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６月定例会

ブロードバンド導入
６月定例会が14日から17日まで、４日間の会期で開催された。

平成23年度一般会計補正予算、西原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定など、議案５件・
報告１件・陳情２件を審議し、すべて原案どおり可決した。一般質問は４名が登壇し村政全般を質した。
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役場を中心に２カ年で整備

山

都

町

現在本村におけるブロードバンドの環境はADSLを主とするもので、ここ数年は加入数の増
加で回線が満杯になるほどであった。インターネットの環境は、非常に不便な状態になる地域
が多く通信回線の渋滞とも言える状況であり、進出企業や個人事業者また個人利用者にとって
は深刻な問題であった。行政と議会で検討し、民設民営方式で整備することになった。総事業
費は４億6,400万円で村負担は１億9,800万円と初期投資も少なく抑えた事業になった。整備
エリアは図示のとおりである。

高度情報化社会に対応

西原村全図

光ブロードバンド整備事業予算が６月定例会に提案され可決した。本年度から２カ年の事業である。
村内一円に光通信網が整備され、さらなる村の発展も期待される。

熊本県
阿蘇郡

※負担金の内訳
本年度１億円（4,294万円は国庫補助金で実質負担金5,706万円。）
来年度は9,800万円で、国庫補助申請を予定している。
西原村議会だより
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平成23年度西原村国民健康保険税条例の一部改正する条例を審議し、原案どおり可決した。（賛成10反対１）

医療費の高騰
原 因
■高額医療費の増
（月 万円を超える患者
の増加）
■高度
 医療に伴う高額化
等

対 策

質 疑 応 答

［村長］現在の６名（被
保険者２・医師２・議会
２）で諮問させていただ
きたい。

［問］現在国保運営協議
会は６名の委員で運営さ
れているが、定数の改正
はできないか。

まず、
自分の健康は自分で守る！
国民健康保険事業
医療費支払いのしくみ
個人が支払った金額（一
部負担金・一割か三割）
の残額（保険者負担・九
割か七割）を国民健康保
険で支払っている。
これもみなさんの税金
で支払っているのです。

［問］一般の方を増やす
余地はあるか。

反

対

（田島）

現税率で値上げをせず
一般会計から繰り入れを
断行する。
精神疾患者も、地域の
中で安心して暮らせるよ
うな体制づくりが必要で
ある。

賛

成

討論

医療費が高額になると
税収や交付金などで賄う
ことができず健全な国保
運営ができなくなる。
単年度赤字が続き、現
段階での基金が３０００
万円である。
このような状況では今
後の運営が難しくなる。
（渡邉）
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■受検診・保健指導
（個別）
■早期発見・早期治療
（掛かり付け医者を持ち、

かけもち受診をしない。
）
■健康づくり
（食・運動等）

［村長］今後、委員であ
る２名の議員の意見も聞
きながら対応したい。

［問］徴収率アツプのた
めの努力目標はあるのか。

［税務課長］滞納繰越分
の徴収率は、 ％以上を
目標にしている。

［村長］税率の引上げで
徴収率が下がる心配もあ
る。
前年度の徴収率 ％を
目標に頑張りたい。

92
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20

［問］精神疾病で長期入
院をされている人達を地
域で受け入れる体制づく
りをすれば、医療費の負
担を軽減できるのではな
いかと思う。
本村で長期精神疾患者
医療費の占める割合は
何％か。
［住民課長］精神疾病患
者の占める割合は約 ％
ですが、長期入院をされ
ている方の医療費は把握
していない。

19

理 由

18
19
20
21
22

金額（千円）
443,007
495,419
471,433
480,278
533,263
度
年

税の引き上げ
医療費が高額になると、
税収や、交付金等でまか
なうことができず、健全
な運営ができなくなる。

▲血圧はどうかな

80

■ 単年度収支で赤字が続く
■基金（貯金）残高
３０００万円
■医療費の平均月額
４４００万円

【医療費の推移】

６月定例会
主な質疑応答
［問］光ブロードバンド
整備事業補助金として、
１億円予算提示されてい
るが、大きい事業につい
ては当初予算で組むべき
ではないか。
［副村長］国からの内示
の時期を確認したところ、
年度を越えることもある
と連絡があり、当初予算
では組めなかった。
［問］大きな事業につい
ては、計画性を持って当
初予算で組む考えはない
か。
［村長］ここ数年間は、
経済対策交付金等があっ
たが、東日本大震災によ
り、今後は交付金等が多
く望めないと思われるが
計画を立て行う。

阿蘇地域の
道路整備要望
７月７日県土木部なら
びに馬場県議会議長そし
て自民党県連に陳情を
行った。
各市町村１件の絞った
要望で、本村は県道堂園
小森線の道路改良の早期
完成と「主要地方道」へ
の昇格を強く願った。
堤県議・佐藤県議も同
行頂き阿蘇地方の地域振
興・観光へのアピールも
出来た。
阿蘇市町村長会
阿蘇市町村議長会

己
和
村
今

4
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した順番を覚えていて、それが一つ前の状態に戻
します。…便利ですよ～
失敗したらどうしよう？
失敗こそ上達のチャンスです。失敗することに
よって一度でうまく行くより沢山の事を学べます。

70才の私が『悩むこと』と『答え』の一部分で
す。少し慣れたら面白くて病みつきになること請
け合いです。……… さぁ始めましょう！

パソコンって難しそう
はい、難しいです！すこしは勉強しないと上達
しませんが「習うより慣れろ」の部分もありま
す。パソコンを習慣にして、定期的に触るように
します。
パソコンで何ができるか良くわからない
まず目標を持とう！パソコンを「何となくやっ
てみたい」よりは、「これをやりたい」「絶対
やってみたい」と思うことが大切です。
パソコンは何でもできるあなたのパートナー、
何をするか決めるのはあなたです。
パソコンはどうやって動いているの？
知らなくても大丈夫、でも２つの事だけは理解
しましょう。ハード（ウエア）とソフト（ウエア）
何もしていないのに変になった！
残念ながらそれはありません。あなたが何か操
作をしたから変になったのです。便利な「元に戻
す」機能を覚えておきましょう。パソコンが操作

［問］駐車場整備予算の
面積と駐車台数は？
また他の町村では、職
員の駐車料金を徴収して
いるところもある。本村
ではどう考えているのか。
［総務課長］一般用の駐
車スペースが不足して来
庁者に不便を強いている。
職員用駐車場を一部敷地
外に設けて是正する。
駐車場の面積は約５１０
㎡で、 台は駐車できる。
使用料の算定について
は、西原村行政財産使用
条例の規定により算定す
る。
［村長］本村も借地料ぐ
らいは職員全員で負担を
する方向で考えている。

23

産業教育常任委員会

常任委員会に
付託された審議事項
「陳情書」

直未
虎臣
登
勝秋
正光

万徳新所線
▲村道

化粧塚集落内道路改良
に伴う件４項。

陳情者
仁

安全な通学路を作れ！

「陳情書」

下城
菊川
緒方
渡邉
古沢

村道万徳新所線にかか
る歩道設置等、道路改良
の件。

陳情者
西原台区長
星ヶ丘区長
新所区長
緑ヶ丘区長
万徳区長

『採 択』

■産業課担当項目
公共土木・農業振興・
地籍・簡易水道・工業用
水道等。

産業委員会では、増え
ても減る傾向にない耕作
放棄地についての現状。
また、本年度発足する
西原村鳥獣被害防止対
策協議会に関する報告を
行った。

■教育委員会担当項目
学校教育全般・社会教
育・社会体育・文化財等。

教育委員会においては
社会教育の新成長戦略の
「新しい公共」について
の説明。
学校給食でのアレル
ギー疾患児童に対応した
現状報告を行った。
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化粧塚区長 高尾

『採 択』

▲陳情された周辺

議 会 報 告

総務福祉常任委員会

●住環境と自然環境
●保育園運営

議会報告

●健康づくりと健康管理
●光通信網導入

以上の４項目について活動報告をしました。

☆自然環境問題についての取組み
⑴鳥子嘱託区と高遊嘱託区（化粧塚を含む）の区長・
衛生班長との意見交換会を開催し、合わせて現地調
査を実施。
⑵村内全域を対象に不法投棄の現地調査を実施し、後
日役場職員と合同で不法投棄物回収を実施。
▲大切畑ダム

☆健康づくりと健康管理に取組む
⑴生活習慣病健診に取組む福岡県久山町研修。
⑵住民課と意見交換会を開催。

▲住民健診

☆保育園運営についての取組み
⑴待機児童解消と短時間利用児の解決策として、幼稚
園・保育園一元化を研修。
福岡県須恵町（認定こども園アザレア幼児園）
⑵保育園職員と意見交換会を開催。（３回）

▲にしはら保育園

☆光通信網についての取組み

甲佐町に学ぶ

光ブロードバンド通信環
境の整備について
まちづくりを進める上
で高度情報化社会におけ
る情報通信網に関する町
の課題を総合的に解決す
るとともに、企業誘致や
若者の定住促進などに関
する重点施策をより効果
的に実施するために導
入。
ここ数年人口が減少傾
向であったが、導入後は
増加に転じた。
民設民営方式で整備
光ファイバー敷設など
の整備事業費は、国土交
通省の地域住宅交付金や
過疎債を充て、町の負担
を軽減。

本村のインターネット
接続方法はＡＤＳＬ回線
を利用しているが、不足
している状況である。
光ブロードバンド通信
環境の整備は、観光や企
業誘致また若者の定住促
進に必要不可欠であると
いうことで、総務福祉常
任委員会は、導入するこ
ととした。
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［田島］本村には、布田
川・日奈久断層帯がある。
再度防災マップを配布
し、周知徹底しては？
［村長］平成 年度に防
災マップを作成配布した。
ホームページにも掲載し
ていることを広報西原で
周知したい。
［田島］食糧、水、毛布
などの災害用備蓄はでき
ているか？

18

［村長］ＮＰＯ法人コメ
リ災害対策センターとの
物資協定の締結を進めて
おり、作業シートやヘル
メット、毛布、タオル、
マスク、飲料水等のほか、
インスタント食品もお願
いしているところだ。
西阿蘇酪農業協同組合
からは常温長期保存可能
飲料、酪農牛乳ＬＬ製品
を飲料水として無償提供
いただくことになってい
る。

［田島］耐震診断、耐震
補強への助成制度を検討
してはどうか？
［村長］耐震対策強化に
は自治体の財政負担を伴
う。国庫補助の申請には
建築物耐震改修促進計画
策定が前提。県内 市町
村が策定しているが、今
後の導入状況を見ながら
検討する。
公共施設は、昭和 年
の建築基準法施行令改正
で耐震基準が見直された。
小中学校は耐震診断を順
次実施し、基準は満たし
ている。河原団地は、本
年度長寿命化計画を策定
し、整備を進めていく。

24

56

［田島］東日本震災地へ、
民間のボランティアを行
政の責任において派遣す
るシステムを考えてはど
うか。

［村長］ボランティア本来
の趣旨が損なわれるので
はないかと疑問に思う。

［田島］原発事故を機
に、省エネと自然エネル
ギーへの転換をどう図っ
ていくのか。

［村長］住宅用太陽光シ
ステム補助に重点を置い
ており、太陽熱温水器へ
の補助は今のところ考え
ていない。
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議員
田島敬一

！
！
ズバリ 村政を問う
一般質問

東日本大震災から何を教訓とするか
村長 継続的危機感と防災意識

一般質問

西原中学校の学力水準は
教育長 県平均を上回っている

［渡邉］突飛的なことを
申し上げるが、今、子ど
も達の夢は宇宙である。
宇宙飛行士を目指すなら
西原中学校へ！として、
超のつくような講師を招
いて、超エリートコース
の専門部を創設し、全国
から宇宙への夢を持った
子どもを招く。
河原小学校に転入生が
来て、西原中学校へ入学
する。河原小学校の少子
化対策委員会も必要なく
なる。夢にもならん話か
も知れんが村長の考えは。
［村長］今のところそう
いった壮大な構想は考え
ていない。

［企画課長］臨空テクノ
パークに企業進出の話も
あると聞いている。相当
な雇用があると見込まれ
るので、職員の住宅地と
しての利用が将来的には
考えられると思う。

長 芸術的な有効活用も

村有地の有効活用は
村

［渡邉］村有地大字小森
土橋に９０００㎡強の村
有地がある。工芸の里と
しても良し、企業の社宅、
もしくは寮。もっと別な
見方をして村で分譲住宅
等を検討する考えはない
か。この土地の有効活用
の考えは。

［村長］村の活性化のた
めにも利用方法があれば
と以前から思っていた。
民間での有効利用も考え
ている。
芸術的な位置づけで進
めるならばと思ってい
る。村の活性化につなが
れば積極的に進めたい。

8

平成23年８月４日発行

第83号

ゆうすい

西原村議会だより

［渡邉］世界における日
本の子どもの学力低下が
叫ばれる今日、文科省に
おいても方針転換がなさ
れている。
現在の西原中学校の学
力水準とあわせて今後の
学力向上についての教育
長の考えは。
［教育長］全国の学力診
断については、大震災の
影響で延期になっている。
村内三校の成績は県平均
を全体的に上回っている。
だが数学の活用の部分だ
けは県平均を下回ってい
る。
学校教育が昔と違い周
囲からのニーズで多様化
している。県の教育方針
に従って教師の学力充
実、授業力アップの研修
も受けて、現場で頑張っ
ていただいている。

▲村有地

議員
渡邉公男

一般質問

国保運営はどうするか
村長 法定外繰り入れも検討

全加入者の健康管理は
［桂］健康診断を受けて
いる人の管理はできてい
ると思うが、受けていな
い人の健康管理はできて
いるか。
［住民課長］健診受診者
については、個別に健診
結果説明を行っている。
また必要に応じて指導も
している。
住民の皆さんには地域
座談会を開催し、国保の
現状と医療のかかり方、
重症化予防について説明
をしている。
健診を受けていない人
の健康管理については、
今後課内で検討する。
※法定外繰り入れとは
一般会計から特別会計
へ定められた額以上の繰
入金

［桂］経済の低迷による
世帯所得の低下と高齢化
や医療技術の発展などに
よる医療費の高騰などが、
国保税が高くなる要因と
なっている。
健康づくりは国保運営
には絶対欠かせないが、
住民にどのように啓発し
ていくのか。

啓発運動は…

［村長］国保財政の状況
を考えると医療費の削減
のためにも健康づくりの
拠点となる総合体育館建
設と外周コースには、夜で
も安心して歩けるウォー
キングコースを備えた総
合的な施設ができればと
いう夢はある。

［桂］健康増進と健康相
談ができる健康管理セン
ターまた安全に運動がで
きる運動施設が一体とな
る総合体育館ができれば、
住民も健康に対する意識
が高揚するのではないか。
総合体育館建設につい
てどのような思いを持っ
ているのか。

総合体育館は夢？

▲雨漏りが止まらないよ～

［村長］村内のスポーツ
団体や教室を通して活動
できるようにバックアッ
プしていきたい。
保健師は、できる限り
健康づくりのケアや地域
を巡回し、個別の健康維
持を指導することが、住
民の健康管理と啓発運動
に繋がると考えている。
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［桂］国保加入者世帯の
約８割が所得２００万円
以下であり、収納率が低
下するのではないかと心
配される。
また団塊世代が社会保
険等から国保に移行され、
今後国保運営はますます
厳しくなってくるがどう
対応するのか。
［村長］国保財政は大変
厳しい状況であり、国保
加入者には負担をかける
が値上げせざるを得ない。
それでも財源不足は否め
ないと思われる。
再度税率を上げるのは
忍びない。苦渋の選択と
して法定外繰り入れも今
後は検討しなければなら
ないと考えている。

▲健康づくり座談会

ゆうすい

西原村議会だより
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議員
悦朗
桂

一般質問

紅葉樹・照葉樹の植林を

村長 水資源、観光資源として考えたい

［西村］本村は自然に囲
まれたすばらしい所であ
る。熊本市から見れば水
資源の宝庫でもある。
未 来のことを考え、紅
葉樹、照葉樹等を植林し
自然を活かした観光地、
また村づくりをしていく
必 要 が ある。村としての
対応は？
［村長］平成 年に熊本
市と、大津・西原・南阿
蘇で水資源涵養林とする
森林整備協定を結んだ。
名称は「百年の森」。
企業等による植林が年々
活発になっている、百年
の森と同時に水資源対策
をやっていきたい。
21
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［西村］大規模林道沿い
の村有地、またグリーン
ロード沿いの両側 ｍ位
の杉・檜等を伐採して紅
葉樹等を植林すれば、冬
の道路凍結により通行止
め対策にもなる。秋は紅
葉し観光客も増加するの
ではないか。

▲自然豊かな西原の山並

［村長］鳥子嘱託区も植
林等の要望があり、水資
源・観光資源対策として
鳥子と河原を結んだ線上
「鳥子地区・萌の里・大
規模林道・ミルク牧場・白
糸の滝」に紅葉樹または
照 葉 樹 等 を 植林すれば一
つの観光ルート が 出 来 る
のではと思っているので
推進を考える。

［村長］看板等に関して
は屋外広告物規制区内で
あり難しい。

［西村］本村は堂園小森
線がメイン道路。観光客
が西原村へ入ってこられ
た時、特産品の看板、モ
ニュメントがあったら基
本的なＰＲになる。

長 取引先を優先

特産品のＰＲは
村

［西村］村には甘藷、里
いも、栗、柚子等の特産
品がある。特に甘藷は村
の土地に合った特産品で
ありブランド化している。
村としても、特産品の
看板、モニュメント等を
作成し、もっとＰＲする
必要があると思うが。

［村長］甘藷の出荷先は
岐阜、大阪、広島、北九
州が中心である。最近
で は 新しい品種クイックス
イート等にも取り組んでい
る。
またＰＲについては、
取引先の相手を主として
考えたい。
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議員
西村成美

シリーズ

追 跡

あらどぎゃんなった！
今回は、一般質問、陳情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取り組んでいくのか調査した。

【当時の対応】
平成21年第２回定例会⇒産業教育常任委員会
付託 平成21年６月19日
平成21年第３回定例会⇒産業教育常任委員会
採択の報告 平成21年９月11日

【現在の状況】
ルート検討会（３回）を行い、平成23年２月
関係地権者説明会実施。測量に入る前に、用
地同意の必要がある旨を説明。

【今後の取り組み】
用地について、役場の買い取り価格で同意し
ていただければ、測量設計費を予算計上、今後
速やかに進める。

平成21年6月、平成21年9月定例会
の一般質問で取り上げられている。
【質問の内容】
住民との座談会（マニフェストに沿った説明
会も含む）はどうするのか。

【当時の答弁】
マニフェストはもとより、予算や事業報告も
含め、地域座談会を計画していく。

【現在の状況】
執行部と議会の合同での村政報告会を開催し
ている。
22年度は区長をはじめ、各役職員を対象に４
月開いた。
23年度は全村民を対象に５月18日～20日まで
３回に分け、村の主要施策について報告。
参加者も200名以上あり、議会報告と合わせ
好評であった。

【今後の取り組み】
23年度の反省として開催時期をもう少し早め
れば、農繁期と重ならず参加者も多くなると思
われる。今後も村の現状を村民の皆さんに理解
していただくために、できる限り多くの方が出
席できるように、開催時期、報告内容等も充実
して24年度も開催予定。
是非、参加をお願いします。

▲改良が待たれる村道
11
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住民との座談会について

【陳情の内容】
道路幅員が狭く、離合できない箇所もある。
休日は県道の渋滞回避のため交通量が増加して
いる。小学校、中学校の通学路でもあり、安全
確保の点から改良をお願いする。
下 小 森 総 区 長：中 野 敏 嗣
布 田 総 区 長：片 山 直 幸
西原中学校ＰＴＡ会長：高 山 秀 昭
山西小学校ＰＴＡ会長：上 元 斐侶子

村道役場堤下線及び下小森前鶴線の道路改良について

平成21年6月定例会で陳情書が提出
されている。

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

︱

ϋဋẰỮỆỶὅἑἥἷὊ
Q１

教育委員としての４年間いかがでしたか？

３１１１
ＦＡＸ０９６
２７９

田

久

子さん（布田）

とは思いませんが、色々な経験を積ませて頂き、学ぶ
ことも沢山ありました。

Q２

今の教育についてどう思いますか？
学力重視はまだしばらく続くでしょうが、大震災を

経て教育も変わっていくと思います。今後の復興を
担って牽引していく世代として、広い視野を持ち、優
れたコミュニケーション能力を身に付けるための教育
が求められると思います。

Q３

Profile

女性教育委員の役割は・・・？
期待されているのは、やはりきめ細かな母親の目線

― プロフィール ―

・元社会教育委員
・教育委員（平成19年～現在２期目）
・西原女性活動推進協議会委員

でしょうか。家庭での子育てを通して感じたことなど、
母親の感覚を大事にしたいと心がけています。

Ｑ５

村に望むことはありますか？
こども達が西原村民であることを誇れるよう

Q４

これからの４年間の抱負は？

な、質の良い住環境の整備を望みます。また、

こども達に ｢根拠のない自信｣ つまり、学業やスポー

生涯学習センターの図書の充実と、学びの場と

ツの成績等、目に見える評価に左右されない、自分を

してあらゆる世代の方に活用して頂くための工

信じ挑戦する強い心を持たせたいです。それには愛情

夫も望みます。

いっぱいに育てられることが大事なので、温かな子育
ての環境づくりを目指します。
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林田
山西
渡邉
桂
宮田

和己

直行
英雄
公男
悦朗
勝則

編集後記

今村

３月 日に発生した東
北大震災から早４ケ月が
過ぎ被災地の方々の思い
はいかばかりか。昭和
年、終戦の夏も大変暑
かったと聞く。自然災害
ではあるが思いは同じで
はなかろうか。
大地震、大津波の後遺
症は深くこの災害で考え
させられたものは大きい。
原発事故は、世界中の
話題となりドイツ・イタ
リア等原発不要論がでて
きた。しかし発電量は大
幅に不足しこの夏は節電
一色である。物余りの時
代であり、『節約・辛抱』
をすることも教育の一つ
であるかもしれない。
文責 山西英雄

広報委員
委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員

長

発行責任者

議

３５０６

︱

内

導いて頂き感謝しています。満足のいく仕事が出来た

︱

︱

教育委員

不安な気持ちで引き受けましたが、他の委員さんに

20
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