いくよ〜
▲西原保育園大運動会

西原村
議会だより
復興を願い

８P

９月定例会

緊急可決

クリアせよ

12 ～ 15P

まで

14P

６年生

８～９P

生きる・活きる

と
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万徳
バイパス

No.

決算認定

２～３P

９月定例会

山河の館内図書館

平成 22 年度

一般会計決算を認定

一般会計 歳入 総額38億5,600万円（5億2,567万円増）

６８

税

７億5,272万円（前年度比2,169万円増、3.0％増）

※個

人

1,207万円減（景気悪化による給与所得者の所得額減）

※法

人

3,417万円増（電子部品や精密機器等、製造業の増収）

２．地方交付税

14億3,454万円（前年度比7,914万円増、5.8％増）

３．国庫支出金

４億194万円 （前年比１億1,558万円増、40.4％増）

９月定例会が８日から 日まで、７日間の会期

２６

22

で開催された。

歳入のポイント

１．村

地方交付税（国からの交
付金）
国庫支出金（地域活性化）
村債（借入金）
県支出金（県からの交付
金）は増。

自動車取得税交付金
ゴルフ場利用税交付金・
地 方譲与税等が減となっ
た。

地方交付税
143,454万円

23

平成 年度一般会計決算・特別会計決算を中心

譲与税等
17,841万円

３１

に、平成 年度補正予算など認定８件、議案８件、

繰越金
29,033万円

承認１件、同意１件を審議し、すべて原案どおり

歳入総額
38億5,600万円

分担金等
6,253万円
財産収入等
7,878万円
繰入金
3,843万円

可決された。

１２

村税
75,272万円

一般質問は３名が登壇し村政全般を質した。

国庫支出金
40,194万円

自主財源（ ・７％） 依存財源（ ・３％）
億２２７９万円
億３３２１万円

県支出金等
29,113万円

村税（個人・法人税）
繰越金（前年度から繰り
越されたお金）
繰入金（積立基金の取り
崩し）
などは増となった。

村債
32,720万円

14

※地域活性化等（経済対策臨時交付金・きめ細かな臨時交付金等）
西原村議会だより

ゆうすい
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2

こけつこた！
●手狭だった山西小給食室新築
●防災に一役（全国瞬時警報システムを総務課に）
●水害に強い街づくり（高遊地区雨水浸水対策）
●地域福祉センター屋根の防水・塗装 etc
▲山西小給食室

全国瞬時緊急通報システム
▲太陽光発電システム

一般会計 歳出

災害復旧費
91万円

教育費
56,458万円

総務費
73,184万円

歳出総額
34億4,248万円
民生費
73,183万円

消防費
13,167万円
土木費
15,960万円
商工費 1,23万円

農林
水産業費
21,245万円

14

30

16

１２

１５

３５

歳出のポイント

１．投資的経費前年度に比べて２億5,515万円増と飛躍的に伸びた。
 普通建設事業の中には地域活性化臨時交付金（経済危機対策臨時交付金9,426万円・きめ
細かな臨時交付金6,460万円等）の大半を活用している。
２．積立金１億9,589万円（8,591万円増78.1％増）
 財政調整基金1,502万円の増・公共施設整備基金5,716万円増・西原村民の住民生活に光を
そそぐ基金1,400万円増等。

3

10

19

１８

億９６０万円

衛生費
25,935万円

18

義務的経費（ ・４％） ☆ 補助事業
億９７９３万円 ・生涯
 学習センター新築
工事
人件費・６億７２６２
万円（構成比 ・５％） ・山西
 小学校給食室新築
工事
扶助費・社会福祉費・児
童福祉費への支出が主で、 ・全国
 瞬時警報システム
整備工事等
３億５２９０万円（構成
☆ 単独事業
比 ・３％）
公債費（借入金の返済）５ ・生涯
 学習センター太陽光
発電システム設置工事
億７２４０万円（構成比
・高遊
・６％）
 ６号線排水路整備
工事
●地方債現在高（借入金） ・地域
 福祉センター屋根
防水塗装工事
億４８４９万円
●積立基金現在高
その他経費（ ・２％）
億４９３５万円

公債費
57,241万円

投資的経費（ ・４％） 物件費・維持補修費（道
６億３４９５万円 路舗装補修工事等）で減
普通建設事業・６億３４ となっている。
０４万円
（構成比 ・４％） 補助費・積立金・繰出金
などは増となっている。

議会費 6,555万円

総額34億4,248万円（４億248万円増）

西原村議会だより

ゆうすい
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４６

主な質疑応答

［問］菊陽町に進出され
るナカヤマ精密㈱につい
て今後の対策は。
［問］郡市民体育祭出場
助成金１人３０００円の
根拠は。また出場選手の
減少をどう考えるか。

［問］防犯灯の増設で電
気料はどうなったか。

住基カードへの加入で
個人情報が漏洩される。
またバス問題、公共施
設のＬＥＤ化、国保会計
への一般会計からの法定
外繰り入れなどを行わな
かったので反対する。
〔田島〕

監査委員から審査意見
が述べてある通り、予算
執行、歳入歳出事務処理
について適正に処理され
財産管理についても正確
である。

〔渡邉〕

4

平成23年11月４日発行

［問］法人村民税の増は
企業一社の影響と聞く
が、増設に至った経緯を
お尋ねしたい。
［村長］県によると原水
工業団地内のソニー関連
部門工場をつくるとのこ
とであった。
今後西原工場も拡張計
画があり誠意をもって対
応したい。
［教育長］ここ数年同じ
金額できたが、当時は阿
蘇郡内や隣接町村を考慮
したと思う。
また競技人口の減少に
ついては、教育委員会の
諮問機関として審議会を
設けて検討していきたい。

［総務課長］昨年までは
月に 万円から 万円ぐ
らいであったが、現在の

［問］大津～木山間で路
線バスの平均乗車率が今
回 を切っている。今後
どう対応するか。
［村長］確かに現在平均
乗車は日当たり５～６人
であるが、通学あるいは
病院に行く手段として廃
止できない。
利用者が増加するよう
に考える。

討論

▲郡民体育祭野球大会

ところ 万円ほどである。

12

［企画商工課長］堀場製
作所については、本社は
京都府にある。
滋賀工場と西原工場が
あり、積極的な誘致が認
められ増設が決まった。
［村長］二年前から話は
あったが、積極的な誘致
と真摯な対応を評価いた
だき、本村への決定に
至った。

［問］ウインドフアーム
の土地貸付料および税収
はどうなっているか。
［税務課長］固定資産税
は償却資産になる。多額
の固定資産税である。
［総務課長］土地貸付料
は１２８００円である。

15
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1.0

対

反

成

賛

［問］今後の企業誘致や
増設等においては、情報
収集の速さとリーダーシッ
プが必要である。
［村長］真心と誠意をもっ
て対応していく。

▲堀場完成予想図

一般会計決算認定

８億5,565万円

7,437万円増

22年度

316,781円
（内5,000万円は基金から繰入れ）

21年度

286,326円
７億8,704万円

20年度

281,685円

決

算

額

歳

出

決

算

額

4,923万円増

入

平成 年度

主な質疑応答
一般会計補正予算
中央簡易水道
［問］漏水箇所等の調査
管理はしているのか。
［産業課長］調査委託や
漏水調査器等で調査し管
理している。
［問］給水メーター検査
で盗水や漏水の実態は確
認されているか。
［産業課長］宅地内での
漏水と思われるときは直
ちに連絡している。
盗水の実態はないよう
だ。
水道漏水調査の様子
▼

監査審査の
まとめ

代表監査委員 草野正臣

平成23年11月４日発行
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国民健康保険特別会計
［問］収入未済が余りに
も大きい、健康保険は目
的税である。現在の収納
対策はどうしているのか。
［税務課長］悪質な滞納
者には、家宅捜査、差し
押さえを行っている。
［村長］滞納者に理解い
ただき、収納率の向上を
計るとともに健康づくり
を推進する。
反対討論
高すぎる国保税は一般
会計からでも繰り入れる
べきだ。
〔田島〕

討論

厳しくなる一方の財政
状況のなか、地方公共団
体の役割を見据え運営さ
れた結果、一般会計始め
全会計で実質収支黒字が
計上されたが、財政調整
基金取り崩しを余儀なく
された会計もあり、根幹
的な部分まで検証し、対
応の必要がある。
平成 年度施行の財政
健全化法に基づく判断比
率では、全４項目とも基
準を下回っており、特に
指摘する事項はなく良好
な状態である。
今後は、社会不安の続
くこの激動社会を乗り切
るため、行政と住民お互
いの義務と権利について
確認し、
公平適正な事務・
事業の更なる推進を要望
する。

▲意見する代表監査

22

賛成討論
国保運営は基金を取り
崩している状況である。
医療機関に対する考え
方、健康づくりの啓発も
しており、現在の運営と
しては最良の取り組みで
ある。
〔桂〕

20

反対1
反対1

賛成10
賛成10
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成
全員賛成

可決

増減額
歳

一般会計決算
国民健康保険特別会計決算
老人健康特別会計決算
介護保険特別会計決算
後期高齢者医療特別会計決算
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

一般会計･特別会計･企業会計決算

一人当たり医療費推移
平成22年度
国民健康保険特別会計

西原村議会だより

5

5,000万円の基金取り崩し
やっぱり
きた〜!

国民健康保険特別会計
特別会計・企業会計決算を認定
平成22年度

高度医療化に伴って年々増す医療費と景気低迷による保険料の低下が主な要因である。
★医療費の高騰は今後も避けるのは困難だが、長期展望にたっては
健康維持増進対策が必要不可欠な状況。
★健康づくり推進は食生活の改善と適度な運動等、積極的な指導助
言で行政と地域の連携した活動が必要である。

一般会計補正予算

3億9,７３６万円追加

平成２3年度

総額３２億８,１４４万円

全員賛成

後期高齢者医療特別会計

全員賛成

森林開発公団分収造林特別会計

全員賛成

中央簡易水道事業特別会計

全員賛成

一般会計補正予算

介護保険特別会計

主な歳入

［問］風力発電管理道路
災害復旧の委託料に 万
円計上されているが、管
理道路については、村が
全額負担することになっ
ているのか。

全員賛成

主な質疑応答
［問］農地等災害復旧事
業と公共土木災害復旧事
業で、査定漏れした災害
箇所は事業ができない可
能性がある。どのように
対応しているか。
［産業課長］査定で漏れ
ると災害の採択ができな
い。その件については、
道路維持費で通常の維持
管理で対応している。
農災の場合は受益者負
担が伴うため難しい。

［問］経済不況で公共投
資は減少している。その
ようななか、県は土木工
事のランク付けを大幅に
見直した。そのため、本
村の業者は大変厳しい状
況となっている。
村としては今後どのよ
うに対応していくのか。

国民健康保険特別会計

地方交付税
１億３６０５万円
繰越金
２億 ３９５万円

主な歳出
財産管理費
５０１万円
（防犯灯設置工事）
財政調整基金積立金
１億３２００万円
公共施設整備基金積立金
７０００万円

［企画課長］大雨による
災害で通行不能になって
いる箇所があるため、設
計委託として計上した。
工事費については電源
開発会社と協議する。
［問］庁舎に設置された
エレベーターの案内板の
設置を。

▲被災した風力発電管理道路

［村長］今回は土木工事
費として１億円以上の補
正を組んでいる。
今後の見通しとしては
公共投資においても、国
からの交付金・臨時交付
金等も多くは望めない。
農業や商業関係も厳し
いので、バランスを考え
て進めて行く。

全員賛成

6
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50
［総務課長］担当と協議
し早急に設置する。また、
庁舎東側入口もスロープ
にする。

一般会計

可決

農地費（工事請負費）
４２５０万円
（万徳地区排水路整備・
宮山地区ため池浚渫）
道路維持費
（工事請負費）
４０００万円
道路新設改良費
（工事請負費）
４８００万円
農地等災害復旧費
（工事請負費）
６１０万円

▲庁舎東側の南出入り口

組合議会報告

高遊原南消防組合議会

益城･嘉島･西原環境衛生施設組合議会

平成22年度 一般会計決算
歳入総額 4億5,390万円

平成22年度 一般会計決算
歳入総額 5億1,490万円

（町村負担金 益城町3億2,716万円、西原村9,224万円）

歳出総額 4億2,934万円

(町村負担金 益城町2億915万円、嘉島町7,258万円、西原村6,393万円)

歳出総額 4億5,820万円

繰越額
2,456万円
繰越額
5,670万円
条例改正 高遊原南消防署西原出張所開所に伴っ 平成23年度 一般会計補正
て消防体制の強化を図るため、職員定数を51名か
主に予備費に計上したが、火葬場にAEDを設置す
ら55名に改める。
るため30万円を計上した。
議 長 会 農業用水路で発電！
研修報告
今 村 和 己
富山県立山町で農業用水路を利用
した用水発電所（全国初）は、常東
用水土地改良区が管理する既設仁右
エ門用水路の未利用水路を活用し、
最大出力４６０ の水力発電を行う
ことにより、地球温暖化防止に寄与
すると共に、純国産エネルギーの地
産地消を推進するものです。
水路の長さ ㎞、落差 ｍ。（高
さ ｍ幅 ｍ）を利用。
中小規模水力発電
・太陽
 光発電や風力発電に比べて、
出力変動が少ない。
・太陽
 光発電と比べて、夜間も発
電できる。
・雨が
 少ない時、発電量も少ない。
・太陽
 光発電と比べて動く機械が
あるので維持費がかかる。
富山県は３０００ｍ級の山から海
岸線まで距離が短く、水力発電に向
いていると思った。

短

所

長

所

1.3
2.7

1.4

kw

24

｢ お法使さん ｣

議会事務局

あめのうずめのみこと

ご祭神、天 宇受売命は、天の岩戸にお隠れに
あま てらす おお みかみ
なった天 照 大 神にお出まし頂くために岩戸の前
で踊られた女の神様である。芸能の神、荒神、作
神でもあり、お法使さんと呼ばれている。
この神様が益城・西原・菊陽の12地区を巡幸す
る「お法使祭」は、13世紀半ばから続いているそ
うだ。
私の住む瓜生迫地区へは、益城町杉堂地区から
寅年の10月30日においでになり、「お法使屋」の
家の方が一年間お仮屋の神の世話をされ、翌年卯
年の同じ日に次の秋田・土林地区へ行かれる。
私と祭りとの出会いは生後４ヶ月で、今年で11
回目となる。その間、太鼓、笛といった道楽演奏
み こし
の役、神輿担ぎの役、そして昨年は実行委員の大
役を仰せつかり、祭りに付き物の御神酒を今まで
のようにたくさん飲んでいる場合ではなくなって
しまった。
これまでは地元住民や出身者等の力を合わせて
7
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記

何とか祭りができていた。しかし、少子高齢化が
進み、昨年は人手が足りず、小野地区の小中学生
をはじめ、多く方々の協力を得てお法使さんをお
迎えすることができた。
今後もその存続が危惧されるが、先人達が守っ
てこられた伝統の祭りを次世代へ受け継いでいく
役目を我々は担っている。皆で知恵を出し合いな
がら次回おいでになる時も賑やかにお迎えしたい
ものだ。

▲杉堂地区から引渡し（昭和37年10月30日）
（村上髙志氏提供）
第84号
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健康で長生きを目標に
健康で長生きを目標に！
！

住民福祉課と
意見交換

い世代の受診率は低い。

★悪性
 新生物（がん）に
よる死亡者は増加して
いる。

★医療
 受診者の中でコン
トロ
 ール不良者が多い
ため、緊急訪問は、優
先順位の高い人から訪
問をしている。

★生活
 習慣病予防として
（食
 ・運動・休養・喫
煙・アルコールなど）
生活習慣改善を指導。

☆健康づくりの指導
★若い

 世代のがん検診受
診勧奨。

※血圧
 については、 数
年前から指導してきて
いるため、やっと結果
が出てきている。

☆検診結果
尿酸…………………１位
悪玉コレステロール
………………………２位
糖代謝……………… 位
血圧………………… 位
（県下での順位）

早期発見・早期治療

11

65

★肺炎
 ・呼吸器疾患・心
臓疾患が増加している。
（喫煙・食生活等）

39 20
10

●住民福祉課
中 村課長
山 田（国保担当）
池 田保健師
蒲 池保健師
山 下保健師

☆住民検診の状況
集団検診は、特定検診
とがん検診を７月と 月
に実施している。
７月の受診者は６８５
人で受診率は ％であっ
た。 月の検診では未受
診者が受診されるように
呼び掛けていく。
※目標受診率…… ％
52

★女性
 がん検診の受診者
は増加しているが、若

11

▲早期発見で健康管理

書類の配布・収集をお
願いするときに集落での
放送もお願いしている。
（問題点）
書類を集めてもらう時
に個人情報の面で大変難
しい。

各集落の衛生班長さん
に協力してもらえないか。

健康推進委員の役割を
明記し各集落で推薦して
もらったらどうか。

健康推進委員を設ける
ことは出来ないか。

受診率 ％をクリアする
ためにはどうするか。

65

区長会に国保の問題点を説明し健康推進委員と
衛生班長を兼任できないか提案をしたらどうか。

8
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●議
員
桂 委員長
山 西副委員長
日 置 篤 德
田 島 敬 一
西 村 成 美
宮 田 勝 則
オブザーバー
今 村議長

▲住民の健康指導は任せたぞ。

産業教育常任委員会

安心・安全な水道水を

施設整備上の課題
㈠給水区域の見直し。
㈡取水
 量及び配水池の容
量不足。
㈢施設
 の老朽化と管路の
更新。
㈣災害時の停電対策。
㈤水質管理の強化。
経営上の課題
㈠経常損失の増加。
㈡計画
 的な財源の確保と
設備投資。
㈢人材の確保と育成。
㈣業務
 の改善に伴い情報
の活用と公開。
※これ
 らの項目を個々に
検討し改善しなければ
ならない。

水質検査について

村営水道及び村内の簡
易水道組合については一
般細菌・大腸菌・塩化物
イオン・有機物・味・臭 気
及び濁度等の検査は月一
回行っている。
検査結果で基準値を超
える項目はなく、本村の
水は極めて安全な水質を
保っている。

健全な事業経営の確立
を図るため、今後 年間
の目標を策定した。その
内容は『経営』・『施設
整備計画』・『災害時対
策』・『環境エネルギー
対策』等を着実に行う必
要がある。
西原村地域水道ビジョ
ンに提唱した『心・安全
な水道水を全ての住民の
皆様に安定してお届けし
ます。』が履行出来ると
思う。
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▲安定運転をつかさどる中央制御室

10

総合計画に基づいた今後の水道事業
施 策
㈠水道
 施設の維持管理と
して、漏水防止や災害
に強い施設整備、有収
率の向上。
㈡節水
 の啓発としては節
水の啓豪を図り、雨水
利用、自然還元等環境
に配慮した取り組みを
行う。
目 標
㈠効率
 的な事務事業の運
営として給水需要の増
加に対応し、安定的な
給水体制の整備に努め
る。
※個の
 施策、目標につい
て今後の課題を検討し
た。

▲秋田原配水池

村 営 水 道
水源施設の現地調査及
び、今後の水道事業にお
いての課題等についての
研究討議を行った。
本村簡易水道事業は三
ヶ所の水源系統により運
営管理されている。
第一水源の秋田原水源
は、外形３００×１５０
ｍ×２井で日量８０７・
５㎥を導水。
第二水源の医王寺地向
水源（湧水）は日量 ・
５㎥取水。
第三水源の大峯・宮山
水源は宮山が日量５００
㎥で大峯は日量８２６㎥
取水している。
92

総務福祉常任委員会 視察研修レポート

議会の活性化
☆基幹産業は農業
地域資源を活かした地
場産業の振興や商業振興
などを積極的に進めてい
る。しかし就業者人口は、
第一次産業において大き
く減少している。
また一次産業から三次
産業までの総生産額にお
いても減少している。

開かれた議会づくり

☆取組みの概要
一 議会の情報公開
二 一
 般質問通告書の住
民への事前公開
三 会
 議録を町の公共施
設に配置
四 委員会の公開
五 イ
 ンターネットを活
用した議会中継
六 議
 会ホームページに
会議録検索システムを
導入
七 耳
 の不自由な傍聴者
に優しい環境の整備
八 傍
 聴者アンケートの
実施
九 議会報告会の開催

※ 議
 会活動に対する意
見、町政に対する提言
等を聴き、町民に開か
れた議会および積極的
な町民参加を推進する
ことを目指し、議会報
告会を開催。

議会活性化の取組み

☆委員会等の機能強化
●閉会中の所管事務調査
（常
 任委員会の開催回
数は、年間 回を原則
として開催）
●常任委員会の視察調査
（閉
 会中の所管事務調
査に関わる調査という
ことで、委員１人当た
り４年間で 万円）
●常任委員会の調査報告
（調
 査の結果報告に止
まらず、執行部への「提
言・
 提案」とすべきで
あるし、全議員が同レ
ベルまでの認識に立て
ること）
●常任
 委員会調査報告の
検証
（常
 任委員会の調査報
告に対し検証する）

※ 庄
 内町議会の取組み
を参考にし、議会の活
性化に前向きに取り組
んでいく方向で、委員
会活動を進めて行きた
い。
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議会基本条例を制定した庄内町議会を視察
★町の概要
米どころ庄内平野の南
東部から中央にかけて位
置している。
霊峰月山を源とする清
流立矢沢川と日本三大急
流の一つ最上川沿いに余
目町と立川町が平成 年
７月に合併し誕生した町。
総面積２４９㎢
人口２万３０００人
人口は減少しているが、
世帯数においては増加し
ており核家族化が進んで
いる。そのようななか、
老齢人口は増加し年少人
口は減少しているといっ
た状況であり少子高齢化
も進んでいる。
17
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恵み豊かな大地の歴史探訪

時代的変遷を知る稀少博物館

一字千金
御隠殿と呼ばれる屋敷
の展示品。庄内藩屈指の
酒田港は物資の移出入の
基地として繁栄し、年３
００隻にのぼる船の出入
りがあった。瀬戸内海か
ら北陸を経由して松前ま
で就航した輸送船は「北
前船」と呼ばれ商船とし
て活躍した。当時の就海
に使われた船年形・船箪
笥などの船道具が展示さ
れ興味深いものであった。
また庄内藩は武の鍛錬と
して磯釣を奨励していた。
竹の美しさを活かした
庄内竿はこの地方特産の
苦竹を用いた、延竿（一
本竿）で生地を生し、塗
りのない見事な藩士手作
りの独特なものだった。

また有形民俗文化収蔵
庫には木製酒器、大宝寺
焼の徳利、庄内浜と最上
川水系の漁具、米作り用
具等８種５３５０点が国
の重要有形民俗文化財と
して展示されていた。堅
い展示品の中で面白い話
がある。
禅院額字『潮音堂』中
国宋時代の禅僧無準禅師
の書。三代藩主酒井忠勝
が小堀遠州の茶会に招か
れた。
床の間に掛けられた書
幅がすばらしいので、遠
州が席を離れた時にこれ
を持ち帰り、のちに千両
箱を三つ届けた。「一字
千金」として語り継がれ
ていた。

鹿児島市と兄弟
この地方の明治維新の
歴史を紐解くと、戊辰戦
争に敗れた庄内藩は降服
謝罪となり国替えを中央
政府より命じられる。
三郡百姓総代らの嘆願
で国替えは中止となった
が、そのかわり 万両の
献金を命ぜられた。領内
の人びとが出し合い 万
両を献金し残金は免除さ
れた。
この寛大な処置は西郷
隆盛の配慮によるもので
あった。後に庄内藩は西
郷の誠実さに深く感じ、
尊敬し、藩士 名を半年
程鹿児島に滞在させて兵
学修行として、西郷を師
と仰ぎ教えを受けている。
現在、鶴岡・鹿児島両
市が兄弟都市の盟約を結
び交流を深めている。薄
靄にけむる鳥海山を背に
西原にも資料館が出来な
いかとの思いで鶴岡を後
にした。
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山形県鶴岡市
致道博物館
文化財の宝庫
鶴岡市は鳥海山、霊峰
月山の湧水を水源とし、
山々に囲まれた豊かな米
産地、海の幸、山の幸に
恵まれた平野である。
こうした自然環境と歴
史的伝統によって地域的
特色をもつ文化が培われ
た。昭和 年、旧庄内藩
主酒井氏が地方文化の向
上発展に資することを目
的として、土地、建物及
び伝来の文化財などを寄
付。
鶴ヶ岡城内に立てられ
たこの博物館には旧西田
川郡役所、旧庄内藩主御
隠殿、田麦俣の民家等が
各地より移築保存されて
いた。
明治 年に立てられた
擬洋風建築で、明治天皇
が東北御巡幸で鶴岡の行
在所となった建物が旧西
田川郡役所で重要文化財。
出羽三山のひとつ湯殿
山麓の山村、東田川郡朝
日村田麦俣は県下でも有
数の豪雪地帯。
この地方から移築され
た家屋は多層民家と呼ば
れ、山峡の敷地と、深い
雪の生活に適応した造
り。二階、三階そして屋
根裏部屋までも養蚕など
の作業場や収納場とし、
兜造りと呼ばれる美しい
芽葺き屋根の民家。
大黒柱の柄に記された
墨書には文政５年に創
建、今から１９０年程前
の見事な合掌造りで重要
文化財。

▲禅院額字「潮音堂」（重要文化財）

25

14

一般質問

災害対策の一層の充実を
村長  国交省との協定締結を活かす

［田島］太陽光発電への
設置補助以外にも小水力
発電やバイオマス発電な
ど、再生可能な自然エネ
ルギーに一層力を入れて
取り組むべきでは？
［村長］小水力発電は事
業主体に誰がなるか・水
利権の問題・採算・ある
程度の落差・規模も必要
で、大変ではないか。
バイオマス発電は、間
伐材や木材の廃材・草原
のススキ・竹などを使っ
た燃料の確保が必要だ。
小水力もバイオマスも、
コスト削減が実現すれば
普及していく。村として
は、しばらくは住宅用太
陽光発電への補助を続け
ながら様子を見たい。

［田島］災害発生時の、
高齢者やひとり暮らし、
障がい者対策はどうか？

［村長］東北の被災地で
は、社会福祉施設等が地
域住民の避難所となって
おり、住民とともに避難
体制、訓練をしていたと
ころは助かっている。
社会福祉施設等が被災
した場合、地域住民と連
携しての、入所者の避難
体制の構築のための事業
計画を立てて、国の介護
支援体制緊急整備等臨時
特別交付金を、今申請し
ている。
村の個別計画に登録予
定の要援護者については、
村社会福祉協議会と、自
主防災組織・民生委員・
児童委員とで情報を共有
化し、把握する。

［田島］古い家の耐震化
を進めては？

［村長］まず、前提とな
る建築物耐震改修促進計
画を進めて、その後検討
したい。
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［田島］小・中学校の体
育館や構造改善センター
などの避難場所に発電設
備が必要ではないか。
［村長］寒さ対策として
は石油ストーブを置けば
対応できる。夏場の暑さ
は、役場にある発電機の
能力は大きくなく、また
冷房設備もないので、冷
房車のリース対応も考え
られる。
本村は国土交通省九州
監督局と、災害時応援に
関する協定を締結した。
ヘリで被害状況を把握し、
必要な人員・発電設備の
供給などは、この協定を
活かして対応できると思
う。

▲用水路利用の電所

議員
田島敬一

一般質問

鳥獣駆除補助金を隣接町村並みに
村長  来年度予算で検討する。

［山田］近年鳥獣による
被害は鳥子、小森東、宮
山、河原と増加の傾向に
ある。隣接する南阿蘇、
山都町、御船町等で駆除
対策が強化されれば、本
村の鳥獣被害は大であり、
広域的な対策も必要では
ないかと思う。今後の対
応策は。
［村長］有害鳥獣駆除隊
による銃罠猟等を実施し
ている。また電気柵設置
補助も行っている。今後
は鳥獣被害防止協議会を
設置する。

［山田］役場職員で鳥獣
駆除の罠師免許を取得す
る考えはないか。捕獲隊
に支払う駆除補助金も近
隣町村並みに引き上げる
べきかと思うが。
［村長］集落で一人でも
罠師の免許を取得してい
ただけないかと思ってい
る。近隣町村に合わせて
イノシシの駆除補助金も
考慮し、来年度予算計上
については今後検討する。

▲こんなテープでも駆除対策になる。

［村長］当面は太陽光発
電に補助金を出し普及促
進に努める。マイクロ水
力発電は再生可能エネル
ギーとして注目を浴びて
いるので、今後検討する
余地はある。

［山田］袴野川よりマイ
クロ水力発電を利用し、
大切畑ダムのヘドロ滞積
等の解決策として、中央
に噴水を作ってその電源
を全てマイクロ発電で行
う。今後村の対応だけで
なく、企業等の要望があ
れば前向きに協力支援の
考えは。

長 水利権・採算性で検討に余地

水力発電の活用は
村

［山田］本村は風力発電
によるクリーンエネルギー
で活力のある村を目指し
ている。近年自然エネル
ギー志向が高まっている。
水力発電活用で、滝川
を 利 用 し た ※ハ イ ド ロ バ
レー計画、または袴野妙
見川水系のマイクロ水力
発電の考えは。

［村長］水力発電には水
利権あるいは採算性の問
題が発生する。面白い話
であるが、検討する余地
はあると思う。

※ハイドロバレー計画
小水力発電所で発生し
た電力を利用し、地域の
活性化を図るもの。
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議員
山田政晴

一般質問

村民グラウンド･トレーニングセンターの
整備はどうする

村長  来年度建設検討委員会を設置し検討する

［宮田］ 年が経過した
村民グラウンドは、道路
排水施設はあるが、少量
の雨でも使えない。樹木
は大きくなり支障をきた
している状況である。
またトレーニングセン
ターは、築 年となり老
朽化も進み雨漏り等の修
理に苦慮されている。総
合的にどう考えるか。

スポーツ振興の拠点は

基金は使うためにある

村民グラウンド
▼

［村長］トレーニングセ
ンターは老朽化対策とし
て維持補修をしながら延
命を図ってきた。 年前
に３０００万円改修した
が現在も毎年１００万円
程度の維持補修を続けて
いる。今後もさらに補修
費は増加していくだろう。
将来は健康づくりの拠点
をも視野にいれた総合対
体育館の検討も必要であ
る。
ここ数年国保会計が実
質赤字運営であり村民の
健康づくりが大変重要に
なった。前定例会の答弁
では独り言の夢で話した
が『夢は見るものから叶
えるもの』と心の変化を
感じている。できれば来
年４月に建設検討委員会
を立ち上げそこで大規模
改修か建替えかを含め検
討に入りたい。

多目的複合施設を…

［宮田］村民の体力維持・
健康管理や維持増進を考
慮した複合施設が整えば
多くの方々に利活用され、
結果として医療機関への
回数が減り介護施設への
時期が遅くなるだろう。
また村民同士の親睦や交
流の場としてもいいだろ
う。今一度聞く。

14
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［宮田］近年は学童野球
クラブの保護者やグラン
ドゴルフ協会の方々やそ
の他、数々の協会員の奉
仕作業によって維持整備
もしておられる。今後こ
の拠点を整備するのか。
公共整備基金は本年７０
００万円積み増し２億４
０００万円になる。前定
例会で桂委員長の質問で
『夢のような話』で答え
られたが、その後もっと
前向きになったのか。

［教育長］建設当時はソ
フトボールが盛んで外周
のクスノ木は当時のチー
ムが持ち寄り植えられた。
以前はこのように非常
に盛んな時期があったが、
近年では競技人口が減少
している状況である。こ
の施設について不良部分
の情報は聞いている。
両施設はスポーツ振興
の拠点であり総合運動公
園として親睦を深める交
流の場である。教育振興
計画の中で位置付けし普
及を図りたい。

［村長］一歩踏み込んで
言えば、西原中学校と両
小学校のプールが 年ほ
ど経過し改築時期にきて
いる。できれば１校で１
億円以上が予想されるの
でせめて夏休みは屋根つ
き温水プールでひとつの
場所を考えたい。そういっ
たことも視野に入れた施
設で検討するならばと考
えている。

40

35

28

議員
宮田勝則

17

▲トレセンでのスポーツ交流

ゴミをエネルギーへ

13

kw

kw

事業開始から８年以上
が経過し、事業延長に向
けた検討が必要となって
いる。福岡県および発電
所において、ＲＤＦ発電
方式の評価や事業延長に
係る設備・費用面の検討
が行われている。
平成 年度以降、ＲＤ
Ｆ搬入量の大幅な減少に
よって、ＲＤＦ処理委託
料の改正が検討されてい
る。

益城・嘉島・西原
環境衛生施設組合

本村のごみは益城クリー
ンセンターにより処理さ
れている。この施設は平
成元年より稼動している
が施設全体の老朽化や炉
の耐久性等を考慮すると、
改築の検討が必要になっ
てきている。
現在はゴミ焼却時の発
生する余熱利用は施設内
での給湯のみになってい
る。今後の施設を考える
とき施設内での発電や入
浴施設など余熱利用はも
ちろんのこと、その他資
源ごみの有効利用に至る
まで様々な検討を重ねよ
り良い施設を考えていく
重要な時期である。
阿蘇広域の取組みＲＤ
Ｆ発電の固形燃料化も検
証しながら本センターに
生かさなければならない。

平成23年11月４日発行

大牟田リサイクル発電所
ごみ焼却によるダイオ
キシン類対策と余熱発電
をし、ＲＤＦの焼却施設
と発電施設を設け、平成
年 月から稼働。
事業に参加しているの
は 市町村で、８つの団
体がＲＤＦを製造、県下
では阿蘇広域と菊池市が
参加。
平成 年度のＲＤＦ発電
概要
・発電電力……約 万
・売電電力………………
約 万３０００
（売電率約 ％）
・ＲＤＦ受入量…………
年約８万２０００
（阿蘇広域７７５３ｔ）
80
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阿蘇広域
事務組合
阿蘇未来館（ごみ燃料化施設・リサイクルプラザ）
☆人と環境にやさしい
☆ごみ燃料化・リサイクル・資源の回収
☆安全性と最新設備を導入した施設
ＲＤＦ製造施設の基本的な工程
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にしはら探検隊

鳥子磨崖仏と
隣接する板碑

今回号からは『もっと村誌』ということで中身を詳しく書かれています。
鳥子の磨崖仏は、室町時代の後期の天文10年代
（1540年代）に造られたもので、仏師は不明です。
縦93㎝横84㎝の方形の枠の中に、釈迦如来が腹部
に手を組んだ姿で浮き彫りにされています。

熊本県阿蘇郡西原村大字小森３２５９

当時、寺院があったことがうかがえ、寺院裏であ
るこの場所に、熟練の仏師により崖の壁面に彫り刻
まれたのでしょう。戦乱が繰り返される時代に生き
た、当時の人々の、極楽浄土への想いにより造られ、
日々、祈りが奉げられたことでしょう。この磨崖仏

▲磨崖仏

は当時の西原村域に生きた人々の精神を現代に伝える仏教美
術であり貴重な歴史資料です。

ＴＥＬ０９６

また、この磨崖仏のすぐ前には板碑という供養塔が建って
います。この碑には「春夢童女」と刻まれており、春の夢の
ようにはかなく亡くなった童女（幼い女の子）のお墓である
ことがわかります。磨崖仏に隣接して建っていることから、

２７９

︱

磨崖仏の施主（鳥子の領主クラスの人物）の娘または近親者
の童女であることがうかがえます。

３１１１

︱

へ き わかさのかみ

なお、伝承として当時の鳥子城の城主、「日置若狭守」と
いう人物の名が残っていますが、磨崖仏の施主である可能性

ＦＡＸ０９６

は少なくありません。そう考えると、この碑は、日置氏の近
親者（娘等）の墓である可能性もありますが、古文書による
記録が残っておらず、残念ながら想像の域を出ません。

︱

企画商工課

▲板碑

２７９

小谷

林田
山西
渡邉
桂
宮田

和己

直行
英雄
公男
悦朗
勝則
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編集後記

今村

国政では事業仕分けで
削除されていた朝霞の公
務員住宅は国民が知らぬ
うちに復活し本年から着
工していた。地方分権を
一丁目一番地としていた
のに地方合同庁舎の予算
が６００億円余りも復活
していた。言うこととや
ることがまったく変わっ
て、今度はまた騒がれは
じめたら予算の凍結を示
唆したりでよく分からん
ですね。
さて村内では日置村政
だが様々な難題を解決し
ているようだ。村民との
公約も一つ一つ全力で立
ち向っているのは頼もし
い。
今後の更なるリーダー
シップで村民との公約実
現に期待する。
文責 宮田勝則

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

︱

ま がいぶつ
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