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No.

あさぎり町議会

検索

令和３年度

一般会計当初予算

110億531万円
前年度当初予算と比較すると1.2％増
【令和３年度一般会計当初予算の内訳】

歳入の内訳

歳出の内訳

自主財源（25.7%）28 億 3,126 万円
・町税（10.5%）１１億5,771万円
町民税、固定資産税、市町村たばこ税など
・繰入金（7.2%）５億2,480万円
基金繰入金
・繰越金（2.7%）３億円
・諸収入（1.1%）１億1,758万円
・分担金、負担金、使用料、手数料
財産収入など（4.2%）４億6,754万円

依存財源（74.3%）81 億 7,404 万円
・地方交付税（38.9%）42億8,408万円
・地方債（9.0%）９億8,560万円
・国庫支出金（12.5%）13億7,363万円
・県支出金（10.0%）11億507万円
・地方譲与税、地方消費税交付金、
ゴルフ場利用税など（3.9%）４億2,566万円

◆令和３年度当初予算額一覧◆

・議会費（0.9%）１億256万円
・総務費（14.9%）16億3,937万円
総務管理、税務、住民基本台帳、統計調査費など
・民生費（30.6%）33億6,318万円
社会福祉、児童福祉費など
・衛生費（7.6%）８億3,283万円
保健衛生、清掃費など
・農林水産業費（7.6%）８億3,379万円
農業、林業、水産業費など
・商工観光費（2.6%）２億9,049万円
商工、観光、定住促進費など
・土木費（8.7%）９億5,725万円
土木管理、道路橋りょう、住宅、下水道費
・消防費（4.0%）４億3,489万円
・教育費（11.5%）12億6,625万円
小・中学校、生涯学習、文化財、保健体育費など
・災害復旧費（0.2%）1,666万円
・公債費（11.4%）12億6,004万円
・予備費（0.1%）800万円

一般会計

水道事業特別会計

国民健康保険特別会計

下水道事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

球磨郡障害認定審査事業特別会計

�������� 110億531万円
�������� 20億9,576万円
��������

介護保険特別会計

2億2,081万円

�������� 19億8,621万円

���������7億2,233万円
�������� 10億4,583万円
����������� 662万円

球磨郡介護認定審査事業特別会計

���������� 3,583万円

※水道会計及び下水道会計は収益的支出と資本的支出の合計
あさぎり町議会だより
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一般会計当初予算への質疑（抜粋）
総務建設経済常任委員会所管課分
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ら外れるということで、事業
者と協議を進めているとこ
ろ。ご指摘の件については、
報告内容を確認して今後の備
えとしたい。

問 鳥獣駆除隊の後継者育
成は
答 現状では見通しはたって
いない。年に数名、新たに取
りたいと申請がある。今、現
在は後継者として少ない数で
対策を検討していかなければ
ならない。
問 平地に及ぶ鳥獣被害に対
して、捕獲だけではなく追い
払うための補助等の考えは
答 町では防護柵の設置に対
する補助金がある。また、中
山間直接支払制度の資金を活
用して、鳥獣害対策に取り組
んでいる集落もある。しか
し、平地におけるシカやカラ
スの被害には決定的な対策は
ないので、今後検討していき
たい。
問 農業支援センター運営補
助金の内容は。またこの補助
金は、ふるさと振興社との統
合に伴い、今年までの補助金
なのか

答 労務員 名の増員と大型
特殊免許等免許取得の増額
分、それと従来通りの運営の
負担金となっている。次年度
以降については、その統合の
内容を詳細に詰めていく中で
協議する事になる。

問 農業経営診断委託料１，
６００万円の予算案、昨年は
たばこ農家が多かったが今年
の具体的な施策は
答
名程度を考えており、
バランスをとりながら自ら手
を挙げられた方ということで
実施していく。

1

問 商店街の街灯は環境省の
ＬＥＤ化照明導入化促進事業
と一緒にやるのがいいのでは
答 建てる場所の問題、土地
の交渉が必要となるので商工
会と協議して考えたい。

問 木材の伐採面積に対する町
の指導はどうなっているのか
答 私有林については、伐採
届が提出され町が許可を出し
ている。近年の豪雨等で土砂
流出等の可能性がある場合
は、注釈的なものを付けて許
可を出している。

30

問 定員管理計画の中で今
回、課の変更もあるが職員の
人事配置は
答 当初予算の編成した各課に
それぞれ職員を配置している。

問 地域支え合いのマップづ
くりが現在 地区で実施され
ているが、全地区早急に取り
組んでいただきたいが
答 支え合いマップと地区の
防災計画は、地区の住民を守
る両輪。一緒につくり上げて
いかなくてはならないと考え
ている。

問 光ファイバー設備保守委
託料で性能検査の項目はどう
いうものをしているのか
答 老朽化について、 年経
過すると国が示す光関係の整
備については、補助の対象か

問 新商品開発にふるさと振
興社の役割が非常に大きいも
のがあるので、力を入れてい
ただきたいが
答 あさぎり町内だけでは町の
課題を解決できない。やはり外
からの人材を入れて職場の待遇
改善もしながら、職員の意欲を
上げて頑張っていきたい。

問 樋門管理の非常時の操作
マニュアルは
答 樋管樋門操作員の操作マ
ニュアルは、毎年操作員が集
まり講習会等を行っている。

問 ７月豪雨で甚大な被害を
受けた川瀬地区にポンプ場を
設置するとか、県や国に要望
を再度続けてもらいたいが
答 国や県に永久的に安全な
防災減災につながるような施
策と、樋門操作についても今
後の災害時のマニュアルを
しっかりと説明していただく
ようお願いしたい。

問 公園費の中でおかどめ公
園の遊具の充実について検討
されたのか
答 更新とか増設については
検討できていない。
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問 現在消防団員は約５８０
人在籍している。火災時、隣
接地点の消防団員の出動はど
のようになっているか
答 消防団については分団、
部、班というふうに組織されて
おり、管轄する区域はきっちり
と決まっているが緊急時の対応
については消防署、消防組合と
の協議を進めていく。

（総務課・会計課・企画財政課・農業委員会・農林振興課・商工観光課・建設課・上下水道課）

水道事業特別会計予算

問 竹野地区にある、緊
急時給水地借上料は、土
地代だけなのか
答 今回は賃貸借料だけ
で、メンテナンス代等は
計上していない。
問 過疎債を資本費平準
化債に借り換えた場合、
結果的に財政負担が増え
るのでは
答 それが、下水道料金
の値上げにならないよ
う、新年度で経営戦略を
策定していく。

厚生文教常任委員会所管課分

問 固定資産税の高額滞
納について、予算策定
までの徴収額と、滞納
繰越分に対する対策は
答 年度途中で回答する
ことはできないが、差し
押さえ財産等が発見でき
れば換価するということ
と、個別に納税相談等を
行い少しずつでも納付し
ていただくように努力し
ていく。

問 あさぎり町の指定ごみ
袋で、全部のサイズで持
ち手をつけてもらえない
かという要望を聞くが
答 条例等の改正も必要

問 租税教育表彰者の
商品代として額縁１，
０００円と説明を受けた
が、作文とか習字とは別
に、あさぎりオリジナル
のイベントを行いお金と
は別に報償費を検討でき
ないか
答 税について子供たちに
知ってもらう意味で、町
独自の活動というのも有
効ではないかと考える。

（税務課・町民課・生活福祉課・高齢福祉課・健康推進課・教育委員会）

で、デザイン変更にも費
用がかさんでいくという
ことと、中サイズは出て
いく数が少ないので今の
ところ考えていない。

問 個人番号カード交付事
業について厚労省から健康
保険証との連動ということ
が出ている。あさぎりの令
和３年度の取り組みはどう
なっていくのか
答 ３月から順次病院の
体制が整えば健康保険証
として利用ができてい
く。マイナンバーカード
の普及については、広報
やホームページで申請の
促しをしていく。
問 高齢者は、町民課の
窓口・支所等に行くこと
が簡単でないが、マイナ
ンバーカード普及のため
にどのようにやるのか。
八代・熊本のショッピン
グセンターへ行くと、職
員がマイナンバーカード
取得のイベントをやって
いるところを見かけるが
答 高齢者はスマートフォ

ンとかを使っての申請と
いうのは厳しいかと思う
が、支所でもできるとい
うことを伝えていく。受
け取りについては、本人
受取りとなっており専用
の端末が町民課の中に１
台だけあるということ
で、本人が役場まで来な
ければならないのが現状
である。申請について
は、昨年イベントがすべ
て中止となったが、出張
での申請も一つの方法か
と考えている。

問 デマンドの補助金の
件で、地域間の利用の偏
在があるのかという原因
分析の３年度予算なの
か。公立多良木病院への
乗り入れに関してはどの
ようになっているのか
答 統計上多いのは上地
区、岡原地区については
登録も利用も少ないと感
じる。原因としては、経
済圏が多良木であった
り、現役で働いている方
も多いからと感じる。
乗り入れの件は、現在

多良木町役場と協議して
いる。その後あさぎり町
の地域公共交通会議を計
画し、多良木町の意見等
も聞いて検討していく。

問 病後児保育の負担金
が公立多良木病院にとい
うことで今まで継続して
いた。来年から病児病後
児補助金として一元化す
るということだが、その
経緯について
答 病児病後児保育につ
いては、公立多良木病院
で４カ町村合同で開設さ
れていて、負担金につい
ては４カ町村で支払いを
進めている。病後児保育
事業については、昨年か
らあさぎり町内のこども
園から病後の保育をした
いという申請が上がって
いた。

問 公立多良木病院の事
業とどこが違って財政負
担が伴う事業にゴーの判
断をしたのか
答 今回の病後児保育に
ついては町内で初めての
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問 あさぎり中学校グラウン
ド整備時には、５年後位から
費用はあまりかからないとい
う説明だったが、１００万円
の委託料は直営ではできない
のか
答 芝管理徹底の要望もあ
り、学校敷地が非常に広く
なかなか手が回らないた
め、芝管理を一部外部発注
している。

での研修等を通して先生方の
スキルを上げていきたい。
答 デジタル教育を進めてい
く根底で、人格の形成を教
職員一人一人が自覚しなが
ら教育活動に取り組んでい
きたい。

問 各学校の教科によって
は、全国平均の学力以下の
部分があるが、令和 年度
はどのように平均以上に
持っていくのか
答 次年度も徹底した学力の
向上、授業の工夫改善を図
りながら教師としてのプロ
意識を向上させ学力向上に
取り組んでいく。

問 ２，５００万円の基金繰
り入れとなっているが、内部
的にルール化されているか
答 平成 年に国保が県単位
化になった折に、当時の基
金残高が５億円超えていた
ので、その際に県も県単位
化に伴って基金を設けた。
医療費が不足する分に不

国民健康保険特別会計予算

3

ている。

問 地域活動支援センター
は町内だけのセンターを意
味しているのか。巡回相談
支援は専門家が行っている
のか
答 地域活動支援センターは
町内の事業所「あすなり」
に事業委託を計画してい
る。巡回相談支援は、４カ
町村で順番に巡回するので
社会福祉士などが各こども
園とか保育園、小学校等を
訪問している。
問 小中学校の特別支援員の
増員についての内容と、
人学級が実施されるがその
対応は
答 人学級への対応は今後
問題なく進められる。文科省
の推計では、通常学級に在籍
する発達障害のある児童生徒
が約６％存在しているという
ことで、それに基づき今回の
各小中学校の特別支援員配置
計画を行った。

35

問 タブレット整備等に伴
う経費増に見合う活用対策
は。また、デジタル化教育
においてもアナログ的な視
点も必要だと思うが
答 未来の創造プロジェクト

30

35

申請だったということと、
場所的にも町内なので利用
も見込めるのではないかと
いうことが取り組んだ経緯
ということである。

問 老人クラブの補助金の
減は、会員の減少によるも
のか
答 繰越金の関係が１点
あり、補助金審議会の中
で審議をされ、その中で
万３，０００円の減の
２２０万円で計上させてい
ただいた。
問 ヘルシーランドとデマン
ド交通は利用料金制度で指
定管理を行っているが、そ
の内容を点検する必要はな
いのか
答 ヘルシーランドは指定管
理が残り１年で、プロポー
ザルの中でどういう契約で
運営がされたのかしっかり
チェックしながら今後の指
定管理を決める時の参考に
したい。デマンド交通はど
ういう取り決めがなされて
いるかも含めてよく検討し
たい。

足、医療費が高騰し支出が
困難になった場合は、県の
基金から繰り入れを行うこ
とができるようになった。

問 国民健康保険税は県下で
も高い方だと言われるが、
近隣町村と比較の場合どれ
ぐらいにランキングされる
のか
答 あさぎり町が高いと言わ
れるのは、保険税総額を被
保険者数で割った平均数を
出したもの。高額所得者が
多いがゆえに平均すると高
くなる。実際同じ所得、同
じ家族構成で計算をしたと
ころ人吉球磨管内では真ん
中より下になった。

５月発行
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問 スマートウェルネス指定
事業費の健康教室の件に関
して、１期生の募集人員が
どのくらいあったのか。２
期目は、１期生の人がまた
申し込んでいいのか
答 １期生の募集のときは、
医療機関からの紹介等もあり
１３０人ほど募集があってい
るが最終的に 人で参加いた
だくことになった。１期生の
方は、今度ヘルシーランドで
自主トレーニングという形で
していただくことで、２期目
は別の人を募集したいと思っ
98
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答 民間のアパート等の利
用促進もあるので、町が住
宅手当を一部負担するよう
な手段や、空き家の活用も
考えたい。
問 公立多良木病院の繰入金
に関して、本来の総務省繰
出し基準ではどうなってい
るか
答 県内ほとんどの公立病院
では１００％の繰り入れがな
されており、公立多良木病院
については平成 年度で ％
と説明を受けている。
答 人吉医療センターと公
立多良木病院の医療連携
により、人吉球磨の医療
を守る取り組みも協議さ
れている。
問 独立採算が原則である
公営企業に対する一般会計
からの繰り出しを、公共性
を考えた時にどこまでやる
のかが課題だが
答 将来のシミュレーショ
ンをしっかりやり町の財政
53

問 消費生活相談委託事業
はどのような活動がされて
いるのか
答 相談員が人吉市に４名。
相談会は弁護士・司法書士
等にお願いして年２回の開
催。あさぎり町の相談件数
は年間平均で 件ほど。
問 小学校・中学校において
置き勉についてはどのような
指導がなされているのか
答 各小中学校に荷物、ラ
ンドセルの重さと各教科書
の平均的な重量などについ
て調査をしておりその結果
をもって指導指針を定めて
いく。
問 公営住宅について、Ｕ
ターン・Ｉターンなどの人
材が住まいを確保し地域に
定着できるような募集が必
要ではないか
答 公営住宅法もあり同居
の親族がおられないと原則
独居では入れない。

30
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問 農業機械設備に対する補
助金の要件見直しの内容は
答 法人の余剰金等が１，
５００万円以上という設定
が厳し過ぎるということ
で、組織が受託作業を行わ
れている状況を考慮して採
択をしたい。

問 人吉球磨観光地域づく
り協議会の事業内容は。復
旧復興途上であるが、事業
もできるところはやってほ
しいが
答 あと２年間で、観光地
域づくりの会社を法人化
し、くま川鉄道の復旧と黒
字化に向けて沿線の観光地
域づくりも連携してやって
いかなければならない。

令和３年度あさぎり町
水道特別会計予算

問 公営企業運営協議会委
員に、専門の知識やノウハ
ウを持ち分析できる人を入
れるべきではないか
答 企業経営、企業会計の
専門家をアドバイザーとし
てお願いしていきたいと考
えている。

問 経営戦略を練る時に、
独立採算を目指していく際
に水道料の値上げという考
えがあるのか
答 令和９年度くらいで単
年度赤字が見込まれてお
り、料金改定はある時点で
は避けて通れないのではな
いか。

問 水道料金値上げを先送
りとか、上げ率を下げるこ
とを戦略で練れることは考
えられないか
答 収入の減少は想定され
ているので、財政シミュ
レーションを経営戦略でつ
くり上げていく。
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に大きな負担にならないよ
う見定めていきたい。
しゅんせつ

問 清願寺ダム湖の浚渫を
約 億円近くかけて行った
が、７月豪雨での土砂・流
木等の流入により又第２
ゲートの開閉ができなく
なった。ダム上流での大規
模伐採などの土砂流入への
対策の指導は今後どうされ
るか
答 林野庁などによる伐採
地作業道の水管理等の研修
会が行われ、森林組合はじ
め事業所は勉強会を重ねて
対応されている。
20

令和３年度一般会計予算案に対する修正動議
令和３年度一般会計予算案に対する修正案が小谷議員他２議員から提出され、
審議の結果賛成少数で否決となりその後原案が賛成多数で可決された。
修正案の内容と審議の概要は以下のとおり。

否決
6対7

①旧深田中校舎並びに旧免田中・岡原中プールの解体設計委託料１,５８０万円の減額
②農業経営診断委託料１,６００万円の減額
③公民分館建設の基本設計費１,０８７万７千円の減額

質

疑

問
答

農業経営診断委託料を全額削除すれば、診断を受けた農家の追跡調査や伴走型支援もできない。また、診
断を受けた若手農家の意識も変化しており、若い人の芽を摘む事になるのではないか。
データー集積分析結果は町に提言してあるので、その後の支援は町で対応できる。また、継続して行う事
業に対しては、いったん立ち止まり検証を行うべきである。

問
答

公民分館設計委託料の削減は、将来の区の統合を見据え、また防災面からの一時避難所として利用するこ
とになれば規模、
設備も従来とは違ってくる。３年度建設予定の２地区住民に対して基本設計図が無ければ、
説明もできず全く話が進まないことになる。
これまでの経緯の中で、公民分館建設の１割負担の補助事業は現存している。一方、区の統合とか共同利
用の話や補助率の見直しも出てきている。制度を整理してからでないと地区住民は何を基準に判断したら
いいのか混乱する。

問
答

旧中学校プールの解体や旧中学校の校舎解体等は公共施設総合管理計画に記載されている事業であり、平
成 23 年に中学校が統合して、
これまで放置してきた施設である。有利な合併特例債が使える時に事業を行っ
た方が、住民の負担は少なくて済むのではないか。
公共施設の個別計画は議会に特別委員会を設置し審議中で結論が出ていないので、コロナ対策を優先的に
やるべきである。当初予算で行うだけの優先度は低い。

討

論

修正案に反対

・将来的に農業振興のデータになり、ひいては球磨農業の基盤の底上げになる。若い経営者には、この診断
業務の期待も多い。
・コロナ対策・豪雨対策について、あさぎり町はしっかりやっている。未来のあさぎり町を考え、これらの
事業も同時進行でやっていくべきだ。
・合併当時から遊休の不要資産について議論がなされ、20 年ばかり先送りしてきた。次世代までこの議論
をしていくことは、時間と財源の無駄になる。
・合併特例債というのは将来の財政負担を軽くするためのものであり有効活用すべきだ。

修正案に賛成

・農業経営診断は専門性の高い機関に情報収集・分析などを任せて、その上で協議を進めていくことにより
多額な経費は要しない。
・総額 1,600 万円、一軒の農家あたり約 50 万円という多額の予算をかけての経営診断は、費用の面から甚
だ疑問。公表されている農水省の経営診断プログラムなどにより、高額予算をかけなくても農業の振興・
活性化を図ることは可能。
・公民分館整備は、他の地区においても不公平感や不満が出ないように慎重に行うべき。
・個々の案件に反対とかではなくて、財政の見通しなどをもう少し見極めるための時間が必要だ。
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第 11 回会議

1月29日
（金）

補正予算1億1,361万2千円追加

（主なもの）
○ふるさと基金積立金･･････････････････････････････････････････････････ ２，５００万円
○ふるさと寄附対策費（寄附お礼品、発送・代行業務委託料等）
･･････････････････････････････････････････････ １，６７１万５千円
○予防接種事業費･････････････････････････････････････････････････････････ ２１８万円
○河川改修費･･････････････････････････････････････････････････････････ ５，７８０万円
○災害復旧費･････････････････････････････････････････････････････････ ８２５万４千円

第 12 回会議

2月18日
（木）

補正予算2億5,031万4千円追加

（主なもの）
○生活応援給付金給付事業費	��������������������������������������� ９，３８３万９千円
○道路維持費･･････････････････････････････････････････････････････ ５，９７０万１千円
○災害復旧費（農地等・林業施設）
･･･････････････････････････････････ ８，３１７万２千円

第 13 回会議

3月定例

3月9日
（火）
～19日
（金）

補正予算2億9,969万8千円減額

（主なもの）
○児童福祉総務費	���������������������������������������������� ▲１億４２１万５千円
○児童手当事業費････････････････････････････････････････････････ ▲１，７８５万５千円
○環境保全費････････････････････････････････････････････････････ ▲６，７８５万７千円
○農業振興費････････････････････････････････････････････････････ ▲３，４２１万２千円

補正予算770万1千円追加

（主なもの）
○老人福祉費（地域介護・福祉空間整備事業費補助金）･････････････････････ 770 万 1 千円
森岡

溝口

小見田

皆越

永井

山口

豊永

小出

橋本

加賀山

難波

議員名

議案・発議名

表決一覧表（抜粋）
岩本

11 回会議

小谷

令和２年度第

あさぎり町町費負担教職員の採用等に関する条例の制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あさぎり町学校給食費条例の制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あさぎり町町費負担教職員の採用等に関する条例に対する付帯決議案

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

溝口

小見田

皆越

永井

山口

豊永

小出

橋本

加賀山

難波

議員名

議案・発議名

表決一覧表（抜粋）
岩本

12 回会議

小谷

令和２年度第

あさぎり町課設置条例等の一部を改正する条例の制定について

× ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○

あさぎり町ふれあい福祉センターの指定管理者の指定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

森岡

溝口

小見田

皆越

永井

山口

豊永

小出

橋本

加賀山

表決一覧表（抜粋）
難波

議案・発議名

議員名

岩本

13 回会議

小谷

令和２年度第

あさぎり町災害見舞金支給条例の全部を改正する条例の制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和 3 年度あさぎり町一般会計予算について

× ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ×

令和 3 年度あさぎり町一般会計予算案に対する修正案

○ × × × × ○ × ○ ○ ○ × × ○

あさぎり町教育委員の任命同意について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あさぎり町議会だより
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条例の制定および改正
議案第 74 号 あさぎり町税条例の一部を改正する条例の制定について
（国営川辺川総合土地改良事業に係る負担金等を徴収するため）
議案第 75 号 あさぎり町災害見舞金支給条例の全部を改正する条例の制定について
（町民が災害により被害を受けた時災害見舞金を支給することにより町
民の福祉の増進に資することを目的）
議案第 76 号 あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
（令和３年度から５年度までの３ヶ年における介護保険料率を改正）
（保険料基準額 月額 6,500 円を 5,900 円に減）
議案第 77 号

あさぎり町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について
（介護保険法及び老人福祉法の規定に基づく指定居宅サービス等の人員、
設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に伴う改正）

議案第 78 号 あさぎり町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
（新型インフルエンザ等対策特別措置法一部改正による）
議案第 79 号

あさぎり町道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
（道路構造令の一部改正により）

教育委員会委員の
任命同意

農業委員会委員の
任命同意

永年在職議会議員
表彰

現委員の任期満了に伴い、
26 名の農業委員を任命するこ
とに同意した。

椎葉 直美さん（深田）
現委員の任期満了に伴い任
命することに同意した。
（9）
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溝口峰男議員が、町村議会議
員として 30 年以上在職し、永
年にわたり地方自治の発展に寄
与した功績により熊本県町村議
会議長会より表彰された。

問

岡原第１水源は、
硬度を下げるため
年間に３３０万必

に軟水化装置に交換塩
（
要）を用いて軟水化し

等、不採算的労務人材も

欠かせない。「あさぎり

財団」と類似の既存の集

材派遣の組織との連携を

落営農、農作業受託、人

人口減少、少子高

どう展開するつもりか。

ふるさと振興社と農業
支援センターを統合し
た「地域商社あさぎり
財団」設立準備は

齢化への対応策と

しての新たな取り組みで

問

してコストが高くなって

あり、デジタル技術を活

織の担い手も高齢化しつ

ている。他の水源と比較
いる。また、硬度の数値

用した地域産業振興策は

つあり、それを補充する

かねてから寄せられてい

発展には、草刈り、溝さ

かし、農村の持続的維持

たい。

「あさぎり財団」であり

かし、それらの組

競合は避ける。し

が安定化しなかった事に

斬新であり期待する。し

る。新しい水源に取り替

らい、条件不利地の管理

町長

よる目詰まり等の苦情も

えるまでの対応は。
軟水化装置の管理

（10）
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一般質問

水道事業施設再整備事業と

件、被害額は

経営戦略策定は
被害は

起債の償還、耐用年

整備自体は可能であ

自然流下で各家庭へ給水

岡原地区の送水ポン

９４０万円となってい

する方向で検討してい

年まで工事が予定されて

は専門業者へ委託

る。計画を前倒しした再

る。交換塩を含む経費は

町長

プ場築造工事、送水

整備事業が望まれるが。

当分の間は支出していく

問
管布設工事計画が示され

現在の計画では、須

べきと考えている。

た。計画によれば令和

恵地区と岡原地区に
免田水源地から第１、第

町長

硬度（カルシウム、マグ

２配水場に水をポンプで

数との関連から現実的に

いる。岡原第１水源は、
ネシウムが多い）が高

送って自然流下で各家庭

前倒着工は可能なのか。

現在の水源に関する

く、加熱すれば固まる性

に排水する計画を立てて

問

月豪雨災害

いる。計画を前倒しする

質があり、

で水源の機器も被災し、

必要を感じている。今担

る。ただ、財政計画を精

県に確認したところ

一時硬度が上がり、その

当の方でも県と協議を重

上下
水道
課長

水を通したエコキュート

第１配水場 第２配水場

あさぎり町議会だより

1

査しながら進める必要が

岡原地区送水ポンプ場

52

ねているので見通しがつ
日）での

水道事業再整備計画

-2-

（新設）
（第１水源）

和 行 議員
K om ita

等に故障が発生した。現
月

16

吉井浄水場

K azuyuki

小見田
11

あると思っている。

7

いたら説明をしたい。

時点（

3

※一般質問の文章については、質問者の

責任においてそのまま記載とします。

議員が町の執行部に対してさまざまな角度から
町政について質問します。

一般質問11人が登壇

公民分館建設は
れまでの経緯を見ても一
朝一夕にはできない。区
の統合は区民の協力と
理解がなければできない
が、行政には区の統合が
自主的に進むような環境
づくりが求められる。区
の再編成をどのように進
めるのか。
須恵、深田は合併
町長
前に統合しており
合併後は上地区で上西・
下西が統合した。これか
らは上地区・岡原・免田
も含めて統合の議論をさ
せていただきたい。消防
団の部の統合も重ね合わ
せながら「町づくり審議
会」等の意見も聞きなが
らプランを作成し区長会
にも相談したい。時間を
かけるとこの問題は空中
分解する可能性があるの
で、時間をかけないで慎
重に進めていきたい。

問

世帯数が多くなれ
ば地域のコミュニ
ケーションが取りづらい

などのマイナス面も出て
くる。そのようなマイナ
ス面の対応策も検討する
べきでは。
これから行う「あ
町長
さぎり財団」「特
定地域づくり事業協同組
合」や「地域おこし協力
隊」等の若い人たちに地
域のコミュニティーの中
心となってもらえればと
考えている。また、小地
域ネットワーク事業を
地区に広げていただき地
域づくり、支え合いに動
いていただくような人材
を波及効果出来ればと
思っている。

問

特定地域づくり事業協
同組合の設立は

52
㈲ふるさと振興社
と（一社）農業支
援センターを統合した
「一般財団法人あさぎり
地域づくり推進機構」を
設立し懸案となっている
担い手不足や若者を安定
的に雇用できる受け皿づ
くりとして、「特定地域
づくり事業協同組合」の
設立は、今後のあさぎり
町の将来に非常に重要な
役割を果たすと考えるが

具体的な取り組みは。
あさぎり町は素晴
町長
らしい歴史と伝統
と技術、そして人材が育
ち息づいている。その中
にあって、団塊の世代を
中心とした 歳から 歳
までの人達が現役とし
て頑張っておられる。
やはり高齢化で仕事が
継続できない方も少しづ
つ増えてきているし後を
任せることが出来ていな
い状況。若い人たちをい
かにしたらあさぎり町に
集まっていただけるか考

え「特定地域づくり事業
協同組合」（人材派遣事
業）の組織を作る事とし
た。一朝一夕にはできな
いが色々な方の知恵を結
集して総力を挙げて取り
組みたい。

その他質問事項

・人材の活用について
・結婚・出産・子育て応
援について

（一社）農業支援センターと統合される（有）ふるさと振興社

行政区の統合と

問

公民分館建設は今
後、行政区の統合
を踏まえ広域的な一時避
難所として共同利用・共
同使用する事の方針が示
されたが、区の統合はこ

Mi ne o

一般質問

５月発行

令和３年
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公民分館と消防詰所の複合施設に
改築予定の石坂区公民分館

峰男 議員

Mi zo guchi

溝口

66

75

先人の偉業検証と
伝承への取り組みは

学生応援基金の設置を
問

大学等へ進学した学
生への支援が大きな
課題となっている。親御
さんから遠方での生活が
とても心配だという声を
よく耳にするが。
昨年は町の特産品を
町長
送る学生応援プロ
ジェクト事業を行った。
令和３年度は国の３次補
正の臨時交付金を使って
何らかの支援をしたい。
若者が学び、経験してい
くことは大事。いろんな
支援、人材育成の方法に
取り組みたい。

問

や偉業を今後どのように
町の活性化に活用してい
くか等検討し取り組んで
いきたい。
小学４年生の社会科
教育長
や道徳教育用郷土資
料「熊本のこころ」で先
人の業績等について学ん
でいる。

問

旧上村清水地区開拓
の父 清村宇市団長
や郷土史家 高田素次先
生など、まだたくさんの
方々がおられる。ふるさ
と基金を活用しての偉人
の掘り起こしを。

たず

できた文化、伝統を残して
いくためにもできるだけ地
元に存続していくことが理
想だと思っている。

ふる

「故きを温ねて」と
町長
いう事で、もう１回
整理できないか、教育長
と協議していく。

問
問

須恵小複式学級の問
題は、今後も出てく
ることが想定されるが町
の基本的な考えは。
今後各地区でも学校
町長
の統合ということも
協議されるようになって
くる。小学校については
地域のコミュニケーショ
ンの場、その地域が育ん

学校規模適正化審議
会とは別に若い人
（就学前の子育て世代の
人や中・高校生等）の声
を拾いあげる場を作って
みては。
幹部会、幹事会のよ
町長
うな二段での有識者
会議はおもしろい発想だと
思う。教育委員会との会議
でも話をしたいと 思 う。

学校教育の今後の展開は

ハタチ基金年齢別のさまざまな取り組み

（12）
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一般質問
瑞津子 議員
先人の偉業を掘り起
こし次世代に伝承す
ることは重要。須恵地区
の西夘之平翁や長野文治
（長野蘇南）先生など歴
史に埋もれてしまった偉
人が各地区におられると
思うが。
エンブリー博士につ
町長
いては、須恵文化
ホールの改修後に講演会
や展示会等考えている。
町の基本計画にも文化遺
跡や事業に対して評価を
行うとある。偉人の足跡

故きを温ねて」（右）と
社会科副読本」（左）
「須恵物語
「旧上小

Mitsuko

Kagayama

加賀山

橋本

誠
議員

問

個室ではなく図書館のようなオープンスペースと

将来見据えて財源負
担が少ない民設民営
にすべきだ。今後、説明
をした上で、タイムスケ
ジュール等が決ったら、町
民、議会にも説明し、やっ
ていただきたい。
これから取り組んで
町長
いくいろんなデジ
タル化、コワーキングス
ペースで進めるにはネッ
ト環境は大事。町民の皆
さんたちの理解度と普及
率と足並みをそろえなが
らデジタル化に取り組ん
でいきたい。

レンタルオフィスとは異なり、仕事を行う場所が

工会の建物なので、ビジ
ネス的には使いやすい建
物。１番は町有地で、広
い駐車場もあり、活用し
ながらそこを町の人たち
とよそから来る人たちと
の交流をはかり、いろん
なアイデアが出て、生ま
れて、いろんな商談がま
とまっていけばいいなと
思っている。

あさぎり光は、イン
町長
ターネット環境が
遅いと町民からの意見が
多数出ている。近いうち
に実証試験を行う。イク
ストライドとタイアップ
して今回アンケート調査
を実施する。 年が経過
し、更新時期を迎えてい
る。公設民営では維持管
理費と災害が発生した時
の災害復旧費用は町の負
担。民設民営は、維持管
理費も災害復旧費も企業
負担。民設民営に移行し
ていく。国の方針は公設
民営から民設民営に向け
て進んでいる。

コワーキングスペースとは、シェアオフィスや

問

維持管理費の予算は
その財源は。
公共施設利活用審議
町長
会に諮問し予算を
伴うなら議会の承認も要
り、長く使っていないの
で、内装と空調は整備し
ないと使えない。運営費
は、企業版ふるさと納税
の資金で運営。寄附金と
かを活用しながら運営し
たい。

＊コワーキングスペースとは＊

問

施設個別計画に入っ
ているのか。
現段階では、施設個別
計画に入っていない。

なぜコワーキングス
ペースなのか。
今パソコンがあれ
町長
ばどこでも仕事が
できる時代になってき
た。役場や、各事業所に
営業であさぎり町に来た
人たちが町民と交流し、
町の風景（田園風景、白
髪岳や高山等の山）を
見、町の特産品等、町の
ことを知ってもらうため
にコワーキングスペース
をぜひ取り組みたい。特
定地域づくり事業協同組
合で担い手を雇用しなが
ら、町に来てまず落ちつ
く場所として活用してい
きたい。

問
町長

インターネットの
環境整備は

問

インターネットの環
境に、農業ＩＴ化、
テレワーク等、今後デジ
タル化を進めると言われ
るが、今のあさぎり光で
対応できているのか。

５月発行

令和３年
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スペースとして

Hashimoto Makoto

問

どのような目的で活
用するか。
コワーキングスペー
町長
スにＷｉ Ｆｉ環境
があって、町民との交流
の場として２階は使いた
い。１階は事務所兼小さ
い会議室、ビジネスの仕
事場として活用する。商

なっている。

予定は
一般質問

－

コワーキング

10

問

な農産物を生産するため
の施設の投資、畜産業に
牛の頭数を増やすために
畜舎の規模拡大・農機具
の充実、そういう支援を
考えている。

問

にやってきたが、非常時
のために積み立てていた
だいた基金なので、町民
の皆様の生活が苦しいか
どうか判断しながら提案
させていただく。

２０１９年度の財政
調整基金の決算額
は 億３，７００万とい
うことで、そのうちコロ
ナ対策に限定した取崩額
と、２０２０年度の財政
調整基金の見込み額は。

生活応援券を出して
住民の生活を応援す
るということで、町民の
方々に喜ばれている。コ
ロナが収まってない中、
昨年同様８月と 月に再
び生活応援券を出す予定
があるのか。
３回の生活応援券
町長
は、補正に伴う臨時
交付金を資金源としてい
る。令和３年度の１次補
正で臨時交付金が交付さ
れることがあれば、検討
していきたい。

問

臨時交付金が交付さ
れない場合、あるい
は金額が不足した場合、
基金を取り崩す考えはな
いのか。
臨時交付金という財
源があってスムーズ
町長

企画 昨 年 の 財 政 調 整 基 金
財政
課長 の 残 額 が
億３，
６００万、コロナ対策で
第１回補正５，３００万
円を取り崩している。最
終的に本年度の財政調整
基金へ３億５，３００万
ほど積み立てて、見込み
で 億３，７００万にな
る予定である。

56

地域商社「あさぎり財
団」について

その他質問事項

56

（14）
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一般質問

交付金の具体的な支援策は
１３４万８，０００円。
第３次の配分額のうち
本省繰越分として町の
令和３年度予算で執行
する予定は、１億５，
４３２万６，０００円で
ある。
年度内の使い方とし
町長
て、新年度生活応援
券で１億１，０００万程
度の金額で準備を進めて
いる。それと議会で今提
案している商工業経営支
援補助金制度。令和３・
４年度に向けて、商工業
に業種転換、農業に新た

56

恭 典 議員

３次補正予算の地方創生臨時

問

第３次補正予算で
３回目の地方創生
臨時交付金の決定を行っ
たが、あさぎり町の配分
と支援策、令和３年度に
向けた町長が考える支援
策は。
企画 配 分 額 に つ い て は 、
財政
課長 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル
ス感染症の拡大防止策と
して、３，４１８万７，
０００円、ポストコロ
ナに向けた経済構造の
転換好循環の実現とし
て１億５，７６１万６，
０００円、合計１億９，

12

Y asunori

Iw am oto

岩本

り、
人（２

代以下が半数を占
種で行い、須恵文化ホー

があるが、町では集団接

わせて３００人程度になる

り、地区毎に近隣集落を合

接種体制の整備につ

が１９６人、 ％となって

状況。接種を希望しない人

健康
推進
課長

順調にワクチンが

供給される状態で

９月中には全て完了する

位にして、交通手段がない

の地区に運行、送迎を行う

いては、町内の医

おり、未提出が４６８人い

わるのはいつ頃に想定
しているのか。

団」について

地域商社「あさぎり財

その他質問事項

見込み。

人員体制の整備につ

療機関、公立多良木病院

るので現在確認中。交通手

ワクチン接種が大体終

よう計画をしている。

の先生方の意見等を伺い

段については、ワクチン接

問

いて町長の考えは。

人は、シャトルバスを各々

ルで計画している。

問

代以上

人と９割を超えて

日現在）、

める。死亡者は
月
が
いる。感染者は、飲食店
の営業時間短縮や県外の

２回程出席している

外出自粛が奏功し、年末
年始をピークに減少して

が、医療関係の方々と行

準備段階の会議に今

いるが、いまだ収束を見

政の連携はうまくいって

町長

通せていない。その様な
いる。

歳以上から接種

中、流行収束の切り札と
して医療従事者からワク
チンの先行接種が開始さ
れた。国家のプロジェク

調査の結果と交通手段の

が始まるが、希望

新型コロナウイル

ト事業であるが、市町村

方法は。

問

スの感染者が熊本

では接種に関する体制整

希望調査は 歳以上の
り、対象者数が５，９２７

高齢者に対し行ってお

期待が高まる中で不安も

人、接種希望者が５，
２６３人で ・８％という

ながら接種体制を整えて

種が１日当たり３００人程

健康
推進
課長

いる状況。接種について

況と課題等は。

伴う。接種体制の準備状

健康
推進
課長

県で初めて確認されてか

議員

備や予算化が進められて

喜一

Toyonaga Kiichi

64

度で行いたいと考えてお

88

3.3

豊永

ら１年が経過した。感染

65

いる。ワクチンの効果や

接種体制等は

者が約３，５００人に上

問

70 72

は、集団接種と個別接種

ワクチン接種シミュレーション

30

66 20

一般質問

５月発行

令和３年
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新型コロナワクチン

公共交通確保維持事業、
地域内フィーダー系統補
助という名称になり、国
の支援が２分の１、残り
を地域交通事業から補
助。町の負担ない。部分
運行も引き続き行ってい
く計画。

問

定期券・回数券での
乗車となっている
が、１日限りの乗車券が欲
しいという声もあるが。
企画 乗 車 券 の ほ う は 、 く
財政
課長 ま 川 鉄 道 の 方 に も 確
認する。

問

本年度中学校の卒業
生で郡市外の高校進
学は何名か。
町では昨年度より
教育長
も 名多い 名で
郡市では１０６名となっ
ている。

問

くま川鉄道の災害に
よる影響はないか。
影響はないものと考
教育長
えられる。自らの進
路選択に沿って高校を選

択したという風に捉えて
いる。

問

定期券の助成金とあ
わせて以前の会議内
容でこども医療費の助成
も高校生まで延長してほ
しいという意見もあった
ようだ。同じテーブルに
載せて検討できないか。
両方を検討してみた
いと思う。
町長

問

区の統合計画の推進と
合同で使用する公民分館
の建設の協議について

その他質問事項

部分運行等の町村負
担割合は。
企画 部 分 運 行 と 復 旧 に つ
財政
課長 い て の 金 額 等 は 提 示
はまだあっていない。

くま川鉄道による代替輸送バス

（16）
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一般質問

完全復旧に向けての取り組みは
くま川鉄道が不通と
町長
なり、高校生始め郡
民の皆様方には大変迷惑を
おかけしているが、高校生
たちが励ましのメッセージ
をあさぎり駅に掲示し、な
にか復興に向け球磨郡市の
心が一つとなったような気
持ちがする。
企画 被 災 後 直 後 か ら 被 災
財政
課長 地 域 鉄 道 路 線 代 替 輸
送事業を活用されて国が
３分の１の補助、残りを
熊本県が補てんしていた
が、今年１月４日よりス
キームが変更され、地域

26

T eruko

令和２年７月豪雨に係る
「くま川鉄道」
の

問

くま川鉄道について
は、鉄道としての復
旧を目指すことを決定し、
くま川鉄道再生協議会が設
立し全線復旧に向け、事務
局もあさぎり町の生涯学習
センターに設置されてい
る。くま川鉄道代替バス運
行や部分運行について、高
校生の保護者等から不安の
声が上がっているようだ。
代替バス運行はくま川鉄道
が全線開通するまでの歳月
５、６年の年月が必要とも
聞くが継続運行されていく
のかどうか。

10

てる子 議員
M inagoshi

皆越

問

難波

文美
議員

昨年７月の内水被
害を受けて、様々
な治水対策が検討され早
急に実施されている箇所
もあるが、農業用排水路
は８ヶ月経過してもなお
手付かずの所もある。農
業用の位置づけであって

対策の周知は

Ｎａｎｂａ Ａ ｙ ａ ｍ ｉ

も堤防を兼ねた町道があ
り、迫り来る次の出水期
に地域住民は不安を抱い
ている。早急に復旧、強
化するよう具体的な調査
対策プランを示す必要性
があるのではないか。
農林水産省の管轄で
町長
あるが、河川の考え
で流域治水に入れてもら
うよう機会あるごとに国
県に対策をお願いしてお
り、４月末の報告を聞い
て対応する。

保険証として使える
マイナンバーカード

50

町民の健康を守る環境
整備は

問

30

は住民にとって一番身近な
デジタル化の有益性だと思
われる。最大５，０００円
分のマイナポイント獲得の
ための周知については。
町民 マイナンバーカード
課長 を取得してから 時
間以降にポイントが付与さ
れる事や決済カードが必要
である事を窓口での受け取
り時に説明している。

問

健康運動教室と脳い
きいき教室の今後の
具体的計画は。
１期生として健康運
町長
動を始めた方が目標
を持って継続的にスポー
ツを習慣化できるよう、
タニタや筑波ウェルネス
リサーチのデータを活用
する。またヘルシーラン
ド内にある社協の空きス
ペースにエアロバイクを
導入するなど拠点作りと
環境整備を始めている。
高齢 令 和 ３ 年 度 は 、 ２ 回
福祉
課長 の 脳 い き い き 教 室 を
予定。 名を募集し、月
４回週１回のペースで計
回の内容で行う計画。
12

24

インターネット環
境が充実すること
でより早く、より多くの
住民に情報が届く。町で
はこれからＳＮＳを活用
して情報発信する計画が
あり、全国１，７８８
自治体のうち ％がユー
チューブ配信を活用して
いる。議会中継も大事な
情報のひとつである。高
齢者やパソコン機器を操
作できない住民でもネッ
ト対応テレビがあれば手
軽に視聴できる。現在の
会議録システムにかかっ
ている毎年２００万円程
度の経常的経費の解消は
議会運営と住民双方の有
益性につながるのでは。
現在、任意のデジタ
町長
ル班をつくり勉強会
を実施しているので早速
検討する。

問

運動も脳活も健康
維持の取り組みに
効果的である。健幸ポイ
ントのように、足を運ん
で議会傍聴をした住民に
もポイント制を考えられ
ないか。
傍聴の際には住所・
町長
氏名を記入するよう
になっているため議会事務
局の考えも聞き検討する。

その他質問事項

・住民共助による地域づ
くり活動について
・時代にマッチした適正
な学校教育の展開につ
いて

５月発行

令和３年
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住民の不安はいつ解消されるのか
ゲリラ豪雨が引き起こす内水被害

デジタル化整備で住民が
得られる有益性は

問

一般質問

健康ポイントをためて
『あさぎり町健幸お買い物券』に
交換しましょう！

住民への流域治水

限までに公共施設の除却
等の経費の一時的増加が
見込まれる。これらに対
応するために、一つ目に
デジタル化の推進によっ
て住民サービスの向上と
業務の効率化を目指した
い。 つ目が、公共施設
マネジメントの着実な実
行によって、更新費用や

運営コストの削減、場合
によっては売却の促進に
よって効果を上げて行く
事を根幹に策定を行って
いる。

その他質問事項

農業支援センターにつ
いて

（18）
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一般質問
んの生業と生活を守って
いくために、どのような
街の運営をしていくのか
しっかりと考えていこう
と思っている。

問

第 次行財政改革プ
ランの策定に向けて
の基本的な考えは。
これまでの第 次行
町長
財政改革を踏襲し
ながら、改革すべきとこ
ろは改革し財源の見える
化を図っていきたい。ま
た、住民のニーズを捉え
ながら、併せて災害に対
する備えにも力を入れて
いきたい。
次行財政改革
企画 第
財政
課長 の 課 題 は 、 歳 入 で
は「合併特例債」の発行
期限を迎える事で財源が
減少し、基金の取り崩し
によって基金残高が減少
することが見込まれる。
歳出面では、高齢化の進
展、あるいは医療の高
度化等により扶助費の増
加が見込まれる。それか
ら、合併特例債の発行期
3

英治 議員
いう視点での、町長の基本
的な考えは。
現在、コロナ禍で商
町長
工業や飲食業他、
町民の皆さんにも収入減
や色々な影響を受けてお
られる。行財政改革の中
において町の限られた財
源の中で、町民の皆さん
達の経済的支援、生活の
支援をしっかりとやらな
ければならないと思って
いる。また、高齢化や
担い手不足という大きな
問題にも、町の経営目標
をしっかり立てた上で持
続可能な街にしていくた
めに、そして町民の皆さ

4

4

E iji

N agai

永井

行財政改革の取り 組みは
問

行財政改革プランに
は「住民の視点」
「選択と集中」「経営感覚
の導入」という、 つの基
本方針が掲げてある。「住
民の視点」では、昨年から
のコロナ禍での商工業や農
業の経営の悪化に対して、
各担当課で素早い対応をし
て頂いた。また、「経営感
覚の導入」については、
「公共施設マネジメント調
査特別委員会」において、
財政担当職員から財政につ
いて詳しい説明を受け、
しっかりとした感覚を持っ
ている印象を受けている
が、特に「選択と集中」と
3

2

問

上地区
る中で、

地区だ

行政区あ

る考え。議会に説明する

くり、負担金を少なくす

デリケートな面もあるの

ないと誰でも考えている。
地区

で、今回のような
対象ではなく、

地区、
町長の地区も含めた所

分館は公民分館、地区統

めの統合ではなく、公民

の診断料は無料となってい

央会では農業経営診断、こ

経営診断ができる。他に中

熊本農業経営相談所、これ

合は地区統合として考え

あまり時間をかけて

も無料。だから年間１，

る。他にくまもと経営塾、

いるとスピード感

５００万円も出して農業経

る方がいいのでは。

がないと言われる事もあ

営分析を３年も継続して行

町長

る。まさしく今、機が熟

う必要はないと思うが。

今回の令和２年度の

１，６００万円の予

算を使ってやったのはあく

町長

しているので、この時期

にまとめていく様な動き

をしていくのがトップの
務めではないか。

までも調査委託。診断士の

人たちに農家さんを診断し

向なのか、経営というもの

ていただいて、どういう傾

町の農業の課題を知

をもう１回見直す必要があ
る意味で、

ではないか。これから

円になるが、本当に価値の

ると考えお願いした。

人に絞

産業活性化プランの
中小企業診断は

問

り１人当たり 万円の経営

年先を見越した戸数の配

ある事業なのか。例えば他

で、全体の中でもう一度

ような考えはない。住民

分、消防団、いろんな組

の取り組みとして、問題を

行政の考え方を区に

の視線でやっていきたい

織を考慮した上で、もっ

解決するためにＪＡの青色

診断料として、令和３年、

と思うので皆さんの意見

と時間をかけて不公平感

申告会。この代行料は年間

考え直して取り組むべく

を聞きながら取りまとめ

のない統合に持っていく

３万６，０００円で済む。

押しつけようという

ていきたい。

べきでは。現在計画中の

また３年間の申告書を基に

４年まで合計４，５００万

上地区は、いつかは

大きな公民分館を作るた

町長

えは。

でいく状態を、町長の考

前に話がどんどんと進ん

けが今回の対象で、公民
分館建設を災害時の避難

議員

所として大きな建物をつ

高明

10

19

統合しなければなら

問

10

小出
Koide Takaaki

30

館の建設は
一般質問

５月発行

令和３年
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50

合同で使用する公民分
19
10

区の統合計画の推進と、

節 雄 議員

問

公民分館整備事業に
ついては、防災面で
の機能強化などを含めて
の制度変更を検討されて
いるようだが、きちんと
した議論の上で制度設計
を行い、適正に順を追っ
た取り組みをすべきでは
ないか。なし崩し的な対
応は行政としてのあるべき
姿ではないと考えるが。
ないがしろにならな
町長
いように、きちんと
した手順を踏んで条例等
の見直しなど必要なこと
をやっていきたい。

基本姿勢とプロセスは

町施策等の決定・実施までの

問

町施策決定までの適
正な手順の確保や
計画性・継続性などと共
に、その過程についての
説明責任も重要であり、
そのことは本町の議会基
本条例でも明確に定めら
れているが、町の貴重な財
産ともいえる職員の知見を
幅広く活用する意味からも
必要となる庁内会議等の記
録保存の状況は。
総務 庁内会議の会議録等
課長 の作成は現在行って
いない。要点録として記
録し保管している。

問

町長は常々「財政は
大事だが、事業を進
めながら今後検討・精査
をする。」と言われてい
るが、財政見通しの裏づ
けがあっての事業計画で
あり、その策定手順や各
種実施計画と財政計画の
整合性をきちんと確保す
るべきでは。
財政については言わ
町長
れるとおりで、財政
的な見通しをしっかりと
しながら実施計画を実行し
ていかなければならない。

問

議会において公共施
設個別管理計画の特
別委員会が設置され、審
議中で結論が出ていない
にもかかわらず、計画内
容が当初予算案に計上さ
れているが、二元代表制
である議会と町の関係に
ついての認識は。
特別委員会で検討中
町長
の事業は議案ではな
いので審議中とは呼べな
い。採決の必要もないと
判断している。

問

議会として重大な
関心を持って設置
した特別委員会での意思
決定がまだ済んでいない
現時点では、未確定であ
る個別計画についての予
算措置は再考されるべき
では。
特別委員会の最終的
な結論が出てないの
町長

は認識しているが、個々
の事業については、粛々
と執行していきたいと考
えている。

その他質問事項

・地方交付税制度について
・流域治水について
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一般質問

Setsuo

Kotani

小谷

常任委員会報告

号）に

〇２月９日（火）
①一般会計補正予算（第
ついて

号）に

〇２月 日（月）

（第 号）について

②令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算

①行政区再編への取組について

22

③農業委員候補者選定に関する経
過報告について
④あさぎり町国営川辺川総合土地
改良事業負担金徴収条例の制定
について

（委員会付託案件審査）

他４件

さんに対して説明会を開催して

の排水溝拡張による防災対策に

伴う百太郎溝幹線水路土砂浚

・要望書「令和２年７月豪雨に

う農地災害復旧支援について」

「令和２年７月豪雨に伴う百太郎

地等災害復旧支援について」及び

望書「令和２年７月豪雨に伴う農

２土地改良区から提出された要

合わせて排水路の造成等の早急な

は、近年の自然環境や農業経営に

拡張による防災対策について」

「あさぎり町清水地区の排水溝

ついて」

渫に対する支援について」

溝幹線水路土砂浚渫に対する支援

改善対策が必要であると判断し、

審査とした。

・要望書「あさぎり町清水地区

について」は、執行部で予算化さ
排水溝拡張による防災対策に
ついて」

「あさぎり町飲食業有志」から

採択とした。

・要望書「令和２年７月豪雨に伴

要望書「あさぎり町清水地区

①要望書の取扱いについて

（委員会付託案件審査）

ほしいなどの意見があった。

委員からは、早急に住民の皆

う諸課題について

②岡原地区水道施設災害復旧に伴

17

れており審議未了とした。

清水地区要望の現地調査

総務建設経済常任委員会
〇１月 日（火）
①役場組織再編について
②一般会計補正予算（第
ついて

⑤その他２件

ついて

④岡原第１浄水場災害復旧状況に

について

③令和３年度上下水道課主要事業

16

18

提出された要望書については継続

５月発行

令和３年
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①要望書の取扱いについて

令和２年７月豪雨災害現地調査（永里地区）

26

16

27

職員から役場に移り、先生方の
負担が軽減される効果が期待さ
れる。
委員会から、地産地消・地元
業者を優先するように協議して
ほしい。給食運営審議会ではＰ
ＴＡ・保護者の声を反映される
ものであってほしい。委託会社
が替わっても給食センターで働
く方々に不利益が被らないよう
配慮してもらいたい等の意見が
出た。

〇１月 日（水）
①新型コロナウイルス感染症対策
ワクチン接種に係る補正予算に
ついて

降は国の基準として事前調査が
義務付られるので、今後は、こ
のような事は少なからず解決さ
れると答弁。
②寺池公民分館新築工事補助金の
増額補正（ 万２千円）について
委員から豪雨災害後の大工賃
金等の値上がり率は調査してあ
るのか等の質問が出た。
③ヘルシーランドデイサービスス
ペース等の利活用について
デイサービススペースは「健
幸教室」の開催により住民の健
康づくり、体力づくりの拠点、
保健センターは住民交流の場と
して活用予定。

〇２月 日（水）
①あさぎり町介護保険条例の一
部を改正する条例の制定につ
いて
基準介護保険料額７万８千
円から 万 百円に下がるが
また上がる事も予想される。
策定委員会での議論はされ
たかとの委員からの問いに、
担当課は、同様の心配がなさ
れたが、介護予防策が功を奏
したものも一因であり、今後
も極端に上がらないように施
策を進めていくと答えた。

50

8

24

7

ワクチン接種による効果、副
反応等多様な質問が出た。
②ふれあい福祉センターの指定管
理について
新しくスタートする施設の指
定管理なので社会福祉協議会に
も新しい発想で臨んでほしいと
の要望が出た。
③あさぎり町町費負担教職員の採
用等に関する条例の制定について
須恵小学校複式学級回避に向
けた令和３年度１年間限りの条
例が可決された。委員会では、
一年間で保護者に対して複式
学級に対する理解を求める期間
として十分なのか等の意見が出
た。教育課からは来年度以降の
方針は白紙の状態であるが、学
校規模等適正審議会で審議頂い
たご意見を参考に方向づけると
答えた。
〇２月 日（金）
①令和２年度一般会計補正予算
（第 号）抜粋
旧深田保健センター解体に伴
うアスベスト処理２回目の補正
予算について
当初予算の１．７倍になるが
契約としてあるべき姿ではない
との意見に担当課は、来年度以
12

17
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厚生文教常任委員会

31

〇 月 日（水）
①学校給食費条例等の改正について
給食費の徴収・管理業務が教

20

10

〇 月 日（木）
①旧深田保健センター解体工事に
ついて
解体工事中にアスベストが新
たに発見され、１，０７５万円
の追加工事が発生した。
委員会としては、解体工事設
計時にアスベストの存在確認を
設計図書等を用いて精度を上げ
ることはできないか等の意見が
出た。
②須恵小学校複式学級の対応につ
いて
平成 年制定のあさぎり町町
費負担教職員の採用等に関する条
例（令和２年３月 日失効）の意
義と該当保護者、住民に対する
町、教育委員会の説明・対応につ
いて議論が交わされる。保護者へ
の丁寧な説明を求める。
③その他
「心の健康調査アンケート」
については、被災者の心情に配
慮した内容にしてほしかったと
の意見が出た。
12

12

公立多良木病院企業団議会

一部事務組合報告
上球磨消防組合議会
〇 月 日（木）
令和２年第５回臨時会が開催さ
れ、山﨑信治監査委員を選任する

人吉球磨広域行政組合議会

熊本県後期高齢者医療広域連合議会

〇 月 日（水）

ふるさと市町村圏特別会計条

・人吉球磨広域行政組合人吉球磨

れた。

般会計の歳入歳出予算の総額は、それ

３年度の後期高齢者医療広域連合一

議案及び一般質問が行われた。令和

され議案第１から議案第８号までの８

熊本県市町村自治会館において開催

例 を廃止する条例の制定につい

千円、前年比

ぞれ

億５，７４３万
ては、採択。

〇２月 日 金( )
令和３年度第１回会議が開催さ

10

れ２，９２８億

万

千円、前年度比

別会計歳入歳出予算の総額は、それぞ

４０８万４千円の減。後期高齢者医療特

1

8

ことに同意した。

45

2

2

億３２５万３千円の増、増加の理由は

88

〇２月 日（木）

〇３月 日 木( )
・令和３年度人吉球磨広域行政組
合一般会計予算の総額は 億４，
２５６万９千円。

正についても原

負担金の総額補

一般会計経費の

・令和２年度一般会計補正予算、

９，５６３万３千円。

億３，２８９万９千円の内１億

・あ さ ぎ り 町 の 負 担 金 は 総 額

16

令和３年第１回定例会が開催さ
れ、火災予防条例の一部改正。一
般会計予算の総額を歳入歳出それ
ぞれ６億３，６００万とする両議
案が上程された。主な歳出は、新
型コロナウィルスの感染症対策
費、水難救助車購入費、各種訓練
派遣費用など。

〇 月 日（金）
令和３年度第１回定例会が開
催され、令和２年度補正予算
は、構成町村の負担金変更と新
型コロナ補助金、職員数や利用
者の減少に伴う減額補正で総
額２，９０２万円。令和３年
度の予算は収益総額 億３，
５７４万４千円、費用総額
億８，７８０万７千円で純利
益を見込んだ予算となり原案ど
おり可決決定された。
（令和３年度予算でのあさぎり
町の負担金）
※病院事業・シルバーエイト・
健診センターコスモ
６，７５５万２千円
※病児・病後児保育特別会計
２４０万６，４６０円

案どおり可決決
定された。

一人当たりの医療費の増加によるもの。

また、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施事業の取り組み市町村増加に

よるもの。マイナンバーカード取得促進

に係る郵便料の増加によるものが主な原

因となっている。令和４年度後半から年

割から

割に

収２００万円以上の人の医療費窓口負担
が

引き上げられる。

2
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1

両議案とも原案
通り可決した。
庁舎建設は訓練
棟及び外構工事
は完成となり、
県の検査が 日

19

26

25

24

25

に行われた。
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令和３年

（23）
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12

聞かせて
あさぎり町

町

民 の

声

町内の方々に寄稿していただきました

気軽に声を掛け合える明日へ

今年は、春がいつもより早い様です。わらびや茶の新芽が

10日程も早いのです。皆様に親しんで戴いた「遠山桜」の二

議会だより

世木も五分咲となりました。さて、コロナ禍で町の主催事業が
軒並み中止となった昨年、これからワクチン接種が始まるとは
言え、先の見えないトンネルの感があります。私たちの傍まで
忍び寄っているのかもしれません。しかし、私たちにも困難を
不難に変える知恵と工夫があります。町長が自己予防を行いな

須恵地区（阿蘇）

がらあさぎり町に再び元気と活気を呼び興す仕組みを議会と行

遠山

政で創り出して下さい。町民がどこで逢っても気軽に声を掛け

好勝さん

合える様な日常を早く取り戻したいと願っています。

コロナ禍の中で
あさぎり町議会だよりは
ホームページでもご覧頂けます。

桜が満開に咲く頃、
長女が小学校を卒業しました。
昨年は新型コロナウイルスの流行により、学校が長期の休み
に入り、運動会も延期となり６年生の一大イベントでもある修
学旅行も中止！楽しみにしていた子どももガッカリしていまし
たが、先日子どもたちがクラスで計画・実行してくれた親子思
い出作りを行う事が出来ました。
成長していくにつれ、なかなか
触れ合う機会も少なくなってしまうのですが、今回のイベント
でみんなの笑顔がとても眩しく生き生きとしていて、今のこの
環境になったからこそ味わえた幸せなのかなと感じました。
あさぎり町は児童手当や医療費助成など子育て世帯にやさしい
町だと思います。
より良い町になる事を心より願っております。

免田地区(永才)

星原

鮎美さん

■表紙の写真について
ふれあい福祉センター
（キッズスペース）

先日︑日本中を沸かせる話

題がありました︒ゴルフの松

山英樹選手が︑マスターズで

日本人初の優勝︒コロナ禍や

自然災害等で何かと明るい話

題が少ない中にも︑スポーツ

は人の心を明るくしてくれま

す︒あさぎり町でも︑スポー

ツとまではいかなくても︑体

を動かすことで﹁健幸﹂の町

議会広報に載ることがあります。ご理解とご協力をお願いします。

を目指しています︒人命や経

★お願い★「議会広報」の腕章をした議員が、写真撮影等でお伺いして取材します。

済︑またはスポーツや様々な

イベントまでもがコロナの影

響を受けている今日︑一日も

早く平穏な日々が戻り﹁健幸﹂

英治︶

正道

な町になりますよう心から

︵永井

德永

編
集
・
発
行
責
任
者

願っています︒

長
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委

岩本 恭典
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永井 英治
豊永 喜一
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誠
小谷 節雄
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