しめ議会だより

議会だより

ら
っ
き
と
の
さ
町
ん！
が
わ
志免町にもこんな素晴らしい若者達がいます!!

志免中学校を卒業した20代から30代の若者12名が、
月に一回、
志免町内の清掃活動をしているグループです。さわやかなあたたかい話題です。

第

﹁ハンズアップ﹂

志免町内
清掃活動グループ

天神で開催された﹁ゴミ拾い﹂運動に参加したのがきっかけで﹁生まれ育

った志免町が大好きで︑ここで何か出来ないか﹂と仲間達に声をかけ﹁ゴミ

動でも︑仕事の都合

などにより全員が集

まることはありませ

ん︒しかし︑自分が

したいときに行動で

きる場所があるだけ

でいいと思っていま

す︒たかがゴミ拾い

ですが︑このゴミ拾

いをきっかけに︑新

しいつながりが生ま

れ︑ゴミ拾いに楽し

みを感じてくれるよ

うになったメンバー

もいます︒僕たちは︑

ただただ志免町を今

以上に好きになりた

いし︑好きになって

くれる住民が増える

お 知 ら せ

お知らせ
政治家は、年賀状 等の
挨拶状を出すことが
禁じられています。
政治家は、
選挙区内にある者に対し、

答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、暑中見舞状などの時候のあい
さつ状（電報なども含まれる）を出す
ことは禁止されています。

次回の定例会は
12月5日より
傍聴に是非お越しください。
議会傍聴は、町民が町政に参加する
機会のひとつです。是非お越し下さい。
車椅子もあります。
詳細は議会事務局までお問い合わせください。
「議会だより」についての ご意見をお待ちしております。

TEL 935-1001 FAX 935-7070
議会事務局は町役場４階です。

E-mail:gikai@town.shime.lg.jp

１

−

と良いと思っていま

委員会 報告…期限内合併は厳しい
8
一般質問 ここが聞きたい ズバリ町政を問う11
あの質問は どうなったの？
14

す﹂と語ってくれま

2

した︒

成果はいかに

素晴らしい若者達︑

9月定例会

50

決算審査 行財政改革３年目

そしてグループです︒

No.

彼らを見かけたらエ

▲町民大運動会玉入れ競技

ールを送りましょう︒

−

代表者は﹁自分たちの活動を大きくしようとは思っていません︒現在の活

11

◇発行・福岡県志免町議会 ◇編集・議会広報特別委員会 〒８１１ ２２９２ 福岡県糟屋郡志免町志免中央１丁目１

◇発行日・平成 年 月１日 ◇印刷・九州チューエツ株式会社

20

拾い﹂を始めたそうです︒

号

50

16

行財政改革３年・ 成果はいかに！
自主財源
6,431,784千円 61.8％

地方交付税
1,381,493千円 13.3％

町税

町債

4,974,295千円
47.8％

799,310千円 7.7％

国・県支出金

入ったお金

1,143,553千円 11％

10,407,324千円

その他

100%

分担金・負担金192,137千円
使用料・手数料145,148千円
財産収入
11,611千円
諸収入
178,896千円
寄附金
73千円

531,546千円
5.1％
398,078千円 3.8％

繰越金

1,737,187千円
17.6％

土木費
381,146千円 3.9％

消防費

100%

1,013,871千円
10.2％

123,424千円 1.2％

衛生費
1,609,512千円
16.3％

1,782千円 0.0％

農林水産費

決算特別委員会

19

実質収支

平成 年度決算では

一般会計で約５億円の

13

黒字︒

19

地方交付税交付金

11

18

年度は 億８︑
１４

・

３

全ての指数において前年度より改善傾向が見られる。

９万円︵ 年度より約

11.6

６００万円減︶
︒

12.1

町の経営

公債費比率
（％）

（６：７）
となったが本会議では可決された。

87

町税は前年度比

0.767

６％増︒

0.743

収入済額が前年度比

財政力指数

長を除く13人で採決を行い、賛成少数で否決

５億１︑
８０６万円増収︒

（4日間）
行い、古庄議長、二宮監査、丸山委員

37

未納金は約２億７︑
０

91.6

００万円︒

93.7

借金
︵町債︶
・貯金
︵基金︶

経常収支比率
（％）

決算審査は特別委員会を設置し、
16日から

20

残高は約 億２︑
００

19年度

０万円で町民１人当り

18年度

1,048,963千円 10.6％

約 万円︒

主な財政指数

貯金
︵基金︶は︑財政

町の財政状況

調整のために４億８︑
８

耕二

総務費

42,617千円 0.4％

００万の取り崩しを行

吉田

▲改修された東区公民館

い︑約 億９︑
０００万

副委員長

57,017千円 0.6％

商工費

円︒

丸山真智子

3,503,208千円
35.4％

9,898,593千円
公債費

議会費

民生費

使ったお金

379,866千円
3.8％

労働費

委 員 長

︵８・７︶︻反対︼大熊・吉住・池辺・西川・稲永・大林・末藤

繰入金

その他 527,865千円 5.1％

19

98

︻賛成︼堤・助村・丸山・牛房・大西・吉田・熊本・二宮

651,184千円 6.2％
地方譲与税 114,979千円
利子割交付金 22,587千円
配当割交付金 17,908千円
株式等譲渡所得割
交付金
11,808千円
地方消費税
交付金
366,795千円
自動車取得税
交付金
64,359千円
地方特例
交付金
39,635千円

平成 年度決算を認めました︒
一般会計 億９８００ 万円

依存財源
3,975,540千円 38.2％

賛成多数で可決！

年度主な工事

・東学童保育所建設 ３︑
９４８ 万円

・中央小学校校舎増築

８︑
７５２万円

４ 億４︑
１７３ 万円

７０３ 万円

・中央小学校校舎補強・大規模改造

９月定例会は９月５日から24日まで、
20日間の会期で開かれました。
19年度の決算
1
・
20年度補正予算・議案18件を可決。健全化判断比率
議案18件を可決。健全化判断比率・資金不足比率につ
資金不足比率についての報告、
請願１件、
意見書２件について審議。
教育委員３人の任命に同意しました。
一般質問は９月８日から10日までの３日間行いました。

教育費

吉田 議員

年度は︑
厳しい財政運営の中︑

賛成討論

３︑
７２８ 万円

末藤 議員

・志免４丁目地内内水対策整備

・東区公民館改修

反対討論

平成

人件費総額の抑制は 年で約２億３︑
６

００万削減し目標達成︒個々に応じた

指導を充実するため学級補助員の加配

年度全体の人件費は

がなされたり︑積極的な事業展開が行

われているが︑

去年より約１︑
２００万減の決算︒
今後必

要な事業を選別し︑勇気を持って確実

に実行されることに期待する︒

19

高齢者からの増税に次ぐ増税で障が

い者も負担増を虐げられている中︑法

人に至っては９︑
６００万の不納欠損は

余りにも大き過ぎ︑徴収の努力の跡が

見受けられません︒また︑事業系ごみ

の不自然さについても改善する方向す

ら見出せないで︑処理費費用は一般会

計からの歳出をいつまで続けられるの

か見通しすら示せないでいる︒

19

19

19

第５回
定例会

２

平成20年 度 補 正 予 算

総額 ８億6,400万円 全員賛成

脱水汚泥処理委託料 833万円
・桜丘下水処理の汚泥処理業者の変更のため

・南里農区の農機具購入費用の３割を補助

全員賛成

156万円

報告

全員賛成

農業機械共同利用
組合補助金

全員賛成

●

監査委員条例の改正

●

地方公共団体の財政の健全化判断比率等を監

・大的地区（西念寺付近）の道路の安全対策

査委員の審査に付託されることになった︒

志免10号線道路改良工事 800万円

職員の給与に関する条例の改正

●

これまで慣例で職員の給与から︑生命保険・
損害保険の保険料や職員団体の組合費・会費・
積立貯金など控除していたものを条例化した︒

・導入することで140万円程度の削減ができる

北筑衛生施設組合規約の改正

選挙投票管理システム 413万円

﹁北筑衛生施設組合﹂
から
﹁北筑昇華苑組合﹂
と
名称を改める︒

●

﹁組合立古賀葬祭場﹂
を
﹁葬祭場﹂に改める︒

主な一般会計補正

地方議会議員の
﹁新たな位置﹂
のため
自治法が改正に

・水道事業…………82万9千円増

14

議会と議員の身分を確立するという意味で地

総額 ３億7,700万円 賛成多数（10：５）

方自治法の見直しが検討されており︑その一部

・後期高齢者医療…40万8千円増

全員賛成

が今回改正された︒
内容は議会活動の範囲の明確化︵常日頃が議
員活動︶と議員は任命職である職員とは異なる

総額 ５億1,000万円

条例は町の憲法です

公選職︵直接選挙によって就任︶という身分が
明確化され︑﹁報酬﹂
も
﹁議員報酬﹂
と改められた︒

・老人保険……１億1,200万円増

今後さらに改正が行なわれる予定である︒

総額46億2,500万円 全員賛成

全員賛成

・国民健康保険……2,300万円増

賛成多数
︵賛成 ・反対１︶

特 別 会 計

志免町議会会議規則の改正

２億9,400万円増で総額98億5,900万円となる

全員協議会︵議案の審査や議会運営に関し協
議・調整を行う場︶を議会活動とする︒

（賛成10：反対５）

改正の主な内容は︑
報酬を議員報酬に改める︒

賛成多数で可決

議員の報酬および費用弁償等に
関する条例の改正

主な議案審査

一 般 会 計

（単位：％）

実質赤字

連結実質

実質公債費

将来負担

資金不足

財政の健全化に関する法律の規定により、
比率
赤字比率
比率
比率
比率
̶
̶
9.9
35.3
̶
平成19年度決算に基づく健全化判断比率の
（13.99）
（18.99）
（25.0）
（350.0）
（20.0）
報告があった。
１．実質赤字額、連結赤字額、及び資金不足は発生していないため、それぞれの比率は「−」で記載している。
２．（ ）内の数値は、早期健全化基準を記載。資金不足比率のみ経営健全化基準。
・早期健全化基準を越えると、財政健全化計画をたてなければならない。

▲去年購入した吉原農区の農機具

５

・経営健全化基準を越えると、経営健全化計画をたてなければならない。

４

員の配置は子どもの伸び

総務文教常任委員会
小・中学校連携
に寄与しているとのこと︒

校が生じる可能性が出て
が保護者︑指導員への理

住民をお客さまにしてい

大型マンション等の建
基準︑交付要綱などにつ

個別補助金の内容︑交付

保育園民営化計画

者評価を実施︑その後分
を立ち上げ︑指導員の雇

近隣町では連合会組織

学童保育

保育園︶として最低一園

めていく︒基幹園︵町立
めの嘱託職員を２人雇用

般︑連絡調整等を行うた

導方針も決め︑事務全

対しては難色を示された︒

つことができ始めている︒ 財政状況であり︑建築に

はあるが︑一番の問題は

町長は︑重要な課題で

コミュニティーの
へや設置の請願

よう提言した︒

連携し︑支援体制をとる

会を行ない︑商工会等と

し︑助成金制度等の説明

業者にアンケートを実施

就労支援については事

地域生活支援事業

う提言をした︒

立ち上げる努力をするよ

ない今年度中に連合会を

解に努め︑役員が変わら

り︑効果のある活用にな
るのでリーダー育成につ

設に伴い児童・生徒が増
いて８月末に答申が出る︒
２園目は 年度となっ

り信頼関係も少しずつ持

きた︒対策を講ずるため
通学区域審議会で審議さ
れ︑一月に答申が出た︒

生涯学習の推進

るよう補助員の成果を上
ながっていない︒有料も

課題として︑活用のあ

げるには︑資質や専門性
考える時期では︒又担当

東中学校校区授業研究

の向上が必要︒研修の充
課の指針が弱いなどの意

無料で講座を長年行い︑

実だけでなく優秀な人材
見が出された︒

り方に学校間で違いがあ

を確保する必要がある︒

行財政改革

加し︑教室不足となる学

補助金検討委員会から

通学区域及び
施設計画

会を６月 日東小︑７月
日南小︑９月 日東中
で開催︒
夏休み中に２回︑先生
方の研修も開催︒

学級補助員制度
学習などの指導︑学級
運営上必要な業務を行う
もので︑本年度は 人を
任用︑指導効果を上げる
ため研修会も実施︒
成果として︑一番の教
育環境は人であり︑補助

析の予定︒その結果を見
用も一括して行ない︑指

ているが︑来年度に第三

て 年度にこだわらず進

は残すと報告を受けた︒
し︑スムーズに会の運営
がなされている︒

７月 日別府つくし保
育園を視察︒保護者との

いった質問、意見が出された。

当委員会では長い間運

れず、住民への説明責任が果たされていないと

間で４︑５月に苦情もあ

４月１日以降、全く合併についての情報が出さ

営について議論してきた

の報告。これを受け、柔軟な枠組への考え方や

ったが６月以降はなくな

独で生き残れる手立てを平行して進めていると

志免炭鉱の坑道入口が

期限内では厳しい。もし合併できなくても町単

２ヵ所発見され︑生涯学

白紙となった６町合併についてその灯を消す

習課と協議を行ない工事

合併問題調査特別委員会

を進めている︒

桜丘団地
下水処理施設
桜丘よりの質問事項に
対して８月 日に解答︒
日程調整ができないな
ど︑余りに協議のテンポ
が遅い︑行政側から積極
的なアプローチをして協

▲炭鉱跡地擁壁工事

▲町立保育園の園児たち

ことなく協議は続けているが、新合併特例法の

22

20

議会運営委員会

厚生常任委員会
22

議を進めていくよう要請

げます。

建設常任委員会

水洗状況
処理区域内人口３万３︑
万１︑１９０人︑水洗化

２４６人︑水洗化人口３

調査を実施︒配水施設４
率 ・８％︒

炭鉱跡地基盤整備
土木︑側溝の布設︑擁

情報をお寄せ下さいますようにお願い申し上

8月1日の臨時議会の中で副委員長に吉田議員が就任

漏水調査
７月 日から８月 日
の工期で︑管延長 ㎞の
ヵ所︑給水施設４ヵ所︑
計８ヵ所の漏水を発見︑
推定漏水量は一時間当た
り３・ ㎥︒

次回は西校区・東校区から取り組み予定。

▲中央小学校の下校風景

っている。

壁工事などを行っており︑ をしている︒

３町での分配とし、志免町分は約245万円とな

進捗率は ％︒

（株）
ＳＮＣの貸付料については、
坪単価506円。

箇所は全て修理済み︒

決算特別委員会の運営
については︑
前回の特別委
員会における申し合わせ
のとおりとする︒
今回地方自治法の一部
が改正され︑その中の会
議規則と議員報酬条例︑
政務調査費条例改正につ

予算の審議を行なった。

25

19年度事業報告及び決算、20年度事業計画及び

16

６
７

いて︑議員提案とし副委

をされている方々を出向いて取材した。

93

国鉄志免炭坑ボタ山開発推進協議会を開催し、

26

30

員長が提出︒

志鉱跡地対策特別委員会

27

「わが町のきらっとさん！」はボランティア

20

35

17

議会広報特別委員会

14

68

調 査・研 究
町の重 要な問 題を

町長 新たな展開とまで

あるのか︒

な取り組みをする考えが

二宮 名称変更して新た

も期待したい︒

ない事情もある︒

では︑あれもこれもでき

町長 限られた陣容の中

ると思うが︒

っていく体制づくりがい

が連携し︑町を挙げてや

︿その他の質問﹀

14

夫だが︑五︑六年になる

は週一コマ増えても大丈

学校の一年から四年まで

期制を実施している︒小

施すると変更が非常に困

関わってくる︒又一度実

ように実施していくかに

教育長 教育課程をどの

校長の権限と責任にお

難︒

の授業時間が増え︑スト

訂され︑来年度から全体

吉田 学習指導要領が改

を提唱してある︒午前に

策として︑午前５時間制

信三氏が教育再建の根本

吉田 教育学者である森

検討する考えはないか︒

うというもの︒

校生活を有効に活用しよ

レスのかかる厳しい時間

●耕作放棄地の解消

︿その他の質問﹀

民に意識の啓発を行う︒

しなくて済むように︑住

虐待とか無理な処分を

は非常に困っている︒

生活環境課長 この問題

も必要と思う︒取組みを︒

妊・去勢手術の広報活動

な猫・犬をなくすには不

あることを啓発し︑不幸

動物を捨てるのは犯罪で

苦情も多いと思うが︑

教育長 本町では︑２学

な手段を講じるのか︒

それに対してどのよう

授業を集中し︑一日の学

会と協議をしていきたい︒

しっかりと検討していく︒ いて行うべきもの︑校長

学力向上推進委員会で

と少々厳しくなる︒

一般質問は議員個々の自由編集︵会議録にもとづき︶で
掲載しております︒詳細は会議録をご参照ください︒
掲載順は質問順としています︒

はいかないが︑意識改革
っている︒
●消費生活センター新設

につながるとの思いを持
二宮 生涯学習をまちづ
●性的虐待予防教育

ではないか︒

くりの中心とし︑テーマ

意図は何か︒
町長 健康づくり︑生き

二宮 社会教育課を生涯

町長 今まさに生涯学習
がいづくりが核である︒

となる核を明確化すべき

の大事な時期を迎え︑さ
二宮 核を中心に︑各課

午前５時間制の検討

丸山 猫・犬の殺処分数

割を余儀なくされる︒

答弁 校長会と協議

くりのためにも︑早く町

は福岡県が全国一です︒

捨て猫・犬なくすには
答弁 再認識し啓発する

定は大変だが必要︒

し合う課程が大事で︑策

丸山 地域のみんなで話

携を深めていきたい︒

備できない︒社協との連

題が多い時にそこまで整

市町村︒結論は非常に課

町長 県内での策定は

画を策定すべきでは︒

吉田 耕二 議員

‥

が住民参加で地域福祉計

い者も含む︶支援体制づ

災害時の要援護者︵障が

業の実施︑
居場所づくり︑

丸山 高齢者等見守り事

丸山 真智子 議員

らに推進し︑新たな展開

学習課に名称を変更した

二宮 美津代 議員

ここが聞きたい

生涯学習

地域福祉

学校教育

８
９

▲始業前の風景

▲名称変更された生涯学習課
▲動物愛護ポスター

答弁：生きがい環境づくり
答弁：まだ手が及ばない

一般質問10人

10年を経た課題は!

住民参加で計画策定

医療費抑制

助村 千代子 議員

が上がっている︒
ないと難しい︒

いう事は︑学習や啓発が

保護者や広く住民にも

ってはならない︒

そして周りも無知であ

町長 まず住民の方にジ
ェネリック医薬品の認識
を変えてもらう努力をす
ること︒
組みが必要︒

発達障害を理解する取り

るなら︑医師会との関係
福祉課長 発達障害児の

医療費の抑制効果があ
も考慮し︑単町だけでな

いる︒

解を求める啓発は行って

発達障害児の方への理

民の理解は大変必要︒

中で生活していく上で住

く町長会でも検討したい︒ 方が将来に向って地域の
期の対策は︑ジェネリッ
答弁 啓発を行っている

発達障害への環境作り

助村 医療費の抑制の短
ク医薬品を奨励すること
助村 発達障害という病

で抑制できると思う︒
すでに健康保険組合で
気に気づき理解をすると

吉住 龍太郎 議員

免町は不燃物の分別業務

生活環境課長 現在︑志

ることはできかねる︒

とですので︑詳しく答え

していない︒意見として

町長 まだ両町で協議は

ように望む︒

場合対等な補助金を出す

思うが︒両町が合併した

聞いておきたい︒

を行っている︒
障害者の方が働いてお
人件費とそのほか管理

られる︒
吉住 両町のリサイクル
費用等で1︑
800万円︑
町のことで詳しくいう立

ちづくりへの住民意識と

志免町が1︑800万円

堤 地域防災計画に町民
行動を高めていただく必

場ではない︒

の生命︑身体及び財産を
要がある︒

出しているが︑両町に差

災害から守るとうたわれ

町長 地方分権の時代︑

吉住 今建設中のリサイ

ている︒その対策に取り

少子・高齢の時代を迎え

があることに対して町長

組んでいただきたい︒

て︑今までの体制︑体質

クルセンターに関する資

町長 できるだけのこと

では行政運営はできない︒

の見解は︒

は今している︒情報を収

自分たちの地域をよくし

金も対等に出してあると

集しながら今後検討︒

ちづくりにお力添えをい

かるが︑高齢者が働く職

役割であることは十分わ

の︑ある程度の収入があ

収入がないのは悲惨なも

牛房 ただ健康だけで︑

勉強していきたい︒

場の確保も積極的にやっ

るという事も大事なこと

牛房 七千四百人の高齢

と行政としてバックアッ

的にＰＲするなど︑もっ

である︒高齢者の方たち

者がおられる︒知恵も経

プする体制をとるべき︒

いち早くシルバー人材

験も豊かな人生の円熟期

町長 元気で長生きして

に︑夢と希望を与える提

にある人たちで︑この人

頂くことが町にとっては

センターを立ち上げてあ

たちが地域のために頑張

有難い︒施策については

案をさせていただいた︒

ていくべきである︒

健康づくりが国家的な

りが行政には大事である︒ どういう展開ができるか

町長 一部事務組合のこ

宇美町が3︑
900万円︑ 宇美町の分については他

プラザへの補助金は年間

答弁 まだ協議していない

両町で対等で平等に

取り組みがなされ︑効果

自然災害の対策は

堤 局地的な大雨で城戸

答弁 情報を収集検討する

堤 久美子 議員
意識と行動を高めよ

ていこうとする協働のま

策は図られたか︒

ただきたいと住民皆様方

堤 合併しようとしまい

▲普及を推進するカード

るが︑広報を通じて大々

ってもらえる仕組みづく

牛房 良嗣 議員

に出かけて説きたい︒

答弁 出かけて説きたい

策工事として２ヶ所︑かさ

答弁：高齢者の仕事、検討

豊かなコミュニティのま

と︑単独であろうと︑心

000万円︒

上げ工事も含め１億9︑

流口までの間など内水対

地域整備課長 宇美川放

一帯が冠水した︒内水対

‥

高齢者就労

くらしに安心と余裕

▲8月11日、大雨で冠水した城戸付近のようす

‥

出資割合は
‥

答弁：検討してみたい
‥

10
11

▲建設中のリサイクルセンター
▲シルバー人材センターの活動状況

後発医薬品の推進で

内水対策

大熊 則雄 議員

末藤 長期療養が必要な
響が出るかということは

町長 町にどのような影

てくると考えているか︒

画でどのような影響が出

いるが︑医療費適正化計

入院期間の短縮を求めて

め︑生活習慣病の予防と

に転換し医療費抑制のた

して︑老人保健施設など

か︒

志免町の削減数はいくら

ドが実施された場合に︑

削減が︑６割の療養ベッ

末藤 医療区分１で病床

とをめざしている︒

転換を実現するというこ

滑な老人保健施設等への

療養病床削減の影響

高齢者が入院する療養病
不確定で︑療養病床の転

末藤 省三 議員

換計画に沿って入院を要

答弁 病床を確保した上で

棟を国は︑ 万床を 万
床まで６割を削減する計
する長期療養患者のため

今年は雨が多かったので︑

画で︑これに基づいて県

町では︑基本的には大雨
大体何回位と思うか︒

の病床が失われることが

警報が福岡管区気象台か
福祉課長 シルバー人材

は医療費適正化計画の中

ら発令された時に︑生活
センターのグランド管理

ないように︑必要な療養

環境課の生活安全課係が
人において発生状況を調

で︑
現在２万5︑
000床

災害に備えて待機を行な
査し︑１月から８月まで

病床を確保した上で︑円

う︒やはり道路の水がは
地上３メートルから５メ

を１万6︑000床減ら

かないという状況の想像
ートル位砂ぼこりが立っ
たのが６日間記録されて

は十分つく︒今後しっか
り検討する︒
町長 周囲の皆さん方に

いる︒

シーメイトグラウンド
大変な御迷惑をかけ︑砂

大熊 下水道︑用水路に
ついて改善の余地はない
答弁 散水で処置をする
が飛ばない対策︑対応を

のか︑大雨の時の対策は
どういうふうにされてい
考えたいと思う︒

を提出

大熊 シーメイトグラウ

国へ意見書

講じることを強く要請する

るのか︒

障を生じないよう法的な見直しを含め、必要な措置を

ンドの砂ぼこりについて

採択

地域整備課長 通常志免

をした結果︑熱源以外の
経年劣化がひどく︑４年
計画で改修の計画をし︑
費用が約２億円︑１年に
約5︑
000万円かかる︒
可能性とすれば高いと思
う︒今でも部分的な応急
処置でやっている状況︒

桜丘処理場の進捗状況

要望・陳情・請願・意見書

下水用水路

大丈夫か氷蓄熱設備

西川 平成 年に導入し

答弁 不具合の可能性高い

西川 蓉子 議員
長期契約︑6︑676万
答弁 役員の方と協議中

た氷蓄熱設備︵ 年間の
円︶は近い将来︑修理す

西川 平成 年３月より

るような危険性はあるの
か︒

接続可能な状態で︑なぜ
接続できないのか︒町内

総務課長 平成 年8月
に空調設備の西側の診断

会の方も志免町の財政状
況は十分認識されている
と思う︒
副町長 ４月末につなぎ
込みの提案をし︑いろい
ろな条件も含め説明︑そ
の間に相当多岐にわたっ
た質問状が提出され︑調
整するのに時間がかかり
でき上がった段階で協議
をお願いしたいとアプロ

郵便局において確実に提供され、国民生活の利便に支

意 見 書

しに関する意見書

全員賛成で

二宮 議員

国においては郵便・貯金・保険のサービスが将来とも

郵政民営化法の見直

採決結果
容
内

14

採決結果

12
13

ーチ︒行政が全く放置し

願

代表 賀戸 一朗

15

‥

ていることはない︒

請

法の速やかな制定を

提 出 者
意 見 書

度を求めるもの

国へ意見書
を提出
制度として「協同労働の協同組合法」の速やかなる制

全員賛成で
採択
国においても社会の実情を踏まえ、課題解決の有力な
協同労働の協同組合

16

継続審査
一段と進め、経済活性化を計るため、電化・複線化を
〜宇美）の電化・複

実現する事を要望する
代表 大音 重親
線化

福岡市東部地区と糟屋郡との経済や文化・人的交流を

ＪＲ香椎線の電化・
複線化建設を実現す
る会
ＪＲ香椎線（西戸崎

15

14

容
内
請 願 者
願
請

「協同労働の協同
組合」法制化をめ
ざす福岡県・市民
会議
求める

38

医療費抑制
‥

‥

答弁：十分今後検討したい
‥

▲療養病床のようす
▲庁舎の氷蓄熱設備

改善余地はないのか

空調設備

▲東区の下水用水路

臨時議会

が否決となり︑８月の臨時議会において一部修正

費の支給に関する条例案が６月議会で提出された

正されたことに伴い︑本町の重度心身障害者医療

医療費支給事業費県費補助金交付要綱の一部が改

県公費医療費支給制度に基づく重度心身障害者

重度障害者医療費の支給に関する
条例の一部改正

８月１日 臨時議会を開催

子どもへの暴力防止（CAP）
プログラムの実施

キャップ

された町独自の助成制度が再提出され可決︒

入院

術を身につけていくことは大切なこと。

暴力防止（CAP）プログラムに取り組ん

キャップ

低所得者上限自己負担

⇩５︑
０００円／月

１０︑
０００円／月

一般上限自己負担

暴力や犯罪から自分を守るための教育、

６︑
０００円／月

⇩３︑
０００円／月

ーメイトに設置してはどうか。

度よりは各小学校の4年生を対象と教職
［牛房議員・平成17年12月定例会での質問］

員にも実施されている。
「しめ議会だより・第４５号」最終ページ、

果︑議会が決定した意思

のかを明確にし︑その結

成し︑何をもって反対な

議員個々が何をもって賛

りますが︑大事なのは︑

賛成多数︵賛成 ・反対５︶

決算認定︑
僅差で可決！
誰が賛成？ 誰が反対？

当初は全学年を対象にしていたが20年

団﹂
を結成し 人の議員が

議会も初めて﹁議員応援

をしっかり構築し︑
問題意

皆様に報告する機会︑場

志免町を中心に開催され︑ ︵可否︶
そのことを町民の

糟屋地区の体育大会が

必要である。

り大変ご迷惑をおかけいたしました。心よりお

詫び申しあげます。

れた。住民による演奏会などが行なわれ
削除いたします。

ている。

よいよその研究検討に入

であり︑志免町議会もい

条例﹂の制定もその一策

を盛り込んだ﹁議会基本

この
﹁議会基本条例﹂
策
定を含め︑全国の市町村
議会に広がる議会改革の
動きは︑自己決定︑自己
責任による地方分権の時
代に向けて︑議会もしっ
かりその責務を果たさな
ければならない危機感か
議会不要論と縁がない

︵記・議長・古庄︶

くお願いいたします︒

の皆様のご支援をよろし

議会も頑張ります︒町民

向き︑
議会報告を行うこと ﹁志免町議会﹂
になるよう

住民の皆さんの所に出

下げられないことも理解できました」の部分を
りたいと思っております︒

上水道事業報告記述の中で、不適切な部分があ

くりを推進することです︒ らです︒

参加いたしました︒︵写真︶ 識を共有したうえで町づ
これも﹁開かれた議会
作り﹂の一環です︒
さて︑９月議会では
年度の一般会計決算認定
が僅差
︵一票差︶
で可決さ
れました︒
緊迫感ある議会ではあ

シーメイトエントランスホールに設置さ

16年度より実施
そのためには、感動の伝わるサービスが

［助村議員・平成16年3月定例会での質問］
▲シーメイトホールのピアノ演奏会

14
15

わないで家庭に送っているので臭いのしない水

18年5月より設置
「土生山浄水場でろ過して今では活性炭を使

変わった事を町民に示す事が大切である。
19

が供給されていることを見聞して、水道料金が

▲CAPプログラム実施風景

※議会へのご意見をお待ちしております。
◆議長へのメール：simegityo@yahoo.co.jp

10

豊かさと潤いを与えてくれるピアノをシ

【議会よりお詫びと訂正】

役場が変われば
町が変わる
12

っ
な
どう

？
あ れこれ

でいただきたい。
▲糟屋地区体育大会・「議員応援団」の応援

は
問
質
の
たの
あ

議会

子どもたちが、自分で自分の身を守る技

