
議会だより議会だより 25
VOL.

編集・発行：　山都町議会事務局　　発行日　平成 23 年 4 月 27 日

山都町議会第１回定例会開催（会期：平成23年 3月 3日～ 3月 11日　9日間）
　平成 23 年山都町議会第１回定例会が、清和総合支所議場において開催されました。
　議案は条例案件 3 件、予算案件 17 件、その他の議案 11 件が提案され、慎重審議によりすべて可決されました。
　また、山都町議会広報の発行に関する規則が可決され、次回から山都町議会広報委員会が編集発行することに
なりました。

議案番号 件　　名 議決要領

議案第 2 号 山都町コミュニティバス条例の一部改正について 原案可決

議案第 3 号
山都町特別会計条例及び山都町立国民健康保険蘇陽病院事業使用料及び手数料条例の一部

改正について
原案可決

議案第 4 号 山都町役場課設置条例の一部改正について 原案可決

議案第 5 号 平成 22 年度山都町一般会計補正予算（第６号）について 原案可決

議案第 6 号 平成 22 年度山都町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 原案可決

議案第 7 号 平成 22 年度山都町老人保健特別会計補正予算（第２号）について 原案可決

議案第 8 号 平成 22 年度山都町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 原案可決

議案第 9 号 平成 22 年度山都町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 原案可決

議案第 10 号 平成 22 年度山都町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について 原案可決

議案第 11 号 平成 22 年度山都町簡易水道特別会計補正予算（第４号）について 原案可決

議案第 12 号 平成 22 年度山都町病院事業会計補正予算（第１号）について 原案可決

議案第 13 号 平成 23 年度山都町一般会計予算について 原案可決

議案第 14 号 平成 23 年度山都町国民健康保険特別会計予算について 原案可決

議案第 15 号 平成 23 年度山都町後期高齢者医療特別会計予算について 原案可決

議案第 16 号 平成 23 年度山都町介護保険特別会計予算について 原案可決

議案第 17 号 平成 23 年度山都町国民宿舎特別会計予算について 原案可決
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議案番号 件　　名 議決要領

議案第 18 号 平成 23 年度山都町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 原案可決

議案第 19 号 平成 23 年度山都町簡易水道特別会計予算について 原案可決

議案第 20 号 平成 23 年度山都町水道事業会計予算について 原案可決

議案第 21 号 平成 23 年度山都町病院事業会計予算について 原案可決

議案第 22 号 町有財産の無償貸付について ( 旧朝日小） 原案可決

議案第 23 号 工事請負契約の締結について ( 集落林道湯鶴葉線滝下トンネル改良工事） 原案可決

議案第 24 号 工事請負変更契約の締結について ( 林道松尾線改良舗装工事） 原案可決

議案第 25 号 工事請負変更契約の締結について（上川井野日名田線　日名田橋改築下部工工事 ） 原案可決

議案第 26 号 工事請負変更契約の締結について ( 杉木田小野線道路改良工事） 原案可決

議案第 27 号 工事請負変更契約の締結について ( 久留見尾線道路改良工事） 原案可決

議案第 28 号 工事請負変更契約の締結について ( 集落林道湯鶴葉線荒谷橋架設工事） 原案可決

同意第 1 号 山都町教育委員選任について同意を求める件 原案同意

同意第 2 号 山都町固定資産評価審査委員の選任について同意を求める件 原案同意

同意第 3 号 山都町固定資産評価審査委員の選任について同意を求める件 原案同意

同意第 4 号 山都町固定資産評価審査委員の選任について同意を求める件 原案同意

発委第 1 号 山都町議会広報の発行に関する規則の制定について 原案可決

〈一般質問〉
　一般質問事項は以下のとおりです。内容については防災無線を通じてお知らせしていますので省略いたします。

質問議員 質　問　事　項 答　弁　者

№１

４番

後　藤　惠　喜

１．大型養鶏施設ついて 

　①大型養鶏施設（ユニティファーム）の誘致について

町長

担当課長

２．庁舎、熊本バスターミナル及び遊技場について

　①現在進行中の街並み整備事業との一体的な推進について

町長

担当課長

№２  

９番  

佐　藤　一　夫

１．庁舎、病院建設について 

　①工事の着工はいつなのか

　②完成までの期間

　③新病院の診療内容（人工透析・歯科）

　④取付道路、薬局について

　⑤駐車場

町長

担当課長
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質問議員 質　問　事　項 答　弁　者

№２  

９番  

佐　藤　一　夫

２．消防団について 

　①団員数の減少について町の対応

　②機械器具の取り扱いについて

　③防火水槽、水利について

　④自治区のＯＢで班編制はできないか

町長

担当課長

３．奨学金について 

　①貸付の現況

　②返済はどうなっているのか

担当課長

４．小学校の統合について 

　①現況はどうなっているのか

　②統合すれば学校は決まっているのか

教育長

担当課長

５．町の祭典について 

　①町の３大祭りの外に自治区集落でどのくらい祭典があるのか

　②町の助成金はどれくらい出ているのか

担当課長

№３  

２番  

兼　瀬　哲　治

１．町の振興策について 

　⑴観光施設など町の施設の活用による町の活性化について

　①通潤山荘を始めとする各施設の運営状況とその活用について

・キャッシュフロー会計について

・指定管理者制度について

・地域経済について

・町の観光施策について

　②そよ風パークの活用と効率性について

町長

担当課長

№４  

13 番  

飯　開　和　雄

１．観光対策について 

　①九州新幹線全線開通による受け皿づくりはできたのか

　②通潤橋放水と観光のバランスが崩れているのでは

町長

担当課長

２．企業誘致について 

　①鳥肉養鶏場誘致について

町長

担当課長

３．農業問題について 

①山都町の農業に魅力を感じる研修生を定住させるための受け皿づくりは

担当課長

４．庁舎問題について 

　①用地買収はできるのか

　②人口減少による本庁舎、支所の今後の考え方は

町長

№５  

16 番  

中　村　益　行

１．同和問題 

　①啓発のあり方について

町長

担当課長

２．庁舎問題 

　①早期着工が望ましいが、見通しはどうか

町長

担当課長

３．財政問題 

　①国勢調査結果と財政計画について

担当課長

４．福祉問題 

　①高齢者の緊急支援について

担当課長
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質問議員 質　問　事　項 答　弁　者

№５  

16 番  

中　村　益　行

５．教育問題 

　①新指導要領と条件整備について

　②特別支援教育の現状と課題について

教育長

担当課長

６．コミュニティバス問題 

　①運行業者の指導について

担当課長

№６  

10 番  

本　田　忠　次

１．同和問題について 

①解決には同和行政から一般行政への移行が先決と考えるが町長の認識は

（同和地域の垣根をとっぱらい全体町づくりとして包含すべきと思うが）

町長

２．教育問題について 

①「思想・良心の自由を定めた憲法に違反はしない」と合憲の判断を下

したが、日の丸（国旗）君が代（国歌）について、教育長は現在どん

な認識をもっているのか再度尋ねます。

②建国記念の日や敬老の日等（国民の祝日に関する法律）を教育委員会

はどのような指導、啓発を児童・生徒（学校）にしてますか。

教育長

３．山都町の町づくりについて 

　①現状把握と将来展望について

　　（どんな姿の町にされるか具体的に）

　②「旧浜町会館」の活用について

　③通潤橋周辺の整備について

（巨木杉の枝打ち、竹、灌木の下刈り等山林中を通る散策道路の整備）

町長

担当課長

№７  

５番  

江　藤　　強

１．町道城平新町線について 

　①概要と今後の取り組みについて

町長

担当課長

２．地籍調査について 

　①地籍調査の現状と今後の予定について

　②町単独で事業推進（スピードアップ）がはかれないものか。

町長

担当課長

３．財政運営について 

　①物件費及び補助費の検証とこの後の整理合理化について

町長

担当課長

４．地域経済の活性化について 

①現状からの脱却について、政策的に今後どのように取り組むのか。

町長

担当課長
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