▲河原小運動会

西原村
議会だより
No.

80

12 〜 14P

９月定例会

平成22年11月 日発行

８P

２〜３P

５P

９P

※法

人

596万円減（電子部品や精密機器等、製造業の景気低迷により減）

33

22

12

66

2

平成22年11月４日発行

第80号

ゆうすい

西原村議会だより

定例会が７日から 日まで︑８日間の会期で開

337万円増（転入者の増による給与所得者の増）

催された︒

億8,635万円 （前年比9,020万円増、46.0％増）

平成 年度一般会計決算・特別会計決算を中心

３．国庫支出金

に︑平成 年度補正予算など議案 件同意１件︑

13億5,540万円（前年度比7,315万円増、5.7％増）

22

諮問１件を審議し︑すべて原案どおり可決された︒

人

14

一般質問は３名が登壇し︑村政を質した︒

※個

歳入のポイント

２．地方交付税

21

22

自主財源︵ ・５％︶ 依存財源︵ ・５％︶
億１７１６万円
億１３１８万円
11

村税︵個人・法人税︶
・
地方交付税︵国からの
繰越金︵前年度から繰越 交付金︶
・国庫支出金︵地
・ 村 債︵借 入
されたお金︶
・繰入金︵積 域 活 性 化 ︶
・県支出金︵県からの
み 立 て 基 金 の 取 り 崩 し ︶ 金︶
交付金︶
・地方消費税交
等は増となった︒
＊ 萌の里 の観光入込 付金等は増︒
｢
｣
自動車取得税交付金・
み客数は年間１００万
人を越している︒この ゴルフ場利用税交付金・
方々をいかに取り込む 地方譲与税等がわずかで
かが観光収入拡大︵財 はあるが減となった︒
●前年度比２億４６１２
源増加︶に繋がる︒
万円︵ ・５％︶増で
ある︒

億3,103万円 (前年度比251万円増、0.3％増)

１．住 民 税

一般会計決算を認定
平成 21 年度

９月定例会

活かせ来客100万人！
！

一般会計 歳入 総額33億3,034万円（前年比２億1,458万円増）

※地域活性化（生活対策臨時交付金・経済対策臨時交付金等）

どけつこた？
●風の里ロッジ新築工事（２棟）
●庁舎耐熱防水シート設置工事
●チャッタバー設置（俵山峠線）
※チャッタバーは暴走行為防止のため設置した。
風の里の新ロッジ

→
チャッタバー（暴走防止対策）

一般会計 歳出
歳

役場屋上に耐熱シート

総額30億4,001万円（前年比1億6,755万円増）
14

20

11

39

普通建設事業３億７０
５６万円
︵構成比 ・２％︶
補助事業として︑庁舎
耐熱防水シート・ＬＥＤ
照明等設置工事・宮山地
区基盤整備工事等︒
単独事業として︑少年
の森ロッジ新築工事・西
原駐在所土地取得費・立
野乾原線道路改良工事等︒

歳出のポイント

１．投資的経費

その他経費︵ ・２％︶
億９１５４万円

32

物件費・維持補修費︵道
路舗装補修工事等︶で増
となっている︒
補助費︵一部事務組合︶
については︑増となって
いる︒その他の補助費は︑
減額となっている︒

●地方債現在高
︵借入金︶
億４６０８万円
●積立基金現在高
億５３４５万円

12

12

48

12

前年度に比べて２億919万円（122.6%）増と飛躍的に伸びた。
※普通建設事業の中には、地域活性化事業臨時交付金（生活対策臨時交
付金8,033万円、経済対策臨時交付金4,851万円、公共投資臨時交付金
631万円）の大半を活用している。

２．扶 助 費

新型インフルエンザワクチン接種助成・児童手当・障害者福祉サービス
事業費等の増（前年度対比1,997万円 8.5％増）

3

義務的経費︵ ・３％︶ 投資的経費︵ ・５％︶
３億７９７９万円
億６８６８万円

人件費・６億３１５４
万円︵構成比 ・８％︶
扶助費・社会福祉費・
児童福祉費への支出が主
で︑
２億５５１２万円︵構
成比８・４％︶
公債費︵借入金の返済︶
５億８２０２万円︵構成
比 ・１％︶
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﹇問﹈土砂を取り除いて
欲しいという話も出てい
るが︑県と一緒に対応を
するのか︒
﹇村長﹈堆積土を排出す
るかは︑県からの補助等
も考えながら進めなくて
はならない︒

不納欠損が大幅増
﹇問﹈昨年より不納欠損
が大幅に増えている︒現
在の社会状況をかんがみ︑
今後は益々増えるのでは
ないかと思うが︑収納率
を上げるための対策はあ
るのか︒
﹇税務課長﹈村税全体で
は︑個人が 人・法人が
１社の不納欠損である︒
その中で所在不明が９人
で︑滞納処分する財産等
ない者が５人となってい
る︒
現在も所在の徹底的な
調査︑また財産調査およ
び家宅調査も当然行って
いる︒

国民投票システムは︑平
和憲法に関する国民投票
を求めるというようなも
のであるため︑現憲法を
守り抜くという立場から
反対である︒
また政党に対して︑村
長交際費を使うというこ
とは︑問題があるため反
対である︒

︹田島︺

国民投票については︑
国民の意思を判断するた
めのシステムの作業とい
うことで︑我々一人ひと
りがいかに考えるかとい
う点では逆にやらねばな
らない時期でもある︒
村長交際費については︑
村長も慎重に考えながら
本村の行く末︑子どもた
ちを含めて︑住民の全体
の幸せを一番に考えてさ
れているので問題はない︒
︹宮田︺
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討論

対

反

成

賛

13

﹇問﹈徴収は職員２名の
体制でなされているが︑
増員も考えているのか︒
﹇村長﹈現在は職員２名
の体制で徴収を行ってい
る︒今年から県からの応
援もあるので︑徴収率も
上がるのではないかと期
待している︒

経常収支比率 ・７％
﹇問﹈経済変動や地域社
会の情勢の変化にも耐え
て︑対応できるような弾
力性が必要とされる経常
収支比率は︑ ・７％に
なっている︒基準の ％
にはまだ大きな差があ
る︒経常的な経費をどの
ように考えているか︒
﹇総務課長﹈行財政集中
改革プランで取組んでい
る︒物件費の中で消耗品
等については︑総務課で
一括管理をしている︒
年２回は見積入札も実
施しながら経費節減に努
めている︒今後も︑物件
費等の削減には努めてい
く︒
﹇村長﹈
歳入がなければ︑
歳出を抑えるのは当然で
ある︒常日頃から︑いろ
んなところで工面しなが
ら進めている︒
※経常収支比率
︵家庭の場合︶毎月入っ
てくる給料のうち︑食費︑
ローン︑光熱費など必ず
支払う生活費にその給料
をどれだけ充てているの
かを示す比率︒︵村は
％以下が望ましい︶
75
75

87

87

主な質疑応答
ＥＭ菌の効果はある？
﹇問﹈大切畑ダムに︑こ
こ数年間ＥＭ菌を投入さ
れているが︑効果はある
のか︒
﹇総務課長﹈今年の春先
に東海大学の先生と土地
改良区役員の皆さんが︑
勉強会をされていると聞
いている︒
今年の秋に︑底に溜まっ
ている泥の調査をする︒

▲EM菌の投入が続く大切畑ダム

一般会計決算認定

健康保険の運用は？
﹇問﹈実質単年度収支で
は３９３０万円の赤字と
なっているが︑健康増進
対策などを進めて健康保
険の運用をどのように考
えているのか︒

平成 年度

指導室が必要では？
﹇問﹈保健指導のできる
場所が必要ではないか︒

﹇中村住民課長﹈住民健
診を高め︑生活習慣病の
予防に力を入れて医療費
の抑制に努めたい︒

反対１

賛成１０
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成

主
な質疑応答
一般会計補正予算

﹇村長﹈指導室もあった
が︑現在手狭になってい
るので︑今後検討してい
く︒

手狭な保健指導室

健康づくりに力を
﹇問﹈年々医療費が上が
り保険税を上げて済む問
題ではない︒保健事業︑
健康づくりに力を入れて
いただき︑特定健診で早
期発見し早期治療の指導
をするべきではないか︒
﹇村長﹈今後はいかに健
康づくりが必要か︑健診
率を上げて早期発見︑早
期治療に努めていきたい︒
﹇中村住民課長﹈家庭の
訪問指導を強化したい︒

監査審査

結果と意見

代表監査 草野正臣

財政運営については︑
厳しい経済情勢のなか︑
実質収支は各会計とも黒
字を持って翌年に引継ぎ
を得たことは︑財政収支
の均衡保持と投資的経費
に重点を置き︑消費的経
費の節減に努めた結果と
考えられる︒
財源の確保は更に厳し
くなると思われるが︑健
全財政維持には相当な努
力工夫が必要である︒

今後の課題
●高齢化社会進展に伴う
社会福祉費増への対
応︒
●健康増進対策等による
医療費削減への対応︒
●税徴収向上への努力︒
●公債費償還を前提とし
た建設計画と事業の活
性化︒
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険
健
険
医 療
収造林
水 道
事 業
計
保

国 民 健 康
老
人
保
介
護
保
後 期 高 齢 者
森林開発公団分
中 央 簡 易
工 業 水 道
合

一般会計決算
国民健康保険特別会計決算
老人保健特別会計決算
介護保険特別会計決算
後期高齢者医療特別会計決算
森林開発公団分収造林特別会計決算
中央簡易水道事業特別会計決算
工業用水道事業会計決算

可決

歳出総額
平成21年度
対前年度増減額
億3,780万円
1,562万円
311万円
△8,042万円
億2,115万円
2,942万円
5,207万円
107万円
2,491万円
2,116万円
6,007万円
△2,623万円
958万円
16万円
13億869万円
歳入総額
平成21年度
対前年度増減額
億8,128万円
△2,369万円
3,379万円
△8,299万円
億5,850万円
2,436万円
5,307万円
160万円
2,582万円
2,144万円
7,790万円
△2,467万円
1,503万円
△117万円
14億4,539万円

22

▲

保
国民健康

険 平成21年度 特別会計・企業会計決算を認定

単年度で
００万円の
単年度で３
３,９
,９

主な歳入
地方交付税⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ １億７８９４万円
繰越金⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ １億６９６３万円

主な歳出

主な質疑応答
﹇問﹈生涯学習センター
に共同補聴磁気ループを
設置できないか︒
﹇村長﹈私もよく存じて
おりませんが︑今後検討
させていただきたい︒
﹇教育長﹈即設置すると
いうことは︑考えており
ませんが︑検討をしてみ
たい︒
﹇問﹈山西小学校給食室
の備品購入費についての
説明を︒
﹇教育長﹈備え付けてあ
る備品で︑今まで洗い流
していたのを今回ドライ
方式に変えるものである︒
建設中の給食室内部

工事請負契約の変更

︵生涯学習センター︶

主な質疑
﹇問﹈補正の備品購入費
との関連はないのか︒
﹇総務課長﹈カーテンブ
ラインドについては取り
付け工事も絡んでくるの
で︑今回の工事請負契約
の中に変更した︒
﹇問﹈入札残があるから
追加工事をすると言うふ
うにとられるが︒
﹇教育長﹈カーテン等は
当初から備品として計画
していたが︑工事も伴う
ので今回工事請負費とし
た︒
﹇問﹈３月の定例会では
千円の一般財源しかい
らないということであっ
たがどうか︒
﹇村長﹈これは本体工事
にかかる出し分で︑備品
については補助対象外で
ある︒当初わからなかっ
たことも今回変更として
出させていただいた︒
﹇副村長﹈軽微な備品︑
あるいは消耗品等につい
ては︑一般財源で措置を
する︒
58
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全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成

一般会計
国民健康保険特別会計
老人保健特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
森林開発公団分収造林特別会計
中央簡易水道事業特別会計

可決

総務管理費⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ３２２８万円
︵庁舎エレベーター設置 議･場バリアフリー化等工事︶
財政調整基金積立金⁝⁝⁝⁝ １億１５００万円
道路維持費⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ３２００万円
道路新設改良費⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ４６５７万円
消防施設費⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ２５０８万円
︵無線デジタル化︶
理科室改修工事等⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ２０８７万円
給食室用備品⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７９８万円
︵山西小学校︶
生涯学習センター備品⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ６９２万円
グラウンド︵Ｅコート︶トイレ新築工事等
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７６６万円

▲

平成22年度 一般会計補正予算
3億6,038万円追加

総額31億2,088
総額31億2,
088万円
万円

副議長決まる

臨時議会

執行部と議会、両輪で村発展のため着々と進んでいる中、副議長選任において２回の臨時議会
が開かれました。
村民のみなさまには混乱の中、不信・不安を抱かせましたが全員新たな気持ちで村政に努力し
ていきます。
山田副議長

責務の重大さを感じ、議会の円滑化を図り
西原村の発展に邁進していきたい。

議 会 構 成
議 長

今 村 和 己

副議長

議会運営委員会（6名）

総務福祉常任委員会
（6名）

委 員 長

西 村 成 美

委 員 長

桂

副委員長

山 西 英 雄

副委員長

山 西 英 雄

委

員

田 島 敬 一

委

員

田 島 敬 一

委

員

吉 岡 敏 数

委

員

日 置 篤 徳

委

員

山 田 政 晴

委

員

西 村 成 美

委

員

桂

委

員

宮 田 勝 則

悦 朗

産業教育常任委員会
（5名）

悦 朗

広報調査特別委員会
（5名）

委 員 長

吉 岡 敏 数

委 員 長

林 田 直 行

副委員長

渡 邉 公 男

副委員長

山 西 英 雄

委

員

山 田 政 晴

委

員

渡 邉 公 男

委

員

坂 梨 公 介

委

員

桂

委

員

林 田 直 行

委

員

宮 田 勝 則

固定資産評価審査委員

秋 吉

7

山 田 政 晴

悦 朗

人権擁護委員

司 氏（再々任）

草 野 正 臣 氏（再任）
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総務福祉常任委員会

住民課
住民課と
意見交換会8月30日開催
と意見交換会8月30日開催
議員と職員それぞれの視点で意見した。

議会よりの主な意見
住民課は全村民の窓口
である︒いろんな相談者
が来庁される︒相談しや
すい環境が必要だ︒また
個人情報保護の観点から
相談室を設けなくてはな
らない︒現在はどのよう
にして対応しているか？

福祉タクシーの利用登
録者とその利用状況につ
いて高齢者や障がい者の
なかで限定しているが︑
来年度はどのようにして
いくのか？
もっと登録条件を緩和
してはどうか︒

国民健康保険の運営状況が赤字計上され︑今後が懸念される︒
国保の運営はここ数年
連続して実質赤字を計上
している︒保険税の負担
増をお願いする時期にな
るのでは？
保健士の活動をもっと
もっと活発にして健診や
その後︑指導・相談を強
化していく︒それが医療
費の軽減になり︑それが
国保運営の健全化につな
がる︒

その他の取り組み状況

▲住民課窓口

●緊急通報システムは老
朽化していることと︑
消防組合の広域化が検
討されるなかであるの
で︑民間委託を含め検
討していく︒
●敬老会開催費助成は
年度から各行政区の申
請により助成している︒
●こども医療費助成は一
部負担金の支払いがな
くなり︑医療費申請も
不要になっている︒
●学童保育施設老朽化で
耐震診断調査し今後検
討する︒

住民課は職域が広くいろんな事務を行ってい
る︒

● 年度は女性特有のが
ん検診推進を目的に一
定年齢を対象に子宮頚
がん及び乳がん健診の
無料クーポン券を配布
した︒健康手帳を交付
により健診受診率の向
上をはかっている︒
●新型インフルエンザ予
防接種との一部負担に
ついては今後も継続し
ていく︒
●子育て創生事業で育児
の悩み相談や育児・家
事を協働して行うス
タッフを派遣し︑育児
不安の解消を図ってい
る︒
21
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住民課よりの回答や意見

相談窓口としていつも
住民に相談され易い環境
づくりを目指している︒
しかし現在︑相談室が
ないので個人情報保護の
観点からも相談室を設け
たいと思っている︒

４月から７月までの利
用者数は延べ１７４名で
ある︒
家族が自家用車を所有
しているが︑昼間は仕事
でいないので車による移
動ができないので福祉タ
クシー利用券の交付を願
いたいとの要望がある︒
来年度は登録条件の緩
和を検討する︒

住民健診の受診率を上げるように 年度から個別健診を導入する︒また個
別訪問で健診の重要性を伝えていく︒
国保運営は厳しい状況
にある︒来年度は負担増
をお願いするところまで
きている︒しかし健診の
受診を強化し早期発見・
早期治療の重要性を伝え︑
医療費抑制へつなげたい︒
その方法としては保健士
を中心に地域人材を活用
して行う︒

23
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産業教育常任委員会

ゆっくり ゆったり のんびり
｢癒しの
しの里
里｣袴野農家民宿
袴野農家民宿を
を訪ねて
猛暑の７月にオープン
した袴野の農家民宿を訪
ねた︒坂本さん︑広瀬さ
ん︑東さんの３軒︒とに
かく元気いっぱいである︒
年程前から構想を練
り︑産山村の民宿を皮切
りに大分県安心院︑鹿児
島︑宮崎と九州各地を視
察研修し︑勉強会を行い︑
この夏オープン︒
10

広瀬さん夫婦
▲

西 原 特 産 の か ら い も で︑ 天 ぷ ら︑ 掻 き
揚 げ︑ き ん と き 等 々 に︑ 落 花 生 豆 腐 も
評判が良いとの話︒

養殖ヤマメ︑搾りたて
牛乳などを素材にした奥
さん方の田舎料理︒朝食
を残すお客さんはいない
とのこと︒﹁宿泊された
お客さんが喜んで食べて
いただけることが嬉しい
です︒仕事にやる気がで
てきます︒﹂と笑顔で話
された︒
これからは県外も視野
に入れ︑インターネット
を活用したＰＲを行い︑
リピーターを増やし︑小
中学生の農業体験宿泊等
も検討する︒村に少しで
も明るい材料を提供でき
ればと思い︑活動を行っ
たと語る還暦を過ぎた袴
野の﹁侍﹂は西原の清涼
水︒紅葉の秋を迎えた袴
野は魅力満載である︒農
家民宿を訪ね︑西原村観
光事業の原点を見た想い
であった︒

▲ゆったりとした部屋

▲坂本さん夫婦
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静かな農村
はかまの農家民宿
﹁自然がいっぱい﹂﹁ゆ
うすいの里﹂﹁昔ながら
の 手 料理﹂が表看板︒体
験型農家民宿としてのメ
ニューも素晴らしい︒塩
井社川の水遊びから︑ブ
ルーベリー狩りに地鶏舎
の卵拾いと栗拾いなど︒
また︑地元窯元 天｢ で｣
陶芸体験︒一人で二ヶ所︑
三ヶ所もまわられるほど
好評で︑温泉施設の入浴
券付で１泊２食付６８０
０円︒

▲東さん夫婦

奥さん方手作りの夕食を見せてもらった。新鮮な山菜、野菜
料理が満載である。

益城・嘉島・西原環境衛生施設組合議会
平成21年度一般会計決算
歳入総額 4億9,958万円
歳出総額 4億3,124万円
主な歳入
１．分担金及び負担金…… 億4,230万円（本村負担金…………6,300万円）
平成22年度で公債費（借金返済）が終了することから、老朽化する施設の今後の方針について
は、広域の再編を含め管理者間協議に入るように議会承認した。今後は３町村を中心に周辺施設と
の協議も含め検討に入る。（現在の埋立て施設基金残高は9,963万円である）

高遊原南消防本組合議会
平成22年度 一般会計補正予算
総額4億5,337万円 1,243万円追加
歳入 救急業務負担金……………… 53万円
繰

越

歳出 予

備

費……………1,243万円

金……………1,190万円

＊南消防組合西原分駐所設置について、「今後、両町村議会で検討委員会を設置する」
「まず両町村総務課長レベルで協議する」

「山は呼ぶ万歳の声」

渡

床の間に掛けた一本の掛け軸。臨済宗大徳寺派
管長を務められた京都大徳寺元住職（故）福冨雪
底和尚に書いていただいた。色紙には｢亀は遊ぶ
万歳の池｣と書いてある。書いてある･･･とても私
のような凡人には読める書体ではない。かろうじ
て池の字だけは読めた。
もう一枚あるがこれも読めない。「山は呼ぶ万
歳の声」と書いてあると聞いた。お坊さんの書体
は難しくて読めない。葉書の便りも何枚かあるが、
これとてまた全く読めない。
30年程前よりお世話になっている茨城県取手市
西光寺住職の紹介でいただいた色紙を表装し、年
毎に交換して掛けている。
老師には一度だけ博多のお寺でお会いし挨拶を
したが、高い位の方と聞かされ、尊顔をまともに

西原村議会だより

ゆうすい

邉

公

男

見ることができなかった。照会
していただいた住職から、「山
は呼ぶ万歳の声」は阿蘇郡西原
村、緑豊かな静かな山村を思
い、住む人の幸せを願って詠ま
れたと聞いている。
「山は呼ぶ万歳の声」。合併
50周年を迎えた素晴らしき村で
ある。
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山田 政晴
日は︑各分科会に分
れて講演があった︒全国
ヵ所の広報議会だより
を元に説明があった︒発
行数 号〜１５０号位で
あった各町の議会だより
の優れている３点︑今後
の課題等を多く語られた︒
本村﹁ゆうすい﹂も発行
回数 回で内容もすごく
良くなりつつあり︑今後
も住民にもっともっと読
まれる広報誌となるよう
に努力したい︒

阿蘇市町村議長会研修
今村 和己

世 界 遺 産

知床は２００５年登録
一︑面積５６１００
︵国内最大︶
二︑合致した登録基準
生態系
低緯度季節海氷域の海
洋生態系と陸上生態系の
相互作用を示す複合生態
系の顕著な見本︒
生物多様性
北方系の種と南方系の
種が混在する特異な種の
構成︑シマフクロウ・オ
オワシ・トドなど国際的
希少種の生息地︒
世界遺産の登録基準
項目のうち自然遺産の登
録基準は４項目で︑知床
はその中の４項目を満た
したことで登録が実現し
た︒
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８月 日〜 日
東京シェーンバッハ砂防
まず 日は︑わかりや
すい文章表現︑表記︑読
まれる広報誌のつくり方︑
情報化社会のコミュニ
ケーション︑またネット
ＰＲ発想で考える自治体
ホームページの活用方法
等の講演があった︒
①読者は誰か
②読者視点の編集
③紙面の構成
④読まれるメディア
インターネットの普及
で変化する社会に合わせ
て新しいＰＲ手法を用い︑
あらゆる事実︑小さな
ニュースも住民や関係者
にとっては大事なニュー
スになる︒

ha

全国町村議会広報研修レポート
現在の本村のホームペー
ジへのアクセス数は自治
体のランキングにも入っ
てこない︒
全国自治体ホームペー
ジへのアクセスランキン
グには県内では和水町が
はいっている︒町民が町
行政に対する興味が高い
ところであると思われる︒
本村のホームページへ
のアクセス数アップをは
かる工夫をしていかねば
ならない時代にきていた
のである︒なぜなら自治
体独自で発展・活用でき
るマスメディアであるか
らだ︒
議会広報誌の充実はも
とより︑そのメディアを
活用しさらに議会への関
心を住民にもってもらう
手段の大きなひとつにな
るからだ︒

斜里町は町立知床博物
館館長中川 元先生を始
め他に３名の学芸員が職
員で勤務されている︒各
分野で世界的権威の学者
で鳥類・植生・魚類・考
古学等各分野で超一流の
先生たちを︑配置し取り
組む姿勢が並大抵ではな
いと痛感した︒
斜里町の概要
面積７３７・１㎢
人口１３４３１人
高齢化率 ・７％
主な産業
農 業
耕作面積９８２０
農家戸数３１６世帯
生産額
億円
漁 業
漁家戸数３１３世帯
生産額１０３億円
観 光
観光入込客
１３１８０３６人
観光消費額１３４億円
商 業
卸売業 億円
小売業１９１億円
経済の活性化にも目を
見張る町である︒

ha

26

宮田 勝則
いつも住民にわかり易
い文章表現・表記になる
広報誌づくりを心がけて
いるが︑議会広報誌の全
国大会ともいえるこの研
修会の話を聞くと各自治
体もレベルアップが図ら
れているし︑講師からい
ろんなテクニックの方法
を教えていただき︑更に
意欲が湧きたてられる︒
特に今研修会では二人
の講師がメディアのこと
を話された︑なかでも自
治体のホームページの活
用をして議会活動や委員
会活動をタイムリーに更
新したり定期的に追加更
新するなどしていかなけ
れば︑いつ見ても一緒で
は面白くもなんともない︒
さらに読者向け機能でコ
ミュニケーションをは
かっていくことも︑重要
になってくる︒
79

全国研修会にて学ぶふたり
▲
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90
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▲知床半島

20

26

15

25

25

一般質問

新幹線開通…観光戦略どうする
村長 開業後の様子を見て

﹇田島﹈これまでの通過
型の観光客を滞在型にし
なければならない︒外国
人の来客を見越して︑外
国語の看板の充実を図り︑
阿蘇観光︑南阿蘇観光の
入口として︑西原村が積
極的な企画を出すべきで
はないか︒
﹇村長﹈企画商工課を中
心に︑可能なアイデアを
求め︑さらにそれを検討
していきたい︒

﹇田島﹈高齢者の約半分
が︑難聴の悩みを持つと
いうが︑カウンターに共
同補聴システムを設ける
などバリアフリーにして
こそ︑健康な村づくりが
できるのでは？
﹇村長﹈共同補聴システ
ムを調べてみたい︒

長 ワクチン接種と倫理の教育も

子宮頚癌等のワクチン補助をぜひ
村

﹇田島﹈全国の自治体で
子宮頚癌と肺炎球菌︑ヒ
ブのワクチン接種が増え
ている︒子宮頚癌は速効
性はないが︑十年後には
明らかな大きな効果が出
る︒これらのワクチン接
種の補助の考えは？
﹇村長﹈ワクチン接種を
推進することと倫理面で
も教育をしっかりしてい
く︒

12
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観光を目指して
﹇田島﹈西原村を含めて
阿蘇地域全体がこれまで
弱かった︑滞在型・体験
型の観光めざして︑戦略
を練る時ではないか︒
熊本県が小山薫堂氏の
呼びかけで﹁くまもとサ
プライズ﹂を募集してい
る︒西原もインターネッ
トを活用し︑アイデア募
集など村民総ぐるみで取
り組んではどうか？
﹇村長﹈︵ゆるっと博覧
会︶実行委員会が︑昨年
７月より地域資源の調査
や先進地視察も行ってい
る︒
村民総ぐるみというが︑
村内にＪ Ｒ駅もなく︑新
幹線利用でどれだけ客が
来るか︑３月開業後の様
子を見て検討したい︒

▲西原中の生徒たち

議員
田島敬一

一般質問

不名誉です！県下で３番目
村長 指導を強化し啓発運動を推進

54

﹇渡邉﹈昨年の市町村別
交通事故発生状況による
と︑本村第一当事者事故
件数は 件︑負傷者 名
である︒１万人あたりの
割合の数値とはいえ︑県
下で４番目である︒まだ
ある︒本年７月末現在︑
第一当事者発生件数で︑
嘉島町・益城町に次いで
西原村は３位である︒こ
の数字を踏まえて村長は
どう思うか︒

﹇村長﹈昨年より増して
の順位は不名誉なことで
大変残念である︒今後は︑
指導を強化し啓発運動を
推進していく︒
駐在所また大津署と相
談し︑交通事故防止・飲
酒運転撲滅を図る︒

▲交通安全大会

※第一当事者とは︑市町
村に居住している第一
当事者︵事故の主原因
になる者︶が県内で起
こした交通事故︒
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73

11

90

55

60

33

46

56

交通事故防止は
﹇渡邉﹈交通事故は事故
に遭った被害者ばかりで
はなく︑その家族をも不
幸にするものである︒
昨年は死者５千名弱︑
発生件数 万︑負傷者
万である︒この数字は全
国だが︑大津署管内にお
いても︑事故発生件数９
００︑負傷者１２００︑
死者が５名出ている︒
また︑昨年県内におい
ての酒酔い運転が 件︑
酒気帯びが 件も出てい
る︒本村の交通事故防止
及び飲酒運転撲滅の対策
はどうする︒

﹇村長﹈昨年県内の死者
名の内︑高齢者が 名
で約 ％を占めている︒
高齢者対策が今後の課題
であると思う︒
本村においては︑交通
安全協会に依頼して︑運
転診断器︑酒酔い体験︑
シートベルトコンビンサー
を用いて体験学習会を実
施している︒
職員にも飲酒運転は絶
対しないように注意喚起
を行っている︒
村民一人ひとりに周知
ができるように広報西原
に掲載し︑交通事故防止︑
飲酒運転撲滅に取組む︒

▲園児によるタッチ運動

西原村議会だより
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議員
渡邉公男

一般質問

財源確保を図れ！

村長 人口の増加を図る

﹇吉岡﹈これまでは財源
の多くを補助金に頼り︑
足りない分は交付税で穴
埋めされてきた︒今後は
安定した収入︑また︑財
源力を高めていく必要が
あると思うが︑今後の計
画はあるか︒
﹇村長﹈
企業誘致の推進︑
また︑農業所得の増大を
進めていく︒基本的には
人口の増加を図ることが
財源確保のポイントであ
る︒

﹇吉岡﹈国の借金も２０
１１年度は千兆円になる
と言われているが︑村の
村税を含めた自主財源は
全体で ・９％ 億８千
万円︑交付税は ・２％
億８千万円の収入で︑
国債も多くなれば交付税
も削減されてくるのでは
ないか︒今後の交付税に
ついてどう考えているか︒
﹇村長﹈交付税は国全体
を見回しても人口減少等
により厳しくなってくる︒

﹇吉岡﹈民間事業の開発
で人口は増加している
が︑ 年後︑ 年後を思
うと高齢化率も高くなる
懸念があるので︑家庭菜
園付の二世帯住宅の開発
も考慮していくべきでは
ないか︒
﹇村長﹈大型の住宅開発
は時間と経費︑労力も掛
かるが︑今後進展する少
子高齢化︑また︑子育て
支援等に対する政策とし
て推進するに値するもの
であると認識する︒

﹇吉岡﹈民間事業や地方
公共団体などの発案によ
り︑地域の特性に応じた
規制の特例措置を導入で
きる制度で︑地域に限っ
て規制緩和や税優遇措置
が受けられる総合特区を
活用した開発を進めてい
く気はないか︒
﹇村長﹈ほ場整備をした
優良農地を宅地にする事
は農家に対して若手の就
農意欲を欠きはしないか︒
一般的な農地︑あるいは
山林等の宅地造成であれ
ば可能であるが︑今後検
討していく︒

▲開発できないか
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吉岡敏数

12

36

41 11

10

20

あんときの質問はどぎゃんなった！
今回は、一般質問で取り上げた課題にどのように取り組まれたか、
また今後どのように対応していくのか？調査した。

【質問の内容】
本村には環境省の自然環境保全基準に達する56本の巨木、県内において西原村だけに生息する希
少植物がある。村の宝である巨木、希少植物の保護条例の制定は。

【当時の答弁】
巨木においては村指定を行い、持ち主に安易に切らないようお願いをする。希少植物は公表をさ
けて静かに見守りたい。

【過去の取り組み】
平成17年より平成21年まで現地調査を複数回行い、現状の把握を行った。

【現在の状況】
希少植物の種類と自生場所状況を把握した段階である。巨木は樹木医の診断を受けている。

【今後の取り組み】
特定の希少植物については県指定を考慮して検討し、巨木は再調査を行い、今後本村の宝として
の啓発、啓蒙に努める。

▲樹齢400年超えの巨木

15
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巨木・希少植物保護について

平成19年12月定例会で取り上げられている。

編集発行／熊本県西原村議会
熊本県阿蘇郡西原村大字小森３２５９
ＴＥＬ０９６
２７９

︱

３１１１

︱

ＦＡＸ０９６

本村に住宅を求められたきっかけは？

こども見守り隊

西原村はよく通っていました。空気が良いし、広々
としているし、引退したらこっちに住みたいなという
願望がありました。退職後、土地を探していたときに
コモンビレッジで、いい家がありましたので家内に相
談し購入しました。

Q２

子ども達の安全を守るために見守り隊を結

成されているが？
貴田さん、小細工さん、松崎さんと私の４名で委嘱
左より小柳氏・貴田氏・小細工氏

を受けて３年になります。
今はほとんど毎日、自分の健康も兼ね、こどもたち

小柳新一氏

67才（高遊中）

が、安全に通学できるように、朝７時から一緒に歩い

Proﬁle

て送っています。

元教諭（熊本マリスト学園）
益城町には３０年以上住む。
西原村に来て７年目です。

Q３

村に望むことはありますか？

― プロフィール ―

Q ４ 「ゆうすい」を見て要望がありますか。

休日には、交通量も多くなり子どもたちが安心して
遊べない。また親としても外で遊ぶのに不安を感じて
いると思います。大人も子どもも安全で安心できる場
所として公園を造ってもらいたい。

議会活動については、よく頑張っているなと
いう印象を持っています。
全てを載せているわけではないと思いますが、
これからは事実を隠さずありのままに掲載して
もらいたい。

■ ★ゆうすい★モニター募集！ ■
村民の皆様に読んで戴ける議会だより｢ゆうすい｣として、編集委員一同努力しております。より一層読み
やすく、判りやすい、親しみのもてる議会だよりとなるべく、今回「ゆうすい」のモニターを募集致しま
す。皆様方の｢生の声｣をお聞きできればと思っております。
＊詳しくは議会事務局まで連絡ください TEL096−279−4364（西村まで）

直行
英雄
公男
悦朗
勝則
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編集後記

林田
山西
渡邉
桂
宮田

和己

文責 林田 直行

今村

秋の収穫も落ち着きをみ
せ︑各種行事も次々と開催
され︑村民の笑顔がどこか
らともなく見受けられるよ
うになった︒
集いでは笑い声・歌声で
明るく微笑ましい光景も見
られる︒また︑苦言や愚痴
のでる集会では何か重苦し
く暗いものである︒
生活の中でどちらも経験
しているが︑心がすっきり
と暮らせる生活をしたいも
のだ︒
﹁ 私 ﹂ や﹁ あ な た ﹂ の 心
の中が︑言葉や行動となっ
て表れコミュニケーション
を作り出す︒
さーぁ がんばるぞ︒

長

広報委員
委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員

３５０６

︱

発行責任者

議

２７９

︱

Q１
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