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６月定例会
（平成23年６月９日〜平成23年６月17日 ）

７月17日
小竹祇園祭
子どもみこし

改正後
分

５０万円

５１万円
後期高齢者支援金分

１３万円

１４万円

介護納付金分

１０万円

１２万円

療
医

議員の初盆会の御香典や、諸行事等での寄付

行為は、公職選挙法で禁止されています。

また︑田川市郡では住民の
貴重な足ですが︑本町や直方
市︑行橋市では効果の度合い
が違います︒必要に応じた負
担割についての議論が必要で
す︒廃止︑撤退は難しい状況
ですので︑何とか改善策を
探っていきたいと思います︒

重ねてお悔やみ申し上げます。

クル発電所の問題に対する議
論もできない︒十分な情報提
供を︒
答 今後とも︑本町で提供で
きる情報については︑全て提
供していきます︒ただ︑じん
芥処理施設組合しか提供でき
ないものについては︑施設組
合の情報公開制度を利用して
いただきたいと思います︒

今年もお盆の季節を迎え、初盆のご家庭には、

概要報告に対する質疑

平成筑豊鉄道株式会社

宮若市外二町

じん芥処理施設組合

問 組合の積立金や公債費の
残額が明らかにされていな
い︒本町の税金から１億３千
万円ほど負担しているのに必
要な情報が提供されない︒こ
れでは︑今後の大牟田リサイ

初盆会の御香典や寄付は禁じられています。

一部事務組合等の会議
問 平成筑豊鉄道が災害の影
響もあり︑新たな赤字を抱
え︑本町の負担も増えている︒
加入している構成市町村は
高齢化が進んでいる旧産炭地
であり︑平成筑豊鉄道は︑病
院や買物に行けない人たちの
大切な足となっている︒赤字
を出さないための経営の基本
姿勢はどうなのか︒
答 貨物路線の廃止や少子化
に伴う乗降客の激減で︑何と
か経営を維持している状況で
す︒
平成筑豊鉄道は︑県の肝入
りで作った第三セクターです︒
新知事の下︑今後の県の関わ
りが議論の的になります︒

問

問

答

国保税条例を一部改正

改正前

23

中低所得者の国民健康保険
税の負担軽減を図るため︑次
のとおり課税限度額が引き上
げられました︒
改正後の限度額は︑平成
年度以後の国保税から適用さ
れます︒

国保税の課税限度額

答
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６月定例会の主な議案

6月定例会は、6月9日から6月17日まで、会期９日間の日程で開かれました。
条例案・補正予算案等の議案が提出され、審議の結果、議会は賛成多数で可決しました。

可決

予算委員会 の
主な質疑

問 数名のグループでボラン
ティア団体をつくり︑活動に
携わるにあたり︑身分証明書
等が発行できないか︒
答 社会福祉協議会にあるボ
ランティア連絡協議会には個
人でも登録が可能です︒身分
証明が必要であれば︑社協と
も協議して︑発行も検討して
いきたいと思います︒
問 教職員や中央公民館等の
職員がＡＥＤを使えるよう研
修を行っているのか︒
答 学校では教職員全てに研
修の受講を指導しています︒
また︑中央公民館では現在職
員の半数が研修を受けてお
り︑今後も引き続き受講を指
導します︒

問 東日本大震災を教訓に︑
町民の生命と財産を守るた
め︑本町の地域防災計画を見
直すべきではないか︒
答 あらゆる機関とネット
ワークを組みながら︑地域住
民を守るため︑幅広い方々の
ご意見を聞きながら︑町の防
災計画の見直しを行います︒

問 本町の節電対策について
具体的な内容は︒役場庁舎等
に太陽光発電の導入を検討す
べきでは︒
答 九州電力からは ％の節
電という指示も出ており︑役
場でも節電対策について職員
に周知を図っています︒自然
エネルギーの導入は︑公共施
設の改修等に合わせ︑検討し
ていきたいと思います︒

問 一般商品券のほかに︑今
回︑新たに住宅リフォーム商
品券が発行されるとのことだ
が︑取扱の受付等は商工会で
するのか︑町でするのか︒
答 受付は全て町の商工会が
行います︒

問 商品券の取扱は︑商工会
に登録された人しかできない
のか︒

答 取扱は︑商工会のほか︑
商工会が公募した町内の事業
所や店舗でできます︒ただ
し︑商工会の会員以外につい
ては︑登録料として５千円が
必要です︒

答

問 商品券が利用できる上限
額は︒また︑住宅リフォーム
商品券の工事内容は︒
答 一般の商品券は一人 万
円︑住宅リフォーム商品券は
一件当たり１００万円を上限
としています︒リフォーム工
事の内容は︑個人住宅の増改
築あるいは補修︑バリアフ
リー化︑耐震化︑オール電化
等を考えています︒ただ︑住
宅外の塀や車庫︑倉庫等は対
象外としています︒

10

問 普通旅費が補正計上され
ているが︑その内容は︒
答 東日本大震災被災地への
職員派遣の旅費です︒ 名分
を計上しています︒
問 援護が必要な町民を対象
に︑買物状況のアンケートを
実施しているが︑その後の施
策はどうするのか︒
答 いわゆる﹁買い物弱者﹂
施策については︑バスでの送
迎や店舗の設置などが考えら
れますが︑実施にあたっては
民間や個人の方の協力が必要
になるので︑アンケート調査
の結果を踏まえて検討します︒
問 人口減少︑高齢化が進ん
でいる︒町の振興のために
も︑買い物弱者への対策を進
めるべきではないか︒
答 宅配やバスでの送迎︑買
い物ボランティアなど︑本町
に合った対策を講じていきた
いと考えます︒そして︑今後
の町の振興︑経済発展へとつ
なげていきたいと思います︒

15

問

答

問

答

問

答

問

答

問
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問
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問

答

問

答

問

答
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平成23年度補正予算

▲ AED研修の様子

徹底を
大安 美佐代 議員

また︑人工呼吸法や︑ＡＥ
Ｄ︵自動体外式除細動器︶の
使い方など︑保護者も巻き込
んで実践教育も行ってはと考
えます︒
防災は﹁自助・公助・共
助﹂の徹底とこれに﹁近助﹂
も取り入れ︑住民に対する防
災教育も徹底すべきでは︒
また︑避難場所の環境整備
も考えねばならないのでは︒
全町民をあげての避難訓練
等も大変だとは思いますが︑
年１回でも実施し︑防災に対
する町民の意識を向上させて
いかなければならないのでは
と思います︒
教育課長︑町長の考えは︒

松尾町長 地震︑台風︑洪水︑
火災とさまざまな災害が予測
されます︒安全・安心の町は︑
防災に強い町だと考えます︒
防災意識の向上については︑
地域協働施策の中で︑まずそ
れぞれの区に応じた防災組織
を設立していくことで︑全町
的な防災対策へつなげていき
たいと考えています︒
そのため︑昨年から︑県の
防災担当の職員を招き︑区長
を中心に︑自主防災組織の結
成に関する講演会や︑研修会
を開いています︒また︑災害
時の支援についても︑システ
ム化を図っていきます︒

教育課長 文科省の指導要綱
には﹁防災教育﹂という形で
はなく︑交通︑災害︑不審者
に対する安全に関する指導内
容があります︒その中で防災
意識を植え付ける授業内容を
構成し︑自分の身は自分で守
ることを徹底的に教え込んで
います︒また︑防火組織的な
ものを学校内で組織し︑避難
訓練等も実施しています︒あ
わせて︑消防署の協力も得て︑
ＡＥＤや人工呼吸の方法につ
いても学んでいるところです︒
今後は︑火災や地震に加え︑
風水害に対する教育内容の必
要性を認識するところです︒

広瀬 早美 議員

小竹町公営住宅等長寿命化
計画が策定された︒この計画
策定には︑民意が全く反映さ
れていない︒
国は﹁公営住宅の耐震性の
確保はもとより︑省エネル
ギー性能︑バリアフリー対
応︑耐久性等の確保に努め
る﹂と指導している︒
福岡県は︑住宅の耐震性の
確保を パーセントに向上さ
せ︑住宅の長寿命化の促進に
よって︑住宅寿命を 年以上
延ばすとしている︒
しかし︑本町の長寿命化計

10

○防災対策教育の

東日本大震災は様々な面で
防災に対する知識の在り方を
考えさせられる出来事でした︒
この東日本大震災で話題に
なった﹁釜石の奇跡﹂という
ものがあります︒小・中学生
達が率先して避難を開始し︑
近所の住民を巻き込み︑全員
が津波の難を逃れることがで
きました︒
これは︑日頃から児童・生
徒に対し︑第１﹁ハザード
マップで示された想定を信じ
る な ﹂︑ 第 ２ ﹁ 自 分 に で き る
ベストを尽くせ﹂
︑第３﹁率先
避難者たれ﹂と徹底的に防災
教育を実施した成果だと考え
ます︒
わが町においても︑自分の
命を守るため︑災害時に学校
の内外でも直ちに実践出来る
ように︑学校の授業の中に徹
底した防災教育を取り入れて
いくべきではないでしょうか︒

○公営住宅等
長寿命化計画について
○ＲＤＦ事業からの
早期撤退を

90
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そこが知りたい

一 般 質 問
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10
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30

画の中に耐震性のことが触れ
られていない︒
本町の公営住宅の耐震性が
確保されているのは何パーセ
ントなのか︒
耐用年数が 年以上残って
いる建物は応急修理でなく︑
改善をすることが今後の経費
の節減と安全・安心の公営住
宅につながるのでは︒

50

松尾町長 修善には︑個別改
善︵グレードアップした修
繕︶と︑計画修繕︵現状維持
修繕︶があり︑現在︑改良住
宅は︑計画修繕を行う計画に
なっています︒
耐震化の必要性は十分承知
していますので︑長期的な財
政計画を検討しています︒
今回の長寿命化計画は国の
交付金を受けるにあたり︑早
急に作成しましたが︑今後は
計画を具体的に実施していく
ため︑民意を取り入れながら
進めたいと思います︒
ＲＤＦを原料としている大
牟田の発電所との契約は︑平
成 年度で終了しますが︑小
竹町・鞍手町・宮若市で構成
する一部事務組合では︑現状
のまま 年延長との方針で
す︒この延長で必要な 億円
の経費のうち︑ 億円は︑ご
みの減量化で︑燃料費や人件
費等の削減に取り組み︑市町
村の負担金を増やさないよう
に努めていきます︒
また︑ 年延長してもその
後︑一部事務組合も解散する
可能性もあるので︑今後も引
き続き検討していきます︒
ごみ袋の料金は受益者負担
の原則から︑現状維持でお願
いしたいと思います︒
29

10

大牟田のＲＤＦ発電所の発
電能力は石炭の６割︑発電は
副産物程度である︒主体はゴ
ミの焼却が目的で︑焼却灰は
リサイクルできず産業廃棄物
に︒これでは︑環境リサイク
ル産業とは言えない︒
今回︑再度処理委託料の単
価が引き上げられる︒開始当
初から９年間で３倍に値上が
りすることになる︒しかも自
治体単独で撤退することさえ
難しい契約になっていること
も大きな問題だ︒
ＲＤＦ事業からの早期撤退
を目指した積極的なごみ処理
政策が喫緊の課題だ︒町長の
考えは︒
ごみ袋の製造単価が鞍手町
より 円高い︒環境を考慮す
るなら︑薄くても安い方が良
いのではないか︒ごみ袋の値
段 円を︑北九州並みの 円
に引き下げる考えは︒
10
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宮野 一男 議員

先日︑し尿のくみ取り手数
料の徴収方法についての相談
を受けました︒
内容は︑くみ取り手数料の
額は個人情報であり︑他人に
知られたくない︒口座振替に
できないか︑というものです︒
現在のくみ取り手数料の徴
収方法は︑各区・組によって
異なっていると思います︒
口座振替にするには組全体
の合意が必要であり︑個人で
はできないというのが現状で
す︒そのことによるトラブル
や苦情も聞きます︒

○廃棄物処理
手数料(し尿)の
徴収方法の改善を

個人情報は他人に知らせな
いというのが個人情報保護法
の精神だと思います︒
住民税や水道料金も同じ個
人情報であり︑他人に知らせ
ないためにシールを貼って郵
送されています︒
現在の徴収方法を続けれ
ば︑組を抜ける人も出てくる
ことも考えられます︒
町長は︑し尿くみ取り手数
料が個人情報であると認識さ
れているのでしょうか︒ま
た︑組全体の合意がなければ
口座振替にできないという考
えを改め︑個人の意思に任せ
る考えは︒

松尾町長 し尿のくみ取り手
数料については個人情報に間
違いありません︒町として
は︑事業者の責任として情報
の管理をするということにな
ります︒
し尿料金は︑区が業者から
委託を受けて徴収する形態に
なっています︒区に加入して
いる以上︑必然的にそれが許
容され︑各組の一員である住
民の皆さんが区長・組長に手
数料の徴収を委任していると
いう慣例があります︒
以上のことから︑個人情報
ではあっても︑個人情報保護
条例の違反はないと認識する
ところです︒
水道料金の徴収は口座振替
が導入され︑し尿のくみ取り
手数料もできないか以前から
要望がありました︒
そこで環境衛生連合会でか
なりの議論を重ねた結果︑最
善策として組単位での口座振
替を導入したのが現状です︒
今後︑環境衛生連合会︑事
業者及び町の三者で十分に検
証してさらに苦情のないよう
な仕組みをつくっていきたい
と思います︒

ふとし

氏

新多六三番地の二

太
所
組︶

月 日

︵新多区
年

氏

担を伴わないよう︑施設の管
理・コストの削減や熊本県内等
の自治体加入の促進ができない
ものか﹂
︑また︑
﹁発電所は海に
面しているが︑
地震による津波対
策はどうなのか﹂等の質問が出
された︒
宮若市外二町じん芥処理施設
組合としては︑平成 年度に大
牟田リサイクル発電所の建設に
かかった借金返済が完了するこ
とから︑負担金軽減が予想さ
れる︒今後の発電所の経営に
よっては︑我々町民に対し︑
財政負担が大きくのしかかる
問題であり︑注視していきた
い︒
︵編集委員会
副委員長 吉野慎一︶

次回の定例会は、

９月８日（木）

開会予定です。

※事情により変更される場合もありますので
あらかじめご了承ください。

議会が同意した人事

や

屋

人 権 擁 護 委 員 ︵新任︶
おお

住
生年月日 昭和

お

男

かず

一

１２

29

傍聴場所は、役場３階議事堂内
傍聴席です。
また、テレビ放映による傍聴は
役場１階ロビー、総合福祉センター
ロビーです。

大

の

野

議 会 推 薦の 農 業 委 員 会 委 員

みや

宮

所

月 日

︵御徳一区２組︶
年

議会を傍聴してみませんか

９ 12

御徳一〇二四番地の二

住

生年月日 昭和

﹁ごみ減って財政圧迫﹂と今年
１月末に新聞報道があった︒
町民の皆さまは驚かれ︑記事
を読まれたと思う︒
現在︑家庭や事業所から出る
可燃ごみを︑宮若市のくらじク
リーンセンターで固形化燃料Ｒ
ＤＦ︵クレヨン状に固めた燃
料︶に加工した後︑大牟田市の
リサイクル発電所にその処理を
委託している︒
発電所ではＲＤＦを燃やし︑
売
電収入を得ている︒
ところが︑近年のリサイクル
の推進や人口減少などにより︑
皮肉にもごみの量が大きく減少
し︑それによって発電量が減
り︑発電所の売電収入も減少し
た︒当然のごとく発電所は︑自
治体側に委託料の値上げを要求
し︑平成 年ではトン当たり５
千円の委託料が︑平 成 年では
９千５百円と倍近い額となっ
た︒
このＲＤＦ発電所は︑７年後
の平成 年度に事業計画が終了
する予定である︒
議会としてこの事実を重く見
て︑５月 日︑執行部ととも
に︑大牟田リサイクル発電所の
現地調査を行った︒
大牟田リサイクル発電所では
﹁自治体負担をいかに抑えるか﹂
﹁議会として︑今以上の自治体負
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