッ化物洗口を

集団フッ化物洗口を小

る。また、教育委員会制度
行う場合には保護者や地域

警告であると真摯に受け止

の改革については許される

農業、商工業の振興の

勢について

公約に関する政治姿

う。
（６次産業の取り組みは）

位置付の考え方について伺

も近くにあり、地の利もあ

インターチェンジ、新幹線

方について伺う。我が町は、

廃合の考え方について伺う。

でいく。農業振興について

い問題ではあるが取り組ん

次産業が一番と思う。難し

望む。

り町長のトップセールスを

（町長）企業訪問を積

（町長）既存校舎の利

菊水区域の小中学校統

（経済課長）現在、６

町長として望まれる

68

答
24

問

（町長）本報告書はい

伺う。

⑵報告書の中の提言につい

忌憚のない想い、考え方

調査委員会の調査結果の報

問
用で対応したい。今回の予

り組んでいく。

は、経済課一丸となって取

で望む。

極的に行いトップセールス

予算 万８千円、番城地区
教育委員の選任につい

億円

け、認識について（税金滞

る。選任過程において不明

て、一人が空席となってい

の埋立地の土砂流出防止と
グラウンド整備１億７千７

納について）合併後
年４月

百万円を計上している。新

町の財政状況の位置付

算、学校統合推進委員会の

答

問
の積立となっているが、ど

の見解を伺う。

朗な点があっているが町長

（町長、学校教育課

のような受け止め方をして
おられるか伺う。

いては、厳しいと思う。地

ている。現在、欠員は南校

ては、菊水区域３名となっ

長）教育委員の選任につい

年度

方債の返済は、平成

区の方となっている。菊水
は８億円となる。
税金の滞納者は４１４名
で、徴収率は ・６％とな
っている。滞納者について
は、個別に管理して回収に
努める。

る。

西校区から１名となってい

中央校区から１名、東校区、

校区においては南から１名、

７億１千５百万円が 年度

（町長）財政状況につ

答

しい学校の開校は
頃と思われる。

福祉関係の公約につい

42

26 24

て伺う。（給食費、老人ホ
ーム）
（町長）給食費の助成
については、早急に対応し
たい。養護老人ホームの件
に対しては、自ら動いて取
り組んでいく。

98
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答
答

29

潤一郎議員
森
幸敏議員

問
問
答

問

97

集団フッ化物洗口の
小中学校実施は慎重に！
菊水区域の学校統廃合に
於ける開校予定はいつか？

答
問
答
問

答

［町長］26年度予算では消耗品代のみ。

実施の際には、補正で改めて
お願いする。
杉村

一般質問

ズバリ！聞きます

費用を削減し、財源を確保したい。

町道西光寺中林線の進

捗状況と今後の計画を伺う。

て２カ月半が過ぎたが問題
行して庁内に検討チームを

続き一定の整備を図り、並

一帯の土地については引き

はないか。また、菊水地区
組成し有効活用を検討して

三加和小学校が開校し

の小学校統合の基本計画は
いく。

ンド周辺の土地について今

（教育長）今年度のプ

出来ているか。番城グラウ

林線は春富地区から三加和
後どの様に対処されるか。

（町長）町道西光寺中

小中学校通学道路として、
また、和水町本庁、支所、
山鹿、鹿本方面への通勤や
ールの使用については神尾

た、有山交差点から中林地

百万円で計画している。ま

００ｍ部分の改良を６千５

ｍが済

は小原交差点から有山交差

いと思っている。現時点で

良していかなければならな

路線であり、今後早急に改

定に入りたい。また、中学

合の方向性を固め計画の策

えた上で、教育委員会の統

ち上げ委員会の結果を踏ま

ない。今後準備委員会を立

合基本計画はまだ出来てい

いる。菊水地区の小学校統

めに真夏の温度を心配して

また、校舎の天井が低いた

合わないことが残念である。

のプールが今年の夏に間に

して対応していく。

るが、学校、保護者と協議

室の不足分などいろいろあ

冬場の問題点等、また、教

たい。今後真夏の問題点や

加和総合支所などを利用し

所は共用し、駐車場等は三

舎においては小中で使える

計画をしている。また、校

スクールバスで行うことで

小学校を使用し、送迎には

区の未改良部分９１４ｍの
校の改修計画については、

（町長）三加和小学校

測量設計を行い、本年度夏
小学校の改修と併せて、改

生活道路として大変重要な

より行われる予定の圃場整
修計画、改修費用の算出な

て ｍ部分の舗装と残り２

んでおり平成 年度におい

点の３２０ｍの内

備による道路用地を確保し

子どもたちに健やかで

定である。番城グラウンド

どを同時に並行して行う予

我が町の財政は、いか

なる状況か、また、今後の
考えを問う。

（町長）財源は生活基

盤等の事業を行うため、学
校新築校舎建設を見直し既

公平な成長を図ることを提

を生かすことも考えられる。

ことを考えると、既存校舎

指しておられる公平性の確
保は疑問、町長の考えを問
う。

（町長）三加和校舎は

文科省は小中一貫教育

唱されているが、町長が目

の形態をとる事が出て来る

早急に取り組みたい。

70

（小中学生が同じ校舎で９

財源を配分したい。

応し費用削減化を図り予算、

合、中学校の耐震改修で対

決して公平平等ではないが、

れ気遣いをしてやりたい。

菊水校舎は冷暖房設備を入

要望があれば改修を図り、

校統廃合は、文科省の方針

とであるが、菊水地区の学

度より施行を目指すとのこ

学校教育法を改正し、

度化し、来年の通常国会で

年間一緒に学ぶ方式）を制

諸政策方針については、

その辺で償ってやりたいと

年

学校建設費が鍵を握ってい

と逆行するのではないか。

る。

財政状況は極めて良好
に運営されていると思うが、
町長の考えは。

（町長）非常に健全な
財政状況である。今の財政
は健全であることは間違い
ない。

（町長）現在、文科省

28
の公平性は確保できるか不

の均一性、機会均等、環境

区は分散型では、教育内容

連携教育・集約型、菊水地

支障はない様に出来るよう

校舎をうまく使ってやれば

く。また、区割りも両方の

を見守りながら対応してい

（町長）間違いなくそ

研究していく。

で検討されているが、状況

答
公平ではないか。

三加和地区は小中一貫

考えている。

存校舎を利用した小学校統

問

26

ういう事は言えると思う。
年後には、中学校が一緒

10
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答

問
答

問
答
問
答

問

答

10

［町長］今後、
早急に改良していく。
［町長］小中学校建設計画を見直し、

70

問
答
問

答

三加和小中学校通学道、
西光寺中林線どうなる
５つの政策実現のための
予算財源はどうするか。

忠文議員
庄山
泰葊議員
髙巢

一般質問

ズバリ！聞きます

［町長］町民が主役の町政のため

を活用した事業展開を実施

プライアンス研修を実践し

年４月より小中併設校とし
されているが利用者の反応

社会福祉協議会は温泉

てスタートしたが、子ども
は、また、温泉の管理や、
最中である。自分の思いよ

三加和地区に於いて本

たちの心理的な問題等や、
利用者の制約等あるのか伺
りも町民の皆さんに迷惑を

（町長）職員は奮闘の

たらどうか。

教育現場からの課題点は無
う。

は教育に適しているか伺う。

い経験をしている。

感もなく緊張感を持ち、良

ますが、子どもたちは違和

て同敷地内での教育となり

教室や、二次予防事業の元

アクティビィティー認知症

した介護予防事業としての

して、位置づけ温泉を活用

を柱に町の福祉拠点施設と

に期待をしていると告げて

発揮してほしい、一人一人

えられた自分の業務で力を

業務はただ一つもない、与

この役所において要らない

しれない、しかしながら、

考えた場合、力を組織化す

については和水町の状況を

事業量に対しての職員数

気でのびのび教室等で好評

教育現場からの問題点と
しては、時間等の制約もあ
り、全体として統一感が取
りにくいとの意見がある。
子どもたちに対しては、
るには満足とは云えない。

転換が成されたのか、また、

適所を重きに置かれた配置

事異動がなされたが、適材

を派遣しており、今後もコ

ミーなどに、１００人程度

研修協議会や市町村アカデ

中学校の教室を共有するこ
とがあるが、教育に適した

事業量に対し職員数は適切

ンプライアンスや接遇の研

研修等については、県の

環境と思う。

か、企業感覚を培うための

（町長）町と教育委員
会と教育現場の三者の独立
を尊重しながら意思の疎通
を図り、行政としては人権

教育委員会のあり方、委員

を中心として改革に携わり、
バー、ＢＢの敷設を進め開

の選任等これで良いのか等
ご参入いただいた皆様のご

ければありがたい。

新しい観点を取り込んでい

ら報告し方針も述べたい。

容を厳正に受け止め、提言

町民からご意見はいただけ

は

件をいじめの行為と認

査報告について、調査結果

解を早々に出した学校、教

いじめはなかったという見

を重たく受けとめている。

ないと思う。皆さんからお

第三者調査委員会の調

（教育長）報告書の内

負担がどうなるか、見えた

通は

月予定にしている。

（町長）現在光ファイ

から中継する考えか。

一番重要と思う。いつごろ

修を深めていく。

日投票で福原町

長は町民が主役の町政を掲
げて当選されたが、町民の
ための町政運営をどう進め
ていくのか、基本的姿勢を
伺う。

（町長）町民が主人公

になるということは、町民
ができるだけ何でも知って
いただくこと。そのために
は真正な情報の公開が必要。

答

答

23

この情報公開がなければ、

10

３月

研修や不祥事対応等のコン

年度末における職員人

いる。

皆、色々な想いがあるかも

らである。私は職員に対し

かけられない、その思いか

答

を得ている。

（教育長）併設校とし

（町長）介護予防事業

いか、更に、校舎等の環境

問
答
問
きたい。また、議会の中継

返しの情報も取り込んでい

を何う。

いての町長、教育長の見解

定している。調査結果につ

を反省し改善したい。

育委員会の組織内のあり方

くす取り組みについて伺う。

と小中学校でのいじめをな

教育委員会での議論の内容

また、調査結果を受けて、

を行いたい。

光ファイバーの整備に
よって議会傍聴できない人
が家にいて議会を傍聴でき
ることは情報公開にあたり

12
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問
答
問
答

問

11

同じ敷地内での小中併設校と
なったが、子どもたちの
心理的な問題は無いか。
町民が主人公の町政を

力議員
豊後

良い経験をしていると思える。
今のところ抵抗感は見られない。
賢吾議員

答
問

［教育長］やや緊張する中、

真正な情報公開を進め
町民の意見を取り入れる。
笹渕

一般質問

ズバリ！聞きます

定住促進、子育て支援

等、今後の取り組みについ
て伺う。

（町長）雇用を確保し、

町民所得増加のための事業
を進めてまいりたい。

町営住宅の新規の建設

の考えはあるか。

きる政策が必要だと思うが、
町長の考えを伺う。

（町長）大いに参考に

なる考えだと思う。そうい

（町長）構想の中には

ある。研究をしながら、中
うのも考え合わせながら、
財源が豊富ではないので、
どれが得策なのかよくよく、
また、ご意見等々いただき

り、企画課とは別の特別組

新たな対策が求められてお

しているが、今までにない

が止まらない状況だと実感

く、同居世帯、二世帯住宅

住宅による定住促進ではな

考えられる。そこで、町営

負担も決して安くはないと

的には修繕費、改修費等の

実施すれば、住民の声を聞

任意でのアンケート調査を

た転入転出の手続きの際、

ながら、検討していく。

織的な課を設ける考えはあ
による定住促進を推進すべ
く、また、理解するいい機

推進を行ってまいりたい。

コントロールのもとで事業

も集め、一体感のある事業

核となる部署、知恵も情報

に住んでよかったと実感で

す」というような、我が町

固定資産税を半分にしま

申請をすれば、「５年間、

含む）をされた場合、町に

税務住民課を窓口とし

るか。
きと思う。例えば、同居又

是非やらせていただきたい。

金は１千２百万円でできる

新築、増築（リフォームを

選挙期間中、選挙ビラ

（町長）実行させてい

問
例示したから、町民の

ただく。

答

を改修、耐震補強すれば１

同規模で、菊水中央小学校

の中で、南関第一小学校と

場合どの様に思われるか伺

町民の一人としてとらえた

と思われるのではないか？

嘘ついた場合どのように成

か？総務課長、選挙ビラで、

来ると思われるのではない

皆さんは１千２百万円で出

答

関第一小学校を例示した。

（町長）事実確認をし

るのか調べてほしい。

う。

と、言われているが、出来

年の長寿命

ないか？福原町長が町民の
立場で選挙ビラを見た場合、
菊水中央小学校に改修、耐
震工事をしたら、町の負担

て報告する。

答

るということで理解してい
いのか伺う。

（町長）それはすべて

ではない。南関第一小学校

年、

の場合は面積も違うし、そ
れから

それはおかしいのでは

い。

円と限定されるわけではな

た事業になり、１千２百万

の中でもかなりの強度化し

てくる。耐震リニューアル

化をすれば、金額も変わっ

80

（町長）あくまでも南

千２百万円の財源で出来る

問

（町長）まちづくりの

会になると思うが、伺う。

納などの問題があり、将来

町営住宅では、家賃滞

期的にあたためていく。

・ 一般財源（町支出額）1200 万円（５％）

は二世帯住宅を目的として、

自然減以上の人口流出

答

問
答
問

問
答
問
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70

［町長］是非やらせていただきたい。
［町長］・・・。

答
問
答
問

企画課とは別の
特別組織的な課を設けては！
町の財源は本当に
1,200万円で済むのか？

敬之議員
生山
恭一議員
蒲池

一般質問

ズバリ！聞きます

