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令和３年度補正予算
一般会計補正予算11億6千万円　追加し総額126億5千万円　　

【令和3年度　第2回定例会】
第2回定例会は、6月11日から18日まで8日間の会期で開催された。
上程されたのは、令和3年度一般会計補正予算等（予算4、条例6、人事1、選挙1、決算1、その他

13）の予算・条例関係。人事案件は教育委員会委員の任命で、島田佐季子氏など25議案を原案どお
り可決した。一般会計補正予算は、観光事業者集客増強事業費（四季の森温泉露天風呂を新設する事業）
1200万円を削除する修正動議を賛成多数で可決した。一般質問は、5名の議員が登壇（6P 〜）した。

【令和3年度　一般会計補正予算】
新規事業
・職員、議員タブレット購入�・・・・・・・・・・・・ 596万円

健康・子育て
・コロナワクチン接種関係� ・・・・・・・・・・・・・2306万円
・子育て世帯支援特別給付� ・・・・・・・・・・・・・ 750万円

安全安心なむらづくり
・河川維持補修� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2400万円
・指定避難所改修�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130万円

農業振興
・中山間地域関係� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1026万円
・畜産振興費�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 385万円

定住促進
・復興支援住宅建設�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8806万円
・賃貸住宅新築整備（P5詳細）�・・・・・・・・・・2500万円

インフラ整備
・立野駅周辺整備事業（P8詳細）� ・・・4億3550万円

その他
・コロナ対策村内事業所支援等�・・・・・・・・ 1144万円
・高野台公園復旧工事�・・・・・・・・・・・・・・・・・4300万円

総務・議会
1億8500万

商工費
5億2800万

土木費
2億3300万

民生・衛生費
5200万 教育費 3200万

その他 3000万農林・水産費
1億

（円）

主
な
事
業

整備が行われる高野台公園施設

令和2年度建築されたアパート

配送されるコロナワクチン接種券

2 南阿蘇議会だより



減額修正で成立
一般会計補正予算11億6千万円　追加し総額126億5千万円　　

賛否が分かれた「四季の森温泉露天風呂新設事業」
議案を付託された総務常任委員会で上記事業費を減額する修正動議が提出され、審査の結果、修正
すべきものとして決定した。18日議会最終日の本会議でその旨報告され、審議・修正案に対して討
論が行われた。

一般会計補正予算についての討論

修正案
反対

工藤議員／地元の多くの方が要望書に署名されていることが賛成の大きな要因で
あり、またコロナ交付金で密をさけるために露天風呂建設に使うこと
は間違いのない予算執行。将来を見据えたときに、四季の森の付加価
値をつける効果のあるものになると確信する。

坂田議員／露天風呂建設補助金支出は、貸付契約に反していないと理解する。新設
は合併前から地域住民の願いであり、村民の要望に基づき村が露天風呂
を設置するのが妥当。補助金を出し会社が施工する方式は、コスト削減
につながり最善の策である。

修正案
賛成

今村輝宏議員／ 1業者に対し補助金を支出するのは懸念する。企業から申請を
行い、国の補助金等を活用するべきだ。

その後修正案に対し表決が行われ採決の結果、修正案に反対3、賛成9により修正案は可決された。

【令和3年　第2回臨時会（5月7日）】
議　案 専決処分の承認を求める議案9件（税条例の改正、補正予算承認等）

令和3年度一般会計補正予算（第1号）の議決について

内　容

770万円を追加し総額114億8790万円とする補正案を可決。専決処分9件を
承認した。主な内容は、接種会場へコロナワクチンを輸送する委託料320万円、
南阿蘇中2年生80人の教室内の密を避けるため学級数を1組増やし、教員1人を
追加採用する人件費453万円。

※動議とは…
動議は議会の意思決定を求めて議員から提起される議案以外のものである。
◎今回の予算修正動議は、予算を減額する修正案を備えて議員から委員会に提出されている。

3南阿蘇議会だより
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地下水保全の条例改正について

湧水地・地下水の現状は
〈河内委員〉
地下水が年々減少しているとのことであるが、

具体的なデータはないか。
〈水・環境課長〉
地下水が年々減少しているデータとして東海

大学が、地震後村内11 ヶ所の水源を毎月2回
モニタリング調査をしている。11 ヶ所のうち
地下水の増加が２ヶ所、維持が２ヶ所、減少が５ヶ所、
不安定が１ヶ所。半数以上が減少傾向にある。

令和 3 年度一般会計補正予算

立野駅周辺整備事業とは
〈笠野委員〉
駅舎も整備するが、JRのリレー、大津までの

乗り入れなども含め南阿蘇鉄道との関連はないの
か。村のみで事業を進めないといけないのか。

〈産業観光課長〉
乗り入れには、現在JRとの協議を進めており、

その部分は高森町と折半して費用負担する方針で
承認している。駅舎は、交流施設との位置づけで
施設整備するので南阿蘇鉄道事業ではない。

集客力増強事業とは
〈笠野委員〉
集客力増強事業の説明を。

〈産業観光課長〉
新型コロナ交付金を活用した事業で、白川水源

内の人道橋設置1500万円。四季の森温泉の露天
風呂設置1200万円。あそ望の郷感染防止対策に

267万円となっており、いずれも実施団体と事業所
に補助して行うものである。
四季の森温泉は、令和3年4月から完全に大祥

有限会社が運営しており、委託料950万円と年間
平均の修繕費800万円、計1750万円を予算から
削除できている。村は以前から台湾との交流を
検討しており、大祥有限会社の社長が台湾出身で
あることから経営を打診しており、台湾からの
来訪客を見込んでのスタートであったが、コロナ
感染症の影響を受け予想に反した経営状況となって
いる。
村内公営温泉で露天風呂がないのは、四季の森

温泉だけで「内湯が狭くゆっくりできない」との
意見が以前からあり、コロナ禍により希望が急に
高まり、村内外から474名の署名が添えられて
要望書が提出された。
増設工事は、密をさけるために行うのでコロナ

交付金の事業対象となり工事費1200万円のうち、
1080万円を充てる事ができ持ち出しはほとんど
ない。公共工事となると相応の金額になるので、
民間に行ってもらいそれを補助する形をとる。
補助であるが、増設した露天風呂は村所有で

あるため資産価値が高まり、仮に売却するとしても
露天風呂評価分は加算して売却する。
また維持管理に対する考え方であるが、村の

施設を民間に貸し出した場合、その後の改修工事
は民間が行うものとするが、村が必要と認めた
場合は最小限度補助対象としている。
第3セクターあそ望の郷くぎのの場合、50万円

以上の改修工事は、これまで村発注で行ってきた
が今後は村が認めた分は、会社が発注主となり
補助する方向で検討していく。

〈笠野委員〉
1200万円を大祥有限会社に渡して仕事をする

ということか。
〈産業観光課長〉
大祥有限会社に1200万円の補助を出す。

〈今村輝宏委員〉
コロナ感染症の直撃を受け予想に反した経営

定例会7日目（6月17日）総務、文教厚生、経済建設の合同常任委員会を
開催。第2回定例会に上程された議案について執行部に詳細な説明を求めた。

立野駅周辺整備事業イメージ図
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状況とのことだが、当初、大祥有限会社と契約
の際に体力的なものも含めて優良な企業である
とのことから無償で1年間契約をしている。予想
に反したとあるが、これだけ毎日ニュースもあり
想定できる範囲である。また無償とはいえ契約を
2月にしており、いわゆる1民間企業だ。そこに、
コロナ対策補助金を1社に出すのはどうか。中小
企業、零細企業も含め、感染影響は皆さんが受け
ている。一般的に企業が対象となる補助金を経済
産業省等に申請を行うべきではないか。
また最初に案件が出たとき、副村長、総務課長
とそれぞれ協議をして提出されたのか？

〈村　　長〉
住民からの強い要望もあり十分協議はした上で

露天風呂の建設を提案している。
また村の施設を貸付けた場合に補助対象とすると
いうことであり、今回の露天風呂の目的がコロナ
感染防止のため、また住民からの要望もあり露天
風呂がいいとの判断でつくる。村と借り手の個別
賃借契約の中で工事をするのではなく、村がコロナ
対策また村民からの要望を受けてする。

〈今村輝宏委員〉
四季の森温泉に露天風呂の要望は以前から出て

いた。契約前であれば推進できると思うが、契約を
しているので民間企業でやるべきである。契約書の
第11条にも「工作物の修繕、改良その他の行為に
対する費用は全て乙がみる」と記載してある。

〈村　　長〉
瑠璃温泉とか四季の森温泉は公設民営でして

いるので形態が違う。民間に対して補助をする
という考え方とは異なる。

〈橋本委員〉
事業計画書を出してあるのか。

〈村　　長〉
計画書が出てないとのことであるが、今回は

村補助金等交付規則でするため、まず予算を決め
て補助が決まればその後に計画書、事業計画書を
出して頂き、村が適当と認めた場合に事業に入る
といった順番である。

〈今村竜喜委員〉
1200万円の根拠は。実際、露天風呂は1200万円

で出来ないのでは。
〈村長〉
1500万円の見積が出ている。1500万円より少し

抑えてほしいと要望して、今回は1200万円の予算
を組んだ。

〈今村竜喜委員〉
本来、事業の要望は、請願書なり陳情書が

議会に上がってくるべきでは。5月25日は議会
運営委員会を開催したが、この際も要望書の説明
は受けていない。もう少し手順を踏んでやるべき
である。

〈村　　長〉
要望書の提出が遅れたことは配慮不足であり、

大変申し訳なく思っている。

賃貸住宅新築整備促進助成金とは
〈丸野委員〉
2500万円の内訳は。

〈定住促進課長〉
集合住宅補助に200万円×5戸で1000万円。

戸建て賃貸住宅補助に300万円×5戸で1500万円。
合計2500万円。

〈丸野委員〉
今までの実績報告を。

〈定住促進課長〉
令和元年度に7戸1600万円、令和2年度に2戸

400万円。

その他の質問・要望
旧中松小学校の活用は

〈橋本委員〉
・	旧中松小学校の活用はその後は？

〈山室委員長〉
・	9日新聞に、広域道路計画、阿蘇山都線が載っ
ていたが説明を。

5南阿蘇議会だより
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辰巳	和美議員

旧白水地区小学校の利活用は
辰巳議員	
白水地区3小学校が統合して、白水小が開校した。

各小学校の担当課が違うと聞き、村民の皆様に周知
したく質問をする。両併、中松、白水小跡地を利用
して今後どのように地域活性化に結び付けていくのか
動向を問う。

交流の場として有効活用
政策企画課長	
旧中松小学校は、遊休施設を利用して地域間交流・

地域振興地域課題を図るため、令和2年度Wi-Fi整備、
令和3年度児童トイレを大人用に改修。進入路として
正門が狭く拡幅の意見があるため東側から進入路の
拡幅工事を行う。今後、テレワーク施設やサテライト
オフィス等を進め「にぎわい創生」となるよう、公募
の要綱を作成のうえ、地元の雇用を生み交流の場と
して有効活用できるよう整備する。体育館は、地域
住民のスポーツや健康促進の利用を検討。

農業研修施設として活性化
農政課長	
旧両併小学校は、新たな農業担い手を確保して、地域

営農活動や農村における中心的な役割を担うリーダーの
育成を図ることを目的とした研修施設として施設整備を
行う。地域の会合等で使用することも念頭に施設整備を
行う体育館は、災害時の避難所としての機能を持ち合わ
せており、スポーツ、レクリエーション施設として使用

する。また「里山交流ゾーン」となるよう農業研修施設
のカリキュラムの中で、作物栽培、農機具の取扱いの
講師として、地域の農家の方に依頼。研修生は、地域の
清掃活動、祭り等に参加することでコミュニケーション
能力を高め研修施設を核とした両併地区の活性化に繋
げる。

多目的な役割を持った利活用
教育委員会事務局長	
旧白水小学校は、現在、子育て支援課が学童保育

として1階の空き教室を利用。災害時における体調
不良者の対応として、教室を確保、併せて白水地区の
備蓄機能として教室を利用。
先人の努力によって築かれてきた地域活動を絶やす

ことなく継続していく事を第一の目標として、現在は
社会教育・社会体育の生涯学習の場として利活用を
実施している。
グラウンドは住民の運動の場、隣接する白水小学校

で行事の際に駐車場として利用予定。また、クラブ
南阿蘇と共同事業も視野にいれている。

旧白水小学校の災害備蓄品

6 南阿蘇議会だより

ここが聞きたい

ずばり村政を問う!
　一般質問は、会議録に基づき、質問者本人が編集し、議会広報特別委員会で構成し、掲載しています。
詳細は、会議録の閲覧ができます。

一般質問� ここが聞きたい　ずばり村政を問う！



河内 克也議員

有害虫「山ヒル」対策を‼
河内議員	
両併・久石地区に生息する山ヒル。地元では作業

前に忌避剤を使用して服装にも細心の注意をはらって
いるが、吸血性で人的被害が絶えない。自然環境の
変化、有害鳥獣の増加等で、異常繁殖して農作業、
山の手入れ、農・林道の草刈り、草原維持作業に異常・
支障をきたしている。対応案として、
①先進事例の研究
②東海大学交流協議会での対
策研究
③環境に配慮した地域的部分
的な駆除
を提案する。現状をどのよう
に認識し、対策を講じていくのか。

効果的な駆除方法を検討する
農政課長	
昨年の豪雨災害対応作業時に多くの村職員が被害を

受け、人的被害の大きさを認識した。生息しにくい
環境を作ることが効果的であるが、広大な山林や原野
の草刈り等の作業を行い管理することは不可能。広大
な山林原野での薬剤散布駆除は費用対効果からも困難
であり、ドローン等による空中散布は近隣の農作物の
被害が予想される。今後は、鳥獣被害防止協議会と
連携を図りながら、農道等の住人が行き来する場所に
限って、薬剤散布など効果的な駆除方法を検討していく。
政策企画課長	
東海大学交流協議会で有効な対策を検討する。

障がい者の雇用促進を‼
河内議員	
障がい各手帳をお持ちの方が村の人口の約7.8％、

808名で多くは、「家で家族と暮らしたい」「可能なら
ば働きたい」との希望を持っている。障がい者雇用
促進に関する法律が施行され16年、地方自治体は、
就業機会の拡大を通して障がい者の職業的自立を図る
ことが求められている。村は農福連携も検討すべきである。
雇用促進のため村内事業所、役場、関係機関の採用

実態と障がい者施設優先調達推進の実績と公表は。

目標を定め雇用を推進していく
住民福祉課長	
雇用促進は、昨年策定した障がい福祉計画で数値

目標を定め、目標達成のため相談体制の強化や制度の
周知を行っている。また、近年村内事業所の就労系
障がい福祉サービス利用者が増加傾向である。優先
調達推進は、村管理施設の清掃委託費等で村のホーム
ページで公開している。
総務課長	
役場の採用実績は、162名中3名であと1名、法定

雇用率に達していない。関係機関のあそ望の郷は法定
雇用率を満たしている。今後、誰もが働きやすい環境
整備に努めていく。

障がいをお持ちの方の 
観光受入体制整備を‼
河内議員	
現在、日本は超高齢化社会を迎え、観光客、旅行者

に占める、高齢者、障がい者の比重は今後さらに高まる。
高齢になっていくことと何らかの障がいを持つことは、
誰にとっても可能性があり、決して「特別なこと」では
なく、誰もが身近な事柄としてとらえるべきだと考える。
障がいをお持ちの方が多数来村できるように、

村主導で受入体制の整備とバリアフリー化の推進を図る
べきである。障がい者の視点にたってユニバーサル
デザイン化推進を図っていく考えは。

整備を進めていく
産業観光課長	
村の一大観光拠点施設の「道の駅　あそ

望の郷」では専用駐車場、スロープ、点字
ブロック、多目的トイレ、車椅子貸出等、
障がい者が安心して利用いただける施設と
して整備している。今後も引き続き村内
各施設において障がい者や高齢者に配慮
した施設整備を進めていく。

専用標識

有害虫山ヒル
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笠野 眞喜議員

小規模住宅地区改良事業跡地の
活用策は

笠野議員�
震災関連の工事もこの5年間で先が見える進捗
状況となってきた。インフラ整備され、生活に支障
がない状況になり新築、改築工事も施工されている。
多額の金額を使用した、小規模住宅地区改良事業
（約50億）は今年度でほとんど工事が完了すると
思われる。
村として地権者に宅地の有効活用を尋ねたか。
地権者が村に売却してもいいときは、移住定住を
希望されている方の新築場所の提供や、喜多地区
にできた建物4LDK・3LDKの住宅建設の考えは
ないか問う。

個人所有地に村営住宅の 
建設の考えはない

定住促進課長	
個人所有地なので生まれ育った土地に色々な
思い入れもある事が考えられる。小規模住宅地区
改良事業が終われば、住民が再建される事も考え
られるので、個人所有地に村営住宅等の建設の
考えはない。
立野地区には立野駅近くの村営住宅跡地に、
下野山田木造仮設住宅を利活用し、子育て世代
向けの復興支援住宅を2世帯分建設する。久石地区
に1世帯分建設する。未利用地は、南阿蘇村移住
サイトや広報誌で周知、また、固定資産税の通知
と一緒に「空き家・空き地を登録しませんか」
のチラシを同封するなどの周知活動を進める。

立野駅周辺整備計画は

笠野議員�
立野駅周辺整備事業に4億3350万の予算が

計上してあるが、旧立野小学校、フォトフレーム
展望所、また大津駅まで乗り入れするのでJRを
含めた計画か。
提案ですが、立野駅にJRを含めた出入口、立野

北口・立野南口を設けて南鉄ホーム・JRホームへ
のアクセス整備をしてはどうか。
旧立野小学校運動場・取壊し予定の南側村営

住宅跡地にパークアンドライド※を整備しては。
駅の利便性・活性化を考え地元住民・来村者に
感動与えるような周辺整備計画をしてはどうか。

駅舎を含めた 
交流施設整備をする

産業観光課長	
立野駅を含めた立野交流施設を建設する。内容は

エレベーター付き2階建て施設で、駅舎本体・交流
テラス・コンコース・乗降場と南鉄ホーム屋根を
整備。令和4年の完成でその後、駅前広場の舗装
工事・旧立野小学校グラウンドの一部に駐車場
整備する。令和5年夏の全線開通までに完成させる。
JR大津駅までの直接乗り入れ等の協議を進めて
いる。フォトフレーム展望所は、ダム完成後も
立野地区における観光スポットとして利用を検討。

※パークアンドライドとは…
自宅から自家用車で最寄りの駅またはバス停まで行き、自動車を駐車させた後、バスや鉄道などの公共
交通機関等を利用して、目的地に向かうシステム
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坂田 正也議員

買い物弱者への支援は

坂田議員�
少子高齢化の中で、新たにクローズアップされ
ている買い物弱者の問題がある。国の調査では、
買い物弱者は年々増え続けており、全国で800万
から900万人いる。
国では買い物弱者を、「流通機能や交通網の
弱体化などにより、食料品、日用品等の買い物が
困難や不便を感じる人々」と定義している。
村も少子高齢化の中、現在70歳以上の単身世帯
数が888世帯、2人世帯が513世帯、合わせると
1,401世帯、人口では1914名で約20％になる。
今、多くの村民から食料品、日用品等買い物に
困っているとの切実な声を聞く。
私が考える買い物弱者への具体的な解決方法は、
①移動販売や買い物場所の開設
�（マイクロスーパー整備）
②宅配、配食など家まで届けるシステムの構築
③地域コミュニティの形成、地域の支援
だと考える。
また、買い物弱者対策を考える上で、高齢者
福祉、地域商業振興、交通確保、地域活性化など
様々な方面から総合的に検討を行う必要がある。
今後さらに、少子高齢社会が進展していく中、
買い物弱者対策は官民連携活用、行政の様々な
分野で対応等が求められる。
この課題の現状と今後どのように取り組んで
いくのか。また、中小規模スーパー等の誘致の
考えは。

有効となる策を協議し、
実施していく

産業観光課長 
村では、軽度な生活支援を必要とする高齢者

が増加していることから、買い物と弁当配達
サービスを行う「高齢者生活支援・宅配事業」
を平成21年開始したが、利用者が少なく事業効
果が低かったことから平成27年度に終了した。
マイクロスーパーは、自然庵で平成30年に開始
したが、これも利用者が伸び悩み、昨年度事業
を撤退した経緯がある。現在は、平成30年から
あそ望の郷に委託し、移動販売業務を行っている
が、利用者が少なく、今は高齢者施設や病院等
7ヶ所を週1回巡回し、約40名が利用している状況。
今後は商品ロスの削減及び利益率の改善、仕入れ
配達に係る人員不足が課題である。
また、交通弱者の外出機会の確保と支援を目的

に、予約型乗合タクシーの運行を行っている。利用
登録者数は740人で、そのうち、60歳以上が656人
（約9割）を占め、主に公共施設や医療機関、商店
への利用が多く、買い物支援の役割を担っている。
さらに、ゆるっとバスの運行経路を今年度から

見直し、高森町の主要商業施設周辺に停留所を
新設するなど、買い物弱者への支援策を講じて
いる。それぞれ課題もあるので、今後も有効と
なる策を関係機関と協議しながら実施していく。
村　　長 
現在、中小規模スーパー等の誘致活動の計画は

ない。

移動販売車

移動販売車
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橋本 功議員

熊本地震後の復旧・復興は

橋本議員	
熊本地震から5年が経過した。新阿蘇大橋また
幹線道路の復旧も完了しており地域の観光復興へ
の期待も膨らむ。これから継続的に活性化する
ため重点施策を進めていかなければならない。
そのような視点から
①復旧・復興の進捗状況
②復興記念碑建立の考え
③復旧・復興の重点施策
以上の3点を問う。

村内全域の活力を高めていく

政策企画課長	
仮設住宅等に生活を余儀なくされた世帯が818
世帯あったが、今年6月中に全世帯自宅再建予定。
今年3月に、新阿蘇大橋が開通。幹線道路は、
ほぼ復旧工事が完了したが、長陽大橋は今年5月
から本復旧工事のため来年3月まで通行止めと
なっている。
南阿蘇鉄道は、令和5年全線開通に向けて工事中。

農政課長	
熊本地震及び6月豪雨により被災した農地並びに
農業用施設の災害復旧は、農地203ヶ所（6億2000
万円）、農業用施設63ヶ所（8億6000万円）の採択
を受け、令和元年度までに農地は全て完了。農業
用施設は、戸下揚水機1ヶ所を除き全て完了して
いる。
建設課長	
道路河川に係る公共土木施設災害復旧事業
222件のうち、工事契約率は100％。完了率は
215件の97.3％。残工事は7件で、令和4年度中に
完了予定。小規模住宅改良工事は、45路線のうち
39路線を着手、34路線75.6％が完了している。

村　　長	
復興記念碑は、復旧復興事業の途中であり今、

記念碑を建てる段階ではないと考えている。
重点施策は、担い手育成農地保全のため農業公社

の設立、ビューポイントや災害遺構を整備する観光
振興、村有施設の有効利活用を進めるなど村内全域
の活力を高める取り組みを行っていく。

IT専門学校誘致は

橋本議員�
ITカレッジは、外国人留学生を学生の約半数

以上受け入れる計画だが、予定地周辺の住民や
アパート業の理解を得ているとは思えない。
①ITカレッジ阿蘇の締結内容
②アパートを借りる連帯保証人
③防犯対策として防犯カメラの設置
以上の3点を問う。

村の活性化に資する

政策企画課長 
村とITバレー協

議会で包括連携協
定を結んでいる。
内容は、官民協同
によるITを通した
新たな働き方ビジ
ネスの創出、地域
課題に取り組み、
活性化に資することを目的としている。
連帯保証人の件は、家賃の保証協会に行って

もらう予定。
総務課長	
防犯カメラの設置であるが、高森地区防犯協会

連合会が南阿蘇村及び高森町内の事業者や自治会
に防犯カメラ設置の支援を行っている。平成29
年から5ヶ年の事業で現在26ヶ所設置済み。

建設されたICT交流センター
（仮設住宅を利活用）
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阿蘇市にある阿蘇広域行政事務
組合のごみ処理施設「未来館」を
視察。施設の見学と、ごみ処理の
現状に触れ、分別処理の大切さを
実感しました。

リサイクルプラザ

選別・圧縮・梱包

有価物として売却

ペットボトル
129トン

（令和2年度実績）

キャップを外す 中を洗うラベルを外す

資源化

そしてリサイクルとして分別処理をする

大阿蘇環境センター未来館視察研修（7月9日）

手作業で分別する作業員ごみ処理について説明を受ける委員

○委員6名　事務局1名

広報特別委員会視察研修
直
撃

ペットボトルの取り扱い

レポート　vol.1

ごみ排出量削減に
ご協力ください。

ごみを出すとき、決められたとおり分別をする。再資源（処理）
するために重要なことは　
◎ごみを「出さない」
◎ごみを「少なくする」　
工夫をしていただきたいと思います。
ごみ減量に必要な合言葉「3R」をご存知でしょうか？

Reduce（リデュース：減らす）
Reuse（リユース：再使用）
Recycle（リサイクル：再資源化）　の頭文字Rをとったものです。

ポイント!!
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立野ダム広報室にて説明を受ける委員

視察したくぎの保育園

立野ダム本体工事状況

視察したくぎの保育園

【文教厚生常任委員会】
くぎの保育園、久木野学童保育施設視察（令和3年5月25日）

【阿蘇立野ダムみらい活性対策特別委員会】
立野ダム建設現場視察（令和3年5月12日）

まず、くぎの保育園の駐車場現場を視察した。
園児送迎時の園内・園外駐車場利用について、
園児の安全性、保護者の利便性の観点から駐車場
改修、送迎バス乗降時と園外からの動線、改修の
必要性を現場で検討した。

次に、完成した学童保育施設を見学した。
施設は、久木野小学校グラウンド内に建設され、
児童に適切な遊びや生活の場を与えるため多種
多様な工夫がされており、学童保育専用施設と
して活用されている。

当日は、役場会議室にて建設課より昨年度策定された「阿蘇立野ダム仮設備ヤード整備基本計画」の
報告があった。また、南阿蘇村地域整備計画についても説明を受けた。
その後、立野ダム工事現場に移動し、視察研修をした。
現場は、24時間体制で実施され、昨年10月より始まったコンクリート打設は着々と進んでいた。5月
下旬には、定礎式を行うとの報告があり、令和4年度末の完成に向け順調に進んでいるとの事であった。
隣接する立野ダム工事ヤードや計画中の鮎返りの滝足湯も視察した。

〇委員5名、正副議長、
　建設課2名、事務局2名

〇委員5名、子育て支援課2名、
　保育所2名、議会事務局2名

園児の安全を一番に！ 健全な育成を図る保育施設として

12 南阿蘇議会だより

会 動議 活



講師　くまもと経済新聞　宮崎記者

熊日主催広報紙づくりの講習を受ける委員

講演を聞く委員

【広報特別委員会】
第42回 熊日PTA新聞・広報紙づくり講習会（国立阿蘇青少年交流の家　令和3年5月21日）

議会広報の役割
（役場 東会議室　令和3年6月18日）

熊本日日新聞記者　今村氏が「楽しく作る広報紙」と題して講演をされた。
広報紙（誌）の役割は、「一方的な情報の発信だけでなく、紙面を通じて双方向の対話ができるように
する」と述べ、読み手に伝わる記事の書き方・紙面のレイアウト・写真の撮り方など講師の経験を踏まえ
て情報を文字で伝える大切さを学び、具体的で分かりやすい講演でした。
また、熊日新聞コンクール「小中高PTA新聞の部」の事例を紹介され、南阿蘇中学校広報誌「千里の風」
の記載があり、改めて親しまれる議会広報誌の必要性を確認することが出来た。

「議会広報の役割を再認識し、見やすい議会広報づくりを目指す」と題して、　くまもと経済新聞　政治
経済部記者　宮崎氏より講演をされた。宮崎氏は、県町村議会議長会主催「議会広報コンクール」の審査
委員経験もあり、「コロナ禍で議会広報の役割はますます大きくなっている」と切り出し、キャッチーな
見出し、分かりやすい文章、充実したコンテンツの三本柱が重要だと学んだ。
議会と村民は一体であり、「読みたくなるような魅力ある広報誌作り」を目指す研修会となった。

〇委員6名、
事務局1名
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編集後記
豪雨災害を心配した、異常に長かった梅雨もやっと開けました。
そしてコロナ禍の中、東京オリンピックの開幕。開催について賛
否両論あったものの、世界のアスリートの直向きな姿、最高レベル
でのフェアな戦い、汗と涙…毎日、感動の日々を送っているのは、
私だけでしょうか。開催の適否、オリンピズム（オリンピックのあ
るべき姿）、世界平和を問いながら、楽しみにしているパラリンピッ
クの後に自分なりの答えを出したいと考えております。
村民の皆様、猛暑、残暑の時期、水分補給をこまめに。ご自愛く
ださい。	 河内	克也

議会広報特別委員会

発行責任者

委 員 長　今村　輝宏
副委員長　市原　恵一
委　　員　河内　克也
　 〃 　　坂田　正也
　 〃 　　岡　　智則
　 〃 　　辰巳　和美

議　　長　桐原　純男

答え：小池水源（白水地区 吉田）　湧水量毎分13t　平成20年環境省の「平成の名水百選」に選定されました。

あなたのSDGsは？あなたのSDGsは？
白水小学校�校長　坂田 菊美
校長先生が心がけているSDGｓは？
坂田校長 ―
・	 徹底してやっている事は、出かけるときは必ずおにぎりと水筒
を持参しています。

・	 １週間の献立を考え、買い物に行く際はメモをして必要なものを必要な量だけ買う。

・	 料理別に肉を切り小分けして、それぞれに料理名を書いたシールを貼って冷凍、便利
で時間と食品のロスがなくなります。

・	 GIGAスクール導入に伴う不易と流行

・	 今までの教育を大事にしながら新しい事も取り入れていきます。例えば電子黒板と、
黒板の併用。家庭学習もタブレットを使って、基礎・基本の徹底に取り組んでいます。

最後に、一言

※SDGsとは…
2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人
取り残さない」ことを誓い、日本も積極的に取り組んでいます。

子どもたちに、夢に向かって、
地域共に社会を生き抜く力を

つけていくことを目指していきます !!


