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総務福祉常任委員会

①木山産交・山西経由・
森・大津産交
平均乗車密度 人
１日当たり 人

路線バスの現状

路線バス運行補助金

※平成 年度
経常損益額
約２８８０万円
西原村補助金︵ ％︶
約１０９６万円
︵益城町・大津町も営業
距離で補填︶

バス運行を継続するた
めの補助制度は︑平成３
年から始まっている︒
平成６年度からは︑廃
止代替バス路線となり補
助金として欠損額に対し
補填している︒

②木山産交・山西経由・
岩坂・大津産交
平均乗車密度 人
１日当たり 人
昭和の時代︑路線バス
は︑
住民の足として欠かせ
ない交通手段であった︒
しかし︑高度成長と共に
本村を取り巻く環境も変
わってきた︒
熊本空港が開港し︑そ
れに伴い道路網の整備も
急速に進み自家用車を持
つ家庭が増加︒
車社会であり︑ほとん
どの家庭で自家用車を保
有されているため︑バス
を利用する機会も減って
きているのが現状である︒
※平均乗車密度
始点から終点まで平均
して常時バスに乗車して
いる人数

福祉タクシーの現状
☆平成 年度
交付者⁝⁝⁝１１９名
上限額⁝約２８５万円
利用金額⁝約９０万円
利用枚数⁝１７９９枚
︵ ％︶
☆平成 年度
交付者⁝⁝⁝１７７名
上限額⁝約４２５万円
利用金額約１４５万円
利用枚数⁝２８９９枚
︵ ％︶
※公共交通機関の利用状況は︑決して良好と言えない︒

長洲町の施策

路線バス運行は４路線
あった︒しかし長洲町だ
けで負担していた２路
線については︑利用者
の減少傾向が特に著し
かった︒︵平均乗車密度
人・補填額１５００万
円︶

公共交通の見直しへ
平成 年１月﹁長洲・
荒尾地域公共交通活性化
協議会﹂を設立︒

2.5

0.8

5.2

0.8

2.6

もっと利用度の高いものを造り出す時期ではないか︒

★協議会の構成委員
交通事業者・地域住
民・行政関係者等
①地域交通のあり方につ
いて協議︒
②住民アンケートや高齢
者を対象にヒアリング
調査も実施︒
③地域公共交通総合連携
計画を策定︒
地域の足として公共交
通の利便性を第一に考
え︑２路線を廃止し︑新
たに町内全域を対象にし
た予約型乗合タクシーを
導入することを決定︒
平成 年 月運行開始

10

予約型乗合タクシー

きんぎょタクシー

先進地に学ぶ

22

23
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▲利用者が少ない路線バス
▲どこでも乗れるきんぎょタクシー

公害の原点である水俣
病を教訓として︑現地視
察︑体験を通して水俣病
についての正しい理解を
図る︒また環境モデル都
市として公害被害から環
境再生へと立ち上がる水
俣の姿を見て︑環境保全
問題点を考えるべく水俣
市を訪れた︒
環境センターでは地球
温暖化︑水資源等につい
ての説明を受ける︒水に
恵まれた熊本であっても
生活排水による汚れは見
すごせない︒使用済天ぷ
ら油を捨てたら︑魚が住
める水質にするには風呂
おけ 杯分の水がいると
のことである︒

平成 年県下において
猪の捕獲数は２万３００
０頭あまり︒もっとも駆
除頭数の多いのは天草で
８０００頭︒阿蘇郡にお
いても２０００頭︵本村
では１７０頭余り︶の捕
獲をしている︒猪による
農作物の被害は芋︑稲︑
果樹が大半である︒

11

30

山間地の猪鹿解体加工場

国の緊急雇用事業で３
名の解体処理業員を雇
用︒平成 年度解体実績
は１５８４頭︒ロース︑
モモ︑ミンチと処理加工
を行い主な納入先として︑
阿蘇ファームランド︑五
木村道の駅︑九州産交他
となっていた︒解体処理
加工は現在主に鹿が主体
で猪の処理はあまり行わ
ないとのこと︒
本村においても鹿によ
る被害もでており︑猪と
合わせて対策を講じなけ
ればならない︒

22

猪鹿解体処理加工施設︵五木村︶

22

猟友会五木支部は会員
名︒加工施設は旧五木
中学校給食室を村全額負
担で改装し︑野生獣活用
部会に無償貸与としてい
た︒地域経済の活性化を
図るとした 名の会員
︵出資金５万円︶で組織
運営されている︒
鹿の捕獲奨励金が一頭
につき８０００円︑持ち
込み鹿肉活用奨励金が２
０００円︑部会買い上げ
キロ当たり１３０円︒
キロの鹿を持ち込んだ場
合︑１万３９００円で引
き取られていた︒
71
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自然豊かな西原村を守
るためにも︑ごみ︵廃棄
物︶を減らし資源︑物を
大切に使う
﹁循環型社会﹂
の構築を図らなければな
らない︒﹁循環型社会﹂
の３Ｒ
㈠リデュース︵消費減︶
㈡リュース︵再使用︶
㈢リサイクル
︵再生利用︶
因みに水俣市では地区
のゴミ分別収集は 項
目︒﹁環境モデル都市﹂
として公害被害から環境
再生へと立ち上がる水俣
の姿を︑埋め立て地跡の
広大な公園で見た思いが
した︒

▲村のゴミ量比較

▼

産業教育常任委員会

水俣市環境センター視察
20

24

猪による農作物被害…

「有害鳥獣駆除対策」

12月定例会

一般会計補正予算
平成23年度

5,022万円追加

総額33億3,167万円
12月13日から16日までの４日間開催された。

平成23年度一般会計補正予算（第５号）など議案９件、専決１件、発議２件、請願１件を審議し、請願
＊村民税
２０００万円
＊固定資産税
１０００万円
＊地域子育て創生補助金
６８５万円
＊学童クラブ環境整備補
助金
万円

＊風力発電管理用道路災
害復旧負担金
３００万円

＊地域支えあい体制づく
り補助金 ４５０万円

90

＊風力発電設備特別枠助
成金
１４０万円

主な歳出
＊地域子育て創生事業補
助金︵布田・古閑・緑
ヶ丘・小野地区︶
６８５万円

＊地域支えあい体制づく
り︵簡易ベット・車椅
子・簡易トイレ等購入
ほか︶
４７１万円
＊鳥子工業団地内工業用
水道管布設負担金
２０５万円
＊風力発電設備設置
助成事業︵山西小︶
１４０万円
＊風力発電管理用道路災
害復旧工事６００万円

＊学童クラブＡＥＤ購入
３台
万円

専決︵１件︶
条例改正・制定
・西 原 村 職 員 の 勤 務 時
間︑休暇等に関する条
例の改正︵全員賛成︶

・西原村災害弔慰金の支
給等に関する条例の一
部改正 ︵全員賛成︶

・西原村介護保険条例の
一部改正︵全員賛成︶

・暴力団排除条例の制定
︵全員賛成︶

・西原村一般職の職員の
給与に関する条例の改
正 ︵賛成 反対１︶

︻賛成討論︼ ︵渡邉︶
執行部の説明で︑十二
分に検討されて議案を提
出されている︒

︻反対討論︼ ︵田島︶
民間との格差是正とい
うことで引き下げる方向
でなく引き上げるべきで
ある︒

10
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・一般会計補正予算
（全員賛成）
・国民健康保険特別会計補正予算
（全員賛成）
・介護保険特別会計補正予算
（全員賛成）
・森林開発公団分収造林特別会計補正予算（全員賛成）

90

平成23年度
議案

主な歳入

は否決されたが他はすべて原案通り可決された。また、一般質問は５名の議員が、登壇し村政を質した。

▲創生事業で設置された遊具

▲設置数が増えるAED

﹇問﹈阿蘇ゆるっと博で
の本村委員会の活動経
過︑現状︑これからの展
望を求む︒

﹇住民課長﹈布田地区︑
小野地区︑古閑地区︑緑
ケ丘地区である︒

﹇問﹈地域子育て創生事
業費はどの地域になるの
か︒

﹇問﹈風力発電設備設置
が山西小へ決定した経緯
は︒

平成24年２月２日発行

﹇問﹈予防接種を受けれ
ば将来的にまた医療費の
削減に繋がるがどう考え
るか︒
﹇住民課長﹈保護者には
通知している︒任意接種
であるので保護者の判断
になる︒

﹇企画課長﹈新幹線全線
開業で昨年が︑萌の里周
辺から阿蘇ミルク牧場周
辺のマップ作成とホーム
ページの作成等をした︒
本年はスマートフォンに
対応するホームページに
取り組んでいる︒
今後は実行委員会で村
観光の活性化へ引き続き
取り組んでいただきた
い︒
スマートフォンを使ってＰＲ
▼

﹇住民課長﹈管理は管理
規定をつくって集落が管
理する︒

﹇問﹈遊具の管理は村か
それとも集落なのか︒

﹇教育長﹈本年度九電管
内で か所が設置される︒
本村がそのひとつに選定
された︒設置場所は山西
小に設置する︒同校は風
当りにおいて最適の場所
である︒
河原は河の子塾︑山西
で風の子塾がある︒
河原には川を利用した
補助があれば検討した
い︒

▲山西小に導入される設備イメージ

平成 年度

44

主
な質疑応答
一般会計補正予算

64

﹇問﹈ ％では村民に伝
わっているかと疑問に思
う︒広報活動は適切で
あったのか︒また対象者
を広げることはできない
のか︒
﹇住民課長﹈予防接種の
広報は広報﹁西原﹂ 月
号に掲載している︒
︻村長︼ 歳までに対象
枠を広げる方向で来年度
は検討する︒

10

﹇問﹈子宮頸がんとヒ
ブ︑小児肺炎の予防接種
数は︒
﹇問﹈道路維持重機使用
費は年末年始を含んだ冬
季除雪対策費であるのか︒
﹇産業課長﹈昨年末から
ことしの正月︑１月も含
めて︑相当職員も出動し
ている︒今回は除雪に対
応する予算である︒
今年の冬季除雪は住民
生活の支障を最低限に抑
え万全に対応したい︒

12
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25

45

46

11

16

﹇問﹈インフルエンザ予
防接種補助金は１２０万
円の補助額にとどまって
いる︒
昨年の新型インフルエン
ザ接種率はどの程度だっ
たか︒

60

26

18

﹇住民課長﹈子宮頸がん
が︑対象者が 人で︑接
種者が 名︑接種率が
％︒ヒブワクチンが︑対
象者が２８０名で︑初回
の接種者が 名で︑接種
率が ％︒小児肺炎球菌
が︑
対象者が２８０名で︑
接種者が 名︑接種率が
％である︒
17

22

﹇住民課長﹈新型インフ
ルエンザは季節性インフ
ルエンザと異なり流行等
の特別の事情が確認され
ていない︒また国の通知
を受け県補助金もなく
なった︒
季節性インフルエンザ
は予防接種対象者が満
歳以上か満３歳から就学
前の児童と満 〜 歳ま
での身体障害者１級の方
になっているので減額に
なった︒昨年の新型は
％の接種であった︒
26

65

地方の声を政府に…

全員賛成で採択された2件の発議は、意見書を関係機関へ提出

国保法が改正されて︑
医療費の ％だった一般
被保険者への国庫負担を
・５％に減らした︒
国保は憲法 条の理念
にもとづく国民皆保険の
土台であり︑国が責任を
持って市町村に援助すべ
きではないか︒
国保財政を立て直し︑
保険税︵料︶を抜本的に
25

①未曽有の大震災・原発
事故からの復旧・復興
が最優先されるべきで
あり︑国内農業の振興
とは両立できるもので
はない︒ＴＰＰへの参
加に向けた検討は直ち
に中止すべきである︒

②農産物貿易ルールは︑
食料安全保障を含む農
業の多面的役割の発揮
と︑食料・農業・農村
基本計画で決定した食
料自給率の向上に資す
るとともに︑食の安全 ･
安心や環境保全など︑
国民の期待に応えるも
のとすべきである︒

解決して︑だれもが安心
して医療が受けられるよ
うに改善するためには︑
国民健康保険財政全体へ
の国庫負担割合を急いで
１９８３年当時の約５割
に戻されるよう要望した︒

質疑応答

﹇問﹈原子力発電から撤
退とあるが︑熊本県の電
力はどうするか︒
﹇答﹈原子力発電も現状
では ％位負担している
が︑撤退するという方向
で自然エネルギ︱に転換
していく必要がある︒

﹇問﹈撤退という言葉を
使うならその代替えはど
うするのか︒
﹇答﹈太陽光︑風力︑ま
た中小の水力発電︑地熱
発電︑バイオマス発電等︑
十分に能力はあると環境
省も言っている︒直ちに
代替えとはいかなくても
開発可能である︒

25

国民健康保険
国庫負担割合増を求める

高齢化の進行に伴い︑
近年無職者が急増して国
保加入者の５割を超える
までになり︑半数は高齢
者が占めている︒
国保加入者の平均所得
は低下するなかで︑国保
税︵料︶は上がり続けて
いるため︑滞納は増え続
け︑加入世帯の ％を超
えている︒
45

ＴＰＰ︵環太平洋経済連携協定︶
交渉参加反対の意見書

38

6
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賛成２反対９不採択

田島議員

紹介議員

20

発 議

▲村の農業を守る

請 願

原子力発電から撤退し、
原子力発電から撤退し、自然エネルギーの
自然エネルギーの
開発と普及を求める意見書
開発と普及を求める意見書

大津町西原村原野組合研修
梼 原 森 林 組 合《高知県》
木質バイオマス事業
﹁木質ペレット工場﹂

森林面積が町の ％を
占める梼原町は︑従来未
利用資源として廃棄され
ていた木材を︑町・森林
組合・民間企業・町内外
の出資者による第３セク
ターで環境にやさしい循
環型のエネルギーとして
木質ペレット化し︑森林
保全・持続的な森林経営
の期待を持たれ山ととも
に生きる町づくりを進め
ている︒
91

▲未利用材を再生し林業の活性化を図る

久万広域森林組合《愛媛県》

私はこの度、定年退職をいたします。これま
で、よき先輩、同僚、後輩の方々に恵まれました
のは、私にとりまして何よりの幸せでありまし
た。
顧みますと、入庁当時の役場庁舎はスレート葺
の建物で、夏ともなりますと机の上の温度が人の
体温ぐらいになっておりました。そのような中、
災害が発生しますと県の担当職員と災害調査・工
法の検討そして設計と緊密な連携で事業を進めて
おりました。そして折につけ、取れたての川魚で
飲み会をやりながらいろんな話をしたものです。
今でもお会いすると懐かしく心に感じるものがあ
ります。
それから私にとりまして一番の思い出と申しま
すと、役場庁舎建設ではないかと思います。当
時、財政係長として、仮庁舎の建設・本庁舎の建
設と英知を結集した事業を担当させていただきま
した。本来の仕事との両立ということで大変苦労
7
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河

上

勝

久万林業活性化
プロジェクト

総務課長

提案型施業集約化事業

森林組合・町・県から
なる
﹁久万林業センター﹂
を発足させ︑
森林の整備・
安定的な原木の供給・担
い手に十分な施業量を確
保する提案型森林施業の
取り組みとして︑
プロジェ
クトを開始した︒
結果としては︑建設業
者の林業への参入等︑担
い手が増加し︑基盤も次
第に整い間伐実績で︑
１１０↓２４０↓４５２
と成果をあげている︒

＊木材価格の低迷が続く
なか︑森林に対する意
欲の減退︑高齢化等︑
地域の林業全体の活動
が低迷しているとき︑
こうした取り組みは地
域の活性化に繋がる︒
阿蘇森林組合でも各
種の事業を進められて
いる︒積極的な参加に
より林業の活性化にな
る︒

ha

彦

したこともありましたが、竣工したときの感激は
いまでも記憶にしっかり残っております。
定年と申しますと、ご用済みの人間という感じ
が致しますが、私もまだ60歳でございます。平均
寿命が80歳を超えている現在では働き盛りと言え
るのではないでしょうか。
これからも、一生現役で第二の人生を謳歌して
いきたいと思っております。すこし早いかもしれ
ませんが、長い間大変お世話になりました。

▲思い出深い旧役場庁舎
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一般質問

健康推進のための組織をつくってはどうか

村長 時間かけて住民の間で議論していただく

﹇田島﹈後期高齢者医療
において︑菊陽町では国
からの１万５０００円の
補助を活かして人間ドッ
クの助成制度を導入して
いる︒
国の補助制度を西原村
で検討できないか︒
﹇村長﹈平成 年４月か
ら︑法により︑特定健診
及び保健指導の実施が義
務付けられることにな
り︑生活習慣病に重点を
置き︑住民に予防の意識
を高めてもらうことが大
事ということで人間ドッ
クを廃止した︒
人間ドック補助をして
も受診率向上には繋がら
ないのではないかと思わ
れる︒
人間ドックの自己負担
は４万円以上かかるた
め︑自己負担が少ない特
定健診を推進していく︒

﹇田島﹈心の健康につい
ても︑早期発見・予防医
療は大事だ︒また︑精神
障がい者の家族会を地域
で活性化させ︑精神障が
い者が地域で生きやすく
なると同時に︑医療費の
軽減にも繋がる︒
家族会で学習会やイベ
ント案内の送付などの協
力はできないか︒

﹇村長﹈精神障がい者家
族会﹁なかまの会﹂は︑
平成 年に結成以来︑ボ
ランティアの支援で︑毎
月一回程度会合が開かれ
てきた︒会の存続が危ぶ
まれたときもあったが︑
現在は阿蘇地域家族会支
部として自主活動されて
いる︒
村内では︑手帳保持者
は 名︑通院公費負担者
は 名である︒
家 族 会 の 会 員 は５ 家
族︒以前︑保健師が在宅
の方々を訪問したとこ
ろ︑そっとしておいてほ
しいとの声が多く聞かれ
た︒
村も負担している﹁阿
蘇きぼうの家﹂作業所は
遠いため︑本村から行く
人はいない︒
たんぽぽハウスは知
的・身体・精神の３障害
の方々が一緒に集える場
所として設立している︒

8
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75 18

﹇田島﹈阿蘇市では健康
推進の組織ができてい
る︒国保会計の余裕がな
くなってきている本村で
も︑分館長・衛生班長を
基盤として︑健康推進を
組織し︑医療費が減少す
る村づくりを目指す考え
はないか︒
﹇村長﹈現状をしっかり
説明して︑これから何を
すべきかを衛生班長と分
館長に認識をしていただ
かねばならず︑準備期間
が必要ではないか︒
例えば地域づくり補助
金を利用して︑区長︑衛
生班長︑分館長と一緒に
なって健康づくりに取り
組む地域には補助金を出
すなども考えられる︒
スポーツについても︑
一年を通しての活動バッ
クアップの強化も考えら
れる︒組織作りに力を入
れるのか︑個別指導を実
施して︑生活習慣改善の
指導を強化するのかを︑
今後検討していきたい︒

20

議員
田島敬一

▲障がい者の集える施設

一般質問

均衡ある地域発展で
人口増を図る施策は何か
村長 当面は長期寿命化を図り並行で検討していく

﹇宮田﹈今年７０００人
を超えた︒しかし河原校
区や既存の集落は少子
化・過疎化は進んでいる︒
今後どのような施策を考
えているか︒
﹇村長﹈村営住宅も老朽
化等が見られ︑抜本的な
改修が急がれる︒
本年度で長寿命化計画
を策定し︑
平成 年から︑
２カ年事業で補助制度を
活用し︑公営住宅等機能
向上事業を実施すること
で︑少子化対策の一助に
なる︒
﹇宮田﹈公営住宅等機能
向上事業を実施しても根
本解決策にはならない︒
河原小学校の児童は︑
現在 名︑うち 名が河
原の児童である︒
村営住宅は︑多数の方
が応募され抽選の状態で︑
そのニーズは大きい︒
﹇村長﹈現在のままでは
少子化対策に繋がってい
ない︒今後は︑子どもの
いる家庭への新築・増築・
改築など住宅利子補給事
業でＵターン効果に対す
る一部補助の導入も考え
ている︒

﹇宮田﹈旧豊野町の市営
住宅は︑ＰＦＩ方式︵民
間資金導入方式︶で着手
された︒これを単純に本
村の河原団地 戸にすれ
ば約６０００万円以上の
得策と言える︒
地域の均衡ある発展を
考えた村民の人口増加を
実施するための施策を︒
﹇村長﹈当面︑河原団地
の長寿命化計画を計画し
ているので︑それを進め
ながら︑ＰＦＩ方式等の
民間活用型を並行して進
めたい︒
河原校区少子化対策特
別委員会の中で意見交換
会も開催されている︒そ
のなかでの皆さん方のご
意見を聞きながら︑今後
さらに進めていく︒

ぼくにまかせて
▼

24

61

ゆるキャラで村のイメージアップを図れ

村

10

28

﹇宮田﹈村民がそれぞれ
思うもの︑いろいろ違う
と思う︒また︑村外の方
々がイメージしているも
のも違うと思う︒即キャ
ラクターを作るのでない
なら︑くまモンの全国１
位を利用して便乗効果と
いうことで何か施策を考
えているのか︒
﹇村長﹈当面は全国一位
のくまモンを︑県に使用
許可申請をして利用させ
ていただき︑
村の特産物や
パンフレットに利用し︑
マスコットシールなどに
使用できれば︑これを農
産物の袋︑あるいはから
いもの箱に貼っていくこ
となどで村や村の品物を
アピールしていく︒

長 くまモン効果をあやかって
アピールする

﹇宮田﹈くまモンが全国
のゆるキャラ グランプ
リ２０１１において 万
７３１５ポイントで堂々
の第１位になった︒経済
効果は９月末では 億円
以上売り上げたと報道さ
れた︒
村のイメージアップに
何か戦略を考えたことが
ないか︒
﹇企画課長﹈俵山をモチー
フしたものを生きがい館
等での加工品にシールを
張って売り込むことは考
えたことがある︒
﹇村長﹈本村では何をモ
チーフとしてデザインす
るのか︑今後の検討課題
と考えている︒今の段階
では︑くまモン人気が強
く︑
市町村のキャラクター
がかすんでいると感じる︒

平成24年２月２日発行
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議員
宮田勝則

69

24

一般質問

山本佐吉氏の銅像を
建設する考えはないか
村長 早期に建立できるように努力する

﹇山西﹈名誉村民に選定
された元村長山本佐吉氏
は︑温厚な性格であり︑
責任感が強く︑地域住民
の信望と信頼が大きかっ
た人である︒
農工商併進の村づくり
を目指され︑今日の礎と
なっており︑私も 年間
一緒に仕事をさせてもら
い大変尊敬している人で
ある︒
後世に功績を残すため
に銅像を建設する考えは
ないか︒

﹇山西﹈合併 周年記念
式典の授与式には本人も
出席されて元気なお顔を
拝見した︒現在 歳で米
寿を迎えられ︑まだまだ
健在とお聞きしている︒
早速に検討され︑早急
な建設ができないか︒

50

▲役場南に建つ荒木三蔵氏の胸像

﹇村長﹈合併 周年式典
において名誉村民の称号
を贈らせていただいた︒
山西議員は︑長年一緒に
仕事をされ︑人柄もよく
ご存じであると思う︒
山本元村長の実力︑実
績はもちろん温厚︑清廉
潔白な人であることは︑
万人が認めている︒
銅像建立に当たっては
先ず本人︑ご家族の承諾
が必要である︒

﹇山西﹈財政が伴うこと
であるが︑本人の快諾を
早急にいただき︑積極的
に建設することを期待す
る︒

﹇村長﹈議員各位のご理
解はもとより本人︑ご家
族の快諾をいただけるな
らば早い時期に建立でき
るよう努力する︒

10
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88

30

﹇村長﹈合併 周年式典
において名誉村民の称号
を授与させてもらった︒
名誉村民第１号の故荒
木三蔵氏が西原村の生み
の親ならば︑山本佐吉氏
は本村を大きく育て発展
に寄与された人である︒
功績を後世に伝えるた
めにも考えなくてはなら
ない︒
充分理解しているので
前向きに検討する︒
50

議員
山西英雄

一般質問

路線バスは、継続していくのか
村長 存続は大きな課題であり、慎重に対処する

﹇桂﹈木山・山西・大津
線を運行している路線バ
スは︑住民の足として欠か
せない交通手段である︒
しかし車社会と言われ
る現代︑本村を取り巻く
環境も変わり︑利用者は
年々減少している状況で
ある︒
大津町・益城町も補填
をされており︑本村の問
題だけではないと思うが︑
今後も継続していくのか︒

﹇村長﹈利便性と効率的
な路線再編を地域と一体
となり︑積極的に取組ん
でいるが︑利用者は減少
している状況である︒
路線バスは︑
本村にとっ
て唯一の公共交通機関で
あり︑存続は大きな課題
となっている︒
しかし︑大津町・益城
町の協力があり運行でき
ているため慎重に対処し
ていく︒

﹇桂﹈昨年度から福祉タ
クシーを導入しており︑
高齢者の利便性は良く
なったと思われるが︑バ
スを利用する機会は︑
益々減って来るのではな
いか︒
高齢化が進む市町村で
は︑路線バスの見直しに
取り組んでいるところも
ある︒
本村も︑地域住民・交
通事業者・行政関係者等
で協議をする場が必要で
はないか︒

﹇村長﹈当面は福祉タク
シーの利用を充実させ︑
バス利用を促していく︒
福祉タクシーの結果も
踏まえ︑地域連携や活性
化のために︑新しい交通
ネットワーク導入につい
て検討の時期が来ている
のではと思っている︒
生活文教審議会の設置
を計画しているので︑審
議内容の中で協議の場を
設ければと思っている︒

▲対象者を広げる福祉タクシー利用券

﹇桂﹈福祉タクシーや路
線バスを利用されている
高齢者へのヒアリング調
査︑また路線バスの運行
のあり方についての住民
アンケート調査せよ︒

﹇村長﹈住民アンケート
や高齢者を対象としたヒ
アリング調査については︑
中期的展望に立ち考える︒
まずは︑高齢化社会と
交通弱者に対し将来どう
あるべきかを協議の場で
検討し︑その中で住民の
声を聞きたいと考えてい
る︒
今のところ︑福祉タク
シーの利用状況を精査
し︑
利用者の範囲拡大を
図る︒

平成24年２月２日発行
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議員
悦朗
桂

一般質問

ゆとりある保育園の運営は
村長 民間保育園の導入で！

﹇林田﹈療育の必要な児
童に対して専門の担当保
育士が必要ではないか︒
﹇村長﹈療育士は︑保護
者と協議の上︑保育士で
十分対応できると判断し
た︒
今後もそのように対応
していく予定である︒
※療育とは︑発達障害の
ある子どもさんの機能
を高めるべく援助指導
などを行うこと︒

﹇林田﹈園児増加により
園が手狭になってきてい
るが︑保育園の増設また
部屋の増設はできないか︒

▲増加する園児

﹇村長﹈現在︑部屋の模
様替えや入れかえ等で園
児室を確保し保育を行っ
ている︒
敷地の関係上︑増設が
厳しい状況であるのは間
違いない︒より安全・安
心・ゆとりのある園を目
指し検討を重ねている︒

﹇林田﹈住民サービスの
観点から待機児童の解
消︑ゆとりある保育園と
して今後園の運営につい
てどう考えているか︒
﹇村長﹈現在︑国・県の
安心こども基金特別対策
事業・保育所等緊急設備
事業の補助金を活用し
た 民 間保育園の設置を検
討し︑
県と協議を進めてい
る︒

﹇林田﹈国・県の事業を
活用することにより安
心・安全な保育の充実は
元より︑財政面での公費
軽減に繋がる︒
民間保育園規模は︒
﹇村長﹈園の定員数を
名と希望している︒民間
業者の運営になるため︑
県・自治体としては十分
な補佐指導が必要と考え
ている︒
今後とも更なる保育制
度の充実を図り︑若い世
代にも安心して住める環
境づくりを推し進めてい
く︒

12
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﹇林田﹈人口増加に伴い
毎年保育園の園児数が飽
和状態になっている︒
待機児童が出るのでは
ないか︒
﹇村長﹈開園時︑過去５
年間の入園申し込み状況・
子どもの出生数の観点か
らこのように増加すると
は予想していなかった︒
平成 年度の園児数は︑
定員１８０名に対して
２４６名と１３６・７％
となる見込みである︒
保育室︑また定員に余
裕がなく︑安全・安心な
ゆとりの保育が難しくな
り︑開園以来︑初めて待
機児童が出るのではない
かと心配している︒
24

議員
林田直行

60

シリーズ

追 跡
平成20年､21年の定例会で取り上げられている。

[質問内容]
企業誘致に力を入れ受け入れ体制の整備を進める今後の方向性は。
税収財源の確保の為の企業誘致は必須の条件である。受け入れ体制の整備は。

[当時の答弁]
企業誘致だけでなく企業の増築、増設も地元の税収・雇用の確保・経済効果も大きいと
期待している。
今の総務課企画係での対応では厳しいので、課の設置も考えている。

[過去の取り組み]
・東京・大阪・京都本社の企業訪問。
・平成２２年４月企画商工課設置。
・村内企業増築情報に伴い、増築要望の本社訪問及び用地交渉。
・村内企業工場移転の相談により移転先工場用地交渉、村内移転要望の本社訪問を行う。

[現在の状況]
平成23年５月に京都府に本社がある企業の増築及び雇用に関する協定書の調印。平成23
年11月に工場移転、増設、雇用に関する協定書の調印式。現在移転作業を進められてい
る。

[今後の取組]
１．村内企業の会社訪問を行い情報収集に努める。
２．県企業立地課及び東京、大阪事務所と連絡を取りながら情報収集に努める。
３．県外に本社がある企業については本社訪問を定期的に行う。
４．既存企業のフォローを行っていく。

▲発展する鳥子工業団地
13
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秋田原の板碑
写真は、秋田の十字路に建つ板碑です。碑には線刻で見事な
阿弥陀如来像が彫られています。碑は磨耗が著しいが、「天□
□天」「結衆等敬白」との銘文を読み取ることができ、戦国時
代の天文年間（1540年代頃）の作であることがうかがえます。

熊本県阿蘇郡西原村大字小森３２５９

また、「結衆等敬白」という銘文と、数十名におよぶ法名が
刻まれていることから、地域集団が合同で造立したことがわか
ります。
このような、板碑は西原村内では、河原地区を中心に各所に
点在しています。その中でも、個人や夫婦による造立ではなく、
「結衆」と呼ばれる地域集団により造立された板碑が、この秋
田原の板碑をはじめ瓜生迫、門出、医王寺、宮山において確認
することができます。このことは、地域社会の形成過程や形成
時期を考えるうえで極めて重要で、今日的な地域コミュニティー

ＴＥＬ０９６

（区）の原型といえるかもしれません。
また、板碑には、戦国時代という不安定な社会の中で、現世
▲秋田原板碑

※本文中の「天□□天」の□□は解読不明な
個所です。

と来世の安穏への強い願いが込められているのでしょう。
企画商工課

小谷

２７９ ３１１１

︱

︱

ＦＡＸ０９６
２７９

︱

直行
英雄
公男
悦朗
勝則

西原村議会だより

ゆうすい

第85号

平成24年２月２日発行

編集後記

林田
山西
渡邉
桂
宮田

和己

40

﹁絆﹂

今村

金子みすずの詩が人々
に﹁絆﹂の言葉とともに
心に響いた︒
現実とは思えない東日
本の大津波︒紀伊半島の
集中豪雨︒私の見た日本
三景の松島は美しい島々
の松林であった︒ 数年
前︑雨の中原生林の大台
ケ原を縦走した︒翌日晴
れ渡った山頂から緑豊か
な山々の彼方に熊野灘︒
美しい日本の自然の風景
があった︒
金子みすずの記念館は
山口県︒遠くはない︒訪
ねてみたい︒
﹁遊ぼう﹂と言ったら︒
﹁遊ぼう﹂と言った︒
文責 渡邉公男
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