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熊本県甲佐町議会だより

令和２年第２回（６月）定例会
令和２年第２回定例会は、６月12日に開会し、15日まで４日間の審議を行った。
議案審議においては、新型コロナウイルス感染症に伴う条例制定他、令和２年度各会計補正予算など
町長提出の15案件を慎重に審議し、すべて原案のとおり可決した。
一般質問には５議員が新型コロナウイルス感染症対策、交通弱者に対する対策、安心・安全なまちづ
くり、鳥獣被害に対する支援策などについて活発な議論を展開した。
また、２名の人権擁護委員候補者の推薦に関する諮問について全会一致で適任とした。

審議結果
区

分

議

案

名

審議結果

諮問第１号

人権擁護委員候補者の推薦について

適任と答申

諮問第２号

人権擁護委員候補者の推薦について

適任と答申

報告第１号

令和元年度甲佐町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

報

告

報告第２号

令和元年度甲佐町水道事業会計予算繰越計算書の報告について

報

告

議案第29号

甲佐町総合計画条例の制定について

可

決

議案第30号

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐
町国民健康保険税の減免の特例に関する条例の制定について

可

決

議案第31号

甲佐町飲料水供給施設設置条例の制定について

可

決

議案第32号

甲佐町公告式条例の一部を改正する条例の制定について

可

決

議案第33号

甲佐町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

可

決

議案第34号

甲佐町税条例の一部を改正する条例の制定について

可

決

議案第35号

甲佐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

可

決

議案第36号

甲佐町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

可

決

議案第37号

甲佐町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

可

決

議案第38号

令和２年度甲佐町一般会計補正予算（第３号）

可

決

議案第39号

令和２年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

可

決

議会研修費を新型
コロナウイルス感
染症の影響緩和事
業への活用を

定例会会期中に、全員

協議会を開催し、議員研

修費１３０万円の予算を

削減し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響緩和事

業に活用することを全議

員の総意として決定し、

議会において執行部に申

し入れを行った。

可決された議案等の主

な内容は次のとおり

条例関係

甲佐町総合計画条例の制

定
地方自治法の改正によ

り、総合計画の「基本構

想」について、法的な策

定義務がなくなったが、

「基本構想」は町政の基

本的な方向性を示す指針

であるため、条例に位置

づけ議会の議決を求め策

定するもの。

2

等に対し熊本県後期高齢

路改良工事に伴う消防格
納庫等移転工事に係る費

甲佐町消防団員の定員、
者医療広域連合から支給

新型コロナウイルス感染
任免、服務等に関する条

人事関係

必要な経費で、総額

３５４５万６千円。

億

令和元年度甲佐町水道事

症の影響により収入が減

人権擁護委員候補者の推

用の増額補正。

業会計予算繰越計算書の

される傷病手当金につい

薦（答申）

報告

て、本町において申請を
令和２度甲佐町国民健康

芦原博幸氏（白旗）

例の一部を改正する条例
受け付ける規定を定めた

保険特別会計補正予算

の制定
もの。

たが、年度内に事業が終

令和元年度に予算化し

野仲俊一氏（竜野）

少した被保険者等に係る

消防団員数の減少に伴
い、団員定数を「４４８
甲佐町介護保険条例の一

現人権擁護委員である

了せず、令和２年度へ予

算の繰り越しを行い、事

人」から「４１９人」に

既決予算 億９２６５

日

に任期満了となることか

両氏が令和２年９月
円を増額し、歳入歳出予

業完了を目指すもの。

万８千円に３２０万９千
低所得者の介護保険料

ら、両氏を改めて推薦す

事業内容は、六谷送水

部改正

甲佐町税条例の一部改正

算の総額を歳入歳出それ

施設整備工事及び小鹿・

改正するもの。

（第１号）

甲佐町国民健康保険税の
減免の特例に関する条例
の制定
新型コロナウイルス感
染症の影響により収入が
減少した被保険者等に対
し国民健康保険税の減免

の軽減措置及び新型コロ

ることへの諮問の結果、

困難な納税者に対し徴収

染症の影響により納税が

料の減免の特例を行うも

保険者等に対し介護保険

により収入が減少した被

に感染した被保険者等に

型コロナウイルス感染症

今回の補正予算は、新

を行うもの。

両氏を適任者であると答

甲佐町飲料水供給施設設
猶予に関する手続きを定
の。

報告関係

令和元年度甲佐町一般会

計繰越明許費繰越計算書
の報告

令和元年度に予算化し

たが、年度内に事業が終

了せず、令和２年度へ予

算の繰り越しを行い、事

業完了を目指すもの。

主なものは、熊本甲佐

総合運動公園整備事業、

公共土木災害復旧事業、

事業に

道路新設改良事業、町営

住宅整備事業等

額９８５４万９千円。

事等に必要な経費で、総

入江地区水道施設整備工

ぞれ 億９５８６万７千

置条例の制定について
めたものほか、新型コロ

円とするもの。

宮内地区の飲料水供給

の増額補正を行ったもの。

対し支給する傷病手当金

ナウイルス感染症の影響

予算関係
令和２年度甲佐町一般会
計補正予算（第３号）

億４９６８万９

農機具導入補助事業

申することとした。

ナウイルス感染症の影響

30

14

施設について、公の施設

新型コロナウイルス感

14

総合運動公園テニスコート

14

による措置を定めたもの。

本坂谷飲料水供給施設

として管理するため定め
たもの。

甲佐町国民健康保険条例
の一部改正
新型コロナウイルス感
既決予算 億３３４７
万５千円に１６２１万４

染症に感染した被保険者
等に対し傷病手当金を支

千円を増額し、歳入歳出
れぞれ

予算の総額を歳入歳出そ

給するもの。
甲佐町後期高齢者医療に

千円とするもの。
ものは、農機具導入補助

関する条例の一部改正

金、町道大町塔ノ木線道

今回の補正予算の主な
新型コロナウイルス感

3

91
染症に感染した被保険者

30

91
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令和2年第1回臨時会 5月26日開催
区

分

同意第４号

議

案

名

概

要

審議結果

甲佐町固定資産評価員の選任に付き同 人事異動に伴い、現税務課長を固定資産評
同
意を求めることについて
価委員に選任する

専決処分の報告及び承認について
承認第１号 （甲佐町税条例等の一部改正）

意

地方税法等の改正に伴う改正
ひとり親に対する税制上の措置、所有者不 承
明土地等に対する課税の措置ほか

認

地方税法等の改正に伴う改正
専決処分の報告及び承認について
承認第２号 （甲佐町国民健康保険税条例等の一部 高所得者の課税限度額を引き上げるととも 承
に、中低所得者の負担軽減を図るもの
改正）

認

1,966万円を増額し、予算総額を81億772万9
専決処分の報告及び承認について
承
承認第３号 （令和元年度甲佐町一般会計補正予算 千円とする。
（第６号）
）

認

2,809万1千 円 を 減 額 し、 予 算 総 額 を14億
専決処分の報告及び承認について
承
承認第４号 （令和元年度甲佐町国民健康保険特別 6540万3千円とする
会計補正予算（第４号）
）

認

4万4千円を減額し、予算総額を1億4772万9
専決処分の報告及び承認について
承
承認第５号 （令和元年度甲佐町後期高齢者特別会 千円とする
計補正予算（第４号）
）

認

新型コロナウイルス感染症対策に伴う補正
専決処分の報告及び承認について
承認第６号 （令和２年度甲佐町一般会計補正予算 予算。10億8,737万3千円を増額し、予算総 承
額を90億2,701万7千円とする
（第１号）
）

認

令和２年度甲佐町一般会計補正予算
議案第28号 （第２号）

新型コロナウイルス感染症対策に伴う補正
予算。1億645万8千円を増額し、予算総額 可
を91億3,347万5千円とする

決

令和2年第2回臨時会 7月14日開催
区

分

議

案

名

概

要

審議結果

議案第40号 工事請負契約の締結について

庁舎他屋上防水外壁改修工事に関する契約
締結

可 決

議案第41号 工事請負契約の変更について

安津橋総合運動公園（仮称）テニスエリア
整備工事の変更契約（増額）に関する契約
締結

可 決

新型コロナウイルス感染症対策に伴う補正
令和２年度甲佐町一般会計補正予算
予算。1億6,548万9千円を増額し、予算総額 可
議案第42号
（第４号）
を93億1,517万8千円とする

決

4

熊本地震関連費の中で、会
計年度職員の報酬１３５万

平成 年の熊本地震により
地殻変動が発生したことで、

員については地籍調査の事前調
査、準備の業務を行うためのも
のである。

農業の担い手として農業法

農業法人の経営状況
Q

人が７組織あるが、経営の
安定化は図られているのか。
農業法人の経営状況につい

要綱について、より良い制

農機具導入事業補助金交付

農機具導入事業補助金
交付要綱の改善

Q

度となるために改善をお願いし

要綱については、県の要項

農機具導入事業補助金交付

たい。

A

等に準じて策定しているところ

である。この要綱は農家の方々

と町とで作り上げた素晴らしい

制度だと考えており、よりよい

制度として確立していくために

町としても考えていきたい。

災害時の避難所運営

災害時の避難所については、

の座標補正パラメーター、それ

じた。国土地理院や国土交通省

ていない状況と判断している。

しかし、利益にはまだ結びつい

ではあるが収入は上がっている。 ると考えるが、町の方針は。

認したところ、全体的には若干

によると、１人当たり４㎡確保

新型コロナ感染症対策を講

から町独自の座標補正パラメー

いくつかの法人では新たな取

することとなっている。そのた

Q

ター等を活用し補正を行ってき

組みを試みておられるところも

め、まずは体育館を避難場所と

て、各法人の決算書等を確

たが、特に地殻変動が大きかっ

あり、今後は各法人と連携を図

して指定し、十分な間隔を取り

A

た乙女地区の一部︵グリーンセ

りながら経営の安定化に向けて

じながら運営していく必要があ

ンター～鉄筋団地周辺︶につい

共に考えていきたい。

については、国、県の基準

避難所での生活空間の目安

ては再度地籍調査を実施する必

A

要が生じた。今回の会計年度職

各筆の座標を修正する必要が生

A

具体的な業務内容は。

６千円が予算計上されているが、

Q

熊本地震関連の会計年
度職員の業務

６月定例会
質疑から
28

Q& A
そこが
知りたい

居住空間を確保する。避難者に

あっても、可能であれば公民館

や防災上安全な知人宅、ご親戚

宅への避難を検討願いたい。

熊本地震時の指定避難所の様子

5
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一般質問
新型コロナウイルス感染症対策について

ここが聞きたい

問

休校の長期化による

今後の授業日数の確保の

十分な対策を行っていた
だきたい。
今後、学校行事を削減
される時の対応は。

に十分な換気に努める。

かける町長の思いは。

方創生臨時交付金事業に

アム商品券発行などの地

援する、３種類のプレミ

今後、飛沫感染防止の消

いただく。また、定期的

佐々木くらし安全推進室長

耗品や、換気用の大型扇

るがいかがか。

避難所は、町内の体育

最優先に考えなければ

者には、検温と聞き取り

ペースを確保する。避難

十分な間隔を取り居住ス

密を避けるため可能であ

避難するにあたって、３

品を購入する予定である。

ポットクーラーなどの備

して１００％のプレミア

と同額をプレミアム分と

配布するよりも、その分

館の開設を予定しており、 風機、暑さ対策としてス

ならないことは、未履修

調査を行い、健康状態に

れば防災上安全な親戚、

いは２倍の費用対効果が

の経済効果がある、ある

単純に商品券を家庭に

奥名町長

の内容が生じないことで

問題がなければ避難所内

蔵田教育長

ある。そういう中で行事

の避難も検討願いたい。

ム率を加えたほうが２倍
問題があれば、病院の受

ご友人宅、公民館などへ

体育大会、修学旅行につ

診等を打診し、ふれあい

を精選しながら、運動会、 に案内する。健康状態に
いては、できる範囲で実

問

また、子育て世帯を対

取組みは。

センターなどの施設を開

て、「 甲 佐 町 新 型 イ ン フ

象に町独自に１万円の子

ある。

施の方向で校長たちとも

放し対応する。避難所で

ルエンザ等行動計画」に

ども手当を加算させてい

第２波への備えとし

話している。

は、 手 洗 い や、 咳 エ チ

もとづく町全体としての

ただいた。

吉岡学校教育課長

ケット、消毒液などでの

蔓延防止対策は。

町では、児童生徒の学
問

こまめな消毒を徹底して

指定避難所における

力を保証するために、夏

感染症対策が急務と考え

なお、報道されている

とおり、国の２次補正の

消毒液、体温計は備蓄し

考えを温めている部分も

であるため、町としては

フェイスシールド、ガウ

ン、液体せっけん、体拭

きタオル等々を早急に準

新型コロナウイルス

備したいと考えている。
問

の感染拡大や外出自粛の

長期化等により、打撃を

プレミアム商品券

今後の購入予定として、 ある。

ている状況。

マスク、手袋、防護服、 用意がなされている状況

福島健康推進課長

休みの期間を短縮し授業
日を設け、授業日数の確
保を図りたい。
また、１日の時限を増
やすなど効率的な時間配
分と有効な授業の進め方
や可能な限り家庭学習を
課すようにし、遅れがな
いよう指導していきたい
夏休みの短縮となる

と考えている。
問

と、真夏の授業になり一
番心配されるのが熱中症
だと思う。マスクを付け
ての屋外での学習活動や

受けられた飲食店等を支

6

https://www.town.kosa.kumamoto.jp

検索

議員

良二
甲斐
炎天下での登下校には、

昨年度開催された小学校の運動会

甲佐町

一般質問の動画をインターネットで配信しています。 議会中継



避難所開設にあたり３密を避け
万全を期す
くらし安全
推進室長

熊本県甲佐町議会だより

№ 174
令和 2 年 8 月17日

はコロナとの戦いでしっ

問

らしへ計り知れない影響

幅縮小は、地域経済、暮

よる経済、社会活動の大

問
いと考えている。

ては随時発行していきた

しい制度や支援策につい

ろ行っていない。

助等については今のとこ

まっており、国もその動

の問題に関する研究も始

を与えている。町経済へ

は新型コロナウイルス感

問 就学援助金について

あっている。

り、 現 在 ３ 名 の 相 談 が

確保給付金を案内してお

徴収の猶予や国の住居

る。

動向を見極めたいと考え

であり、町としても国の

向を注視していくとの事

染症の影響により、家計

加齢性難聴は

歳を

過ぎると３人に１人、

問

加齢性難聴への補
聴器補助を

の影響は。

新型コロナ感染症に

かりと町民の暮らしを支

第２次補正について

える活用を求めたい。
奥名町長
第２次補正に係る地方

中でも速やかな認定をす

が急変した場合、年度途

町内経済への影響とし

るよう国は通達を出して

荒田地域振興課長

いては町への配分やどう
て、前年同月比較で、平

創生臨時交付金の件につ
いったメニューに使える
まれる。建築関係の業種

保護者の生活状況が著

代になると３人に２人と

％減少、また、 吉岡学校教育課長

飲食店についても前年よ

しく変わったということ

言われている。２０１７

．

％減少しているところ

があれば、民生児童委員

では

いるが、町の対応は。

均

． ％の減少が見込

のか定かではない。
しかし、町としてはギ
ガスクール構想というも
のがあり、これを町では
先んじて進めており、こ
の事業に臨時交付金の財
源を活用できないか考え

57

が

件以上と全体を考え

ても大きく減少している。 の意見書を添えて算定す

年のアルツハイマー病協

が考えられるが、国から

家計支援策が一刻も早く

問

にそれに準じた形でとい

基準があり、それを基準

あくまで認定には所得

器使用が有効と言われて

防という点で早めの補聴

告されている。認知症予

番大きな因子であると報

策は認知症を予防する一

会の国際会議では難聴対

の情報をきちんと収集し

町民に届くよう、周知と

う国からの通達があって

ることになっている。

た上で、町の対応を決定

手立てが必要だが、その

いる。

国などによる経済・

したい。

取り組みは。

．４％と低く、
り、周知についてはホー

町それぞれに実施してお

宅と同様減免の対象にす

援住宅についても町営住

定住促進住宅・子育て支

が必要と考えるが。

高額さにあり、公的補助

その主な原因は補聴器の

奥名町長

ムページで行っている。

の影響をより受けている。 普及率は

しかし、日本の補聴器

いる。

認知症の危険因子であ

べきと考えるが。
紙や新型コロナ感染症対
策に特化したかわら版を

民間の賃貸住宅への補

志戸岡建設課長

町においては、更に広報

各支援事業は国、県、

る可能性も指摘され、こ

問 子育て世帯はコロナ

ている。いろいろな施策

19

52

発行しており、今後も新
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一般質問の動画をインターネットで配信しています。 議会中継

甲佐町

70

7

14

国からの情報をきちんと収集し施策を
決定したい
町長

10

古閑企画課長

議員

井芹しま子

新型コロナ感染症対策交付金の活用は

一般質問

熊本県甲佐町議会だより

総合運動公園周辺整備の方向性は
問

総合運動公園の整備

の完了年度は。
荒田地域振興課長
国の整備総合交付金を
活用しており、事業要望
額に対し交付金は令和２
年度事業要望額に対し

に備えた防災用備蓄資材
や土砂の置き場として適

パル甲佐から山側にどん
付の計画で馬門川には、

分析中である。

％に

９２件で、その内前年度

件約

なっている。区長及び役

同一事業が

ある。馬門川周辺の浸水

題も見出しているところ

はなく若干違うような課

区において、同じ課題で

など検討している。制度

源確保、予算的な可能性

別計画との整合性及び財

緊急度や重要度、町の個

員と町で現地調査を行い、

対策を考えた場合には国

も含め、今後の公共交通

的には、次年度の事業に

今回の調査の中で各地

奥名町長

候補地と決まれば内水対

浸水対策の要望などを考

説明会が開催される予定。 と一緒になり、内水対策

策、排水対策についても

えていく。

のあり方、新たな代替案

などの要望があり、町長

令和元年要望件数が１

したい。

改めて各担当課に指示を

明できる内容とする様、

今後の方向等も丁寧に説

回答については、経緯、

で対応してきた。区への

な考え方なども含めた中

の考え方、町独自の色ん

ては、国、県の補助制度

る。各施策の実現に向け

を探ってきたところであ

ろで、その実現の可能性

期、長期に区分したとこ

策については、短期、中

町長マニフェストの政

奥名町長

図っていく。

検 討 し な が ら、 改 善 を

評価のやり方など各課と

法などについては、事業

かかる要望の調査という

交通弱者などの輸
送事業の調査、検
討状況は
問 基礎調査業務終了に
伴うその後の状況は。

調査結果をもとに分析

行政区事業要望は
明確な回答を

など一体的に協議検討な

地かどうか調査中であり、 水門が整備される予定で

36

8
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70

位置づけである。調査方

嘉島町バス ･ タクシー優待乗車券

どを行っていく。

荒田地域振興課長
組むためには、物産館、

中である。高齢者の７割

古閑企画課長

階では令和４年度にすべ

宿泊研修施設などの整備

が地域公共交通の利用が

交流人口の増加に取り

ての整備が完了すること

少ないこと。バス停まで
にあること。全体的に地
域公共交通への利用頻度、

例年同一要望提出の

回答が一遍通りで、具体

問
結果が見られる。地域に

性に欠けているのではな

馬門川周辺浸水対策、 依存性などが低いという
よっては、乗り合いタク

いか。

の政策目標に向かい現在

北野総務課長

シーやタクシーの利用補
緑川の堤防計画につい

助、バス利用運賃の支援
ては、下流側のグリーン

志戸岡建設課長

は。

緑川堤防計画との考え方

問

いる。

のアクセスが不便な地域

について、今後国などの

提内地利活用の考え

なっている。
問

方は。
志戸岡建設課長
国で地盤の調査、面積
確定のための用地測量が
済み、境界確認が実施さ
また、緑川の災害発生

れた。

含め検討が必要と考えて

補助事業での財源確保を

％となっている。現段

総合運動公園西側堤内地

議員

精子
森田
は確約できない状況に

70

甲佐町

一般質問の動画をインターネットで配信しています。 議会中継



内水対策・浸水対策を考えていく
建設課長

一般質問

土地改良施設の機能共有と町支援

一般質問

果も非常に期待されると

挙、さらには子供を犯罪

ころであり、安全安心な

要があると考えている。
問

特に大井手用水につい
ては、市街地の排水対策

ついて、近年の交通事故

町村河川の補完的機
という視点からも昨年河

問
能を担う土地改良施設の
川が流れ込む付近の浚渫

機能の重要性は極めて大

機能を有し、その補完的

村河川の受け皿としての

線用水路は、いずれも町

ている状況であり、土地

事業等の計画も提出され

地改良区から大規模改修

援として、いくつかの土

また、改良事業等の支

の整備の進捗状況や今後

ころであるが、これまで

備がなされて来ていると

その他町道等において整

県道や国道443号線、

ては、現在、白旗地内の

問 防犯灯の整備につい

置状況は。

現在の公共施設等への設

について考えることから、

犯カメラの設置の必要性

止する意味において、防

然に予防し、あるいは抑

その他の犯罪被害等を未

問題を始め、盗難被害や

取り組んでいく。

署とも連携を図りながら

ながら、また、御船警察

認められる場所を検討し

まちづくりのため必要と

から守る、そういった効

維持管理費用について、

安心・安全な町づ
くりについて

大井手用水路を始め各土
も実施した。

きいと考えることから、
改良区の負担軽減を図る

の計画については。

防犯カメラの設置に

地改良区の施設である幹

町として土地改良区への

ためにも国県補助の採択

佐々木くらし安全推進室

支援を検討される考えは

佐々木くらし安全推進室

に向け協力していく。

土地改良区で実施が困難

は、甲佐町防犯灯整備計

防犯灯の整備について

中学校等の各施設のほか

ンセンター、キャンプ場、

役場庁舎内外、グリー

長

各幹線水路には農業用

なものについては、引き

画を作成し、平成 年度

そのほかの幹線水路全

あるか。

般の維持経費に関しても、 長

水の機能はもちろん、そ

続き町の支援を検討して

御船警察署の資料では、

設置されていると聞いて
いる。
問

安心・安全なまちづ

予算としては国の交付金

くりへの整備の方向性は。
万円を充当しており、今

備計画策定委員会を立ち

降については、防犯灯整

る。なお、令和３年度以

て犯罪の抑止、犯人の検

害への迅速な対応、そし

ラの設置については、災

メラ、あるいは防犯カメ

防災減災用のライブカ

奥名町長

上げ、設置の必要性につ

年度で概ね終了予定であ

いて協議を行っていく必

その他に、ライブカメ

下校する小学生

ラの運用についての質問

があった。
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奥名町長

のほかにも河川の補完的

から令和２年度までの５

郵便局や銀行、コンビニ、

いく。

年間で国道や県道等の主

スーパーなど町内に

機能あるいは防災上の機
能を備えていると認識し

要通学路を中心に 路線
約 キロメートルを目標
令和元年度末で約 ％、

51
を財源として約８５００

80

基

ている。
大井手用水路に流れ込む南谷川（左）

28

13

に設置を進めている。

14

引き続き町の支援を検討していく
町長

甲佐町

一般質問の動画をインターネットで配信しています。 議会中継

9

議員

美善
鳴瀬

№ 174
令和 2 年 8 月17日

熊本県甲佐町議会だより

災害公営住宅のカビ等、改善を

いることは、良いことで

ような家でカビが生えて

問 できて一年たたない
か。

としての務めではないの

かして改善を図るのが町

はない。自分の家を建て

鳥獣害被害に対す
る支援策の拡充を

り組みが出来ない山間部

の飛び地等は支援が必要

であるとの意見も出てい

る。
善処策が非常に大事な

離農の増加、さらには田

意欲の減退、耕作放棄、

としながらも、地形的な

地域での取り組みを基本

十分に協議した結果、

こ と で、 ス ピ ー ド 感 を

条件によりどうしても３

鳥獣害被害は、営農

いたら何か言うのでは。

持った対応も必要と思う。 畑や森林の土壌流出、車

戸以上での取り組みが出

問

それは災害公営住宅にも

両等への追突事故等被害

来ない方への支援を行う

奥名町長

言える。

責任の所在や瑕疵担保期

をもたらしており、被害

た場合に、カビが生えて

御船、嘉島、益城、美

間の問題等について整理

べきとの結論に至り、既
題があったということは

行政への委託先から問

か し

里町等の災害公営住宅を

額として数字に表れてい

ているところは全然な

刻な影響を及ぼしている。

その他に「個人情報保

に制度設計に入っている。

をしておく問題と思う。

かった。材料に問題があ

る以上に農山村漁村に深

見てきたが、カビが生え
問

甲佐町災害公営住宅

の３か所の団地を見てき

ると思う。住んで間もな

宮内地区は、耕作面積も

護の徹底について」、「町

たことが原因ではないか

災害からようやく逃れ、

問 町民が、地震や豪雨

申し上げたい。

かけした点には、お断り

住民の方にも迷惑をお

町民を救うのが町として

害に苦しむ農林業を営む

条件を和らげ、鳥獣害被

画について」の質問を

関する特定事業主行動計

女性職員の活躍の推進に

３人以上からの申請を

行った。
その他に、靴箱・天井

１人からでもできるよう

地形的に３戸以上での取

止対策協議会の中でも、

しかし、鳥獣害被害防

る。

という制限は必要と考え

から、受益戸数３戸以上

での取組を推進する観点

町としては、地域全体

井上農政課長

水路の悪臭等を指摘した。 にできないか。

の水シミ・天井の釘・排

の務めではないか。

鳥獣害被害が多くある

くカビが生えているので、 協議を重ねながら、善処

狭いところが多く、支援

と思われているが、確か

再出発の城である住宅で

非常に残念なことだが、

たが、軒天と呼ばれる個

策を見出していきたい。

のきてん

所にカビが生えている。
５年、

委託業務期間中の責務

志戸岡建設課長

か。

責任は、熊本県にあるの

町災害公営住宅建設の

がっていくと思う。

ば、 今 以 上 に カ ビ は 広

年と経っていけ

カビの発生した原因は何
か。
志戸岡建設課長
軒天のカビを採取し、
試験の結果、カビは一般
的な黒カビであることが
カビの発生の要因とし

は熊本県にあると思う。

わかった。
て、周辺環境による高温

なことは解らない状況。

頑張られている時に、カ

多湿の状況が長期間続い

今後の対応については、

ビが生えているという、
あってはならないことが
明らかになった。どうに

10
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議員

安春
佐野
県と協議をして対応を考
えていきたい。

軒天のカビ（甲佐団地）

10

甲佐町

一般質問の動画をインターネットで配信しています。 議会中継



善処策を見出していきたい
町長

一般質問

災害公営住宅（甲佐団地）
の不具合について

災害公営住宅︵甲佐団地︶

日の臨時会終了後

の不具合について︑全員協議
会を７月
に開催し︑執行部からの経過
報告があり︑今後の対処方針
について質疑を行った︒
災害公営住宅建設について

年３月に県か

は︑町から県に設計︑施工を
委託し︑平成
ら引き渡しを受け︑同年４月
から入居が開始された︒
入居者から︑不具合につい
て報告があり︑調査を実施し
改善を図るなかで︑本年６月
の定例会で一般質問があり︑
また︑災害公営住宅の不具合
について新聞報道がなされ︑
入居されている住民の不安を
一日でも早く払拭するため︑
議会として情報を共有し︑対
処方針について確認を行った︒

随時改善工事実施

令和元年７月 町による訪問調査（全戸）２回実施
（2019年） 軒天裏の黒ずみを確認

不具合15箇所 随時改善工事実施
軒天裏ペーパー掛け、拭き取り処理
令和元年10月 町によるアンケート調査（全戸）

不具合10箇所

奥名町長

入居者にとって、一日

でも早く状況を改善する

ことが肝要であると考え

ている︒

質問

改善工事に要する費用は、

町、県、施工業者のどこが

負担するのか。

町長答弁

災害公営住宅については、

設計、施工について県に委

託して行った事業であり、

改善工事に要する費用は町

が負担する性質のものでは

ないと考えている。町の考

え方については、県にも伝

えてある。

その他、議員から入居者

数名から聞いた話として

「不具合について生活に支

障はない、それよりも早期

に被災者のため、災害公営

住宅を整備していただいた

ことを町には感謝してい

る」と言葉をいただいたと

の発言があった。
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7月14日開催

全員協議会

随時改善工事実施
町による完成後１年点検のアンケート調査
不具合11箇所
（全戸）

町、県、設計業者、施工業者で完成後１年 施行上の不具合について入居者との日程調
点検実施
整のうえ補修を開始
令和２年３月

設計業者から町と県に黒ずみ調査結果報告
県、設計業者、施工業者と今後の対応協議
（黒ずみが黒カビであるとの報告）
令和２年２月

町、県、設計業者、施工業者による黒ずみ
県が黒ずみの調査を専門機関に依頼
の現地確認
令和元年11月

№ 174
令和 2 年 8 月17日

災害公営住宅（甲佐団地）の不具合について ※全員協議会資料抜粋
平成31年４月
災害公営住宅（甲佐団地）入居開始
（2019年）

令和２年６月 町による訪問調査（全戸）

天井の釘飛び出し改善工事実施

令和２年７月 軒天裏の黒カビ

黒カビ発生原因について、材質に原因があ
るのか、現地において実証試験を実施中
実証試験の結果を踏まえて改善策の決定を
行い、改善工事を実施予定

町民の声

佐 藤

日︑今年の田植えが終わった︒

仁田子区

﹁人生百年﹂どう生きる

７月

修

しっかりと事前対策を！
７月４日の集中豪雨が熊本県南を襲いました︒
私も人吉での勤務経験があり︑まさか球磨川が
氾濫するとは思いもしませんでした︒堤防の決
壊やがけ崩れなどで︑多くの尊い命が失われ︑
多くの住宅が流失・浸水しました︒これまでに
経験したことのない︑明け方のあっという間の
浸水で逃げ遅れた方もたくさんおられました︒
改めて︑自然災害の恐ろしさを身に染みて感じ

６２０a︑４日かかった︒６月の田植え︑７月の飼料用
稲の田植えと長い梅雨で日照不足が心配される中︑今年の

ました︒毎年︑全国各地でこれまでに経験した

健康 や 生 活 費 が 楽 に な る の で は ︒
今︑町全体で機能が限界に進みつつあるのではと感じる
人生百年 どう生きるか
私は 年しかない︒

甲佐町

議会だより

第

を守るためにどう行動するか︒一人一人が真剣
に考えるべきです︒ハザードマップなどで︑ご
自分がお住まいの地域の災害リスクを把握し︑
最新の気象情報や町が発令する避難情報を確認
し︑早め早めの避難を心がけることが何より大
切です︒また︑コロナウイルス感染のリスクが
高い現在︑従来とは避難の方法も変えなければ
なりません︒住民の方も避難所での感染症予防
対策にご協力ください︒避難が必要になる地域
の方は︑近くの避難所を決めておきましょう︒
可能であれば︑より安全な近くの親戚や知人の
家などを自主避難所としてお願いしておきま
しょう︒大切な命を守るため︑しっかりと事前
対策をお願いします︒
佐々木くらし安全推進室長

号 ２０２０年８月 日発行
174
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※令和２年第３回
（９月）定例会は、９月11日開会の予定です。

集

後

記

熊本県南部地域を襲った集
中豪雨の大きな災害は４年前
の熊本豪雨による甲佐町の被
害を思い浮かべてしまいます︒
今回の球磨川やその支流に
よる氾濫は想像以上のもので
あったと考えられます︒甲佐
町も緑川という大きな川が流
れ︑いくつもの支流がありま
す︒﹁ 町 地 域 防 災 計 画 書 ﹂ に
よれば﹁洪水時の円滑かつ迅
速な避難を確保する必要があ
る要配慮者利用施設﹂は か
所もあります︒
施設のほとんどは﹁最大規
模浸水想定区域﹂に入ります︒
要配慮者の皆さんへのしっか
りとした対策が必要と思いま
︵佐野 安春︶
す︒

編

議会広報編集特別委員会
委 員 長 甲斐 高士
副委員長 宮本 修治
委
員 佐野 安春
委
員 森田 精子
委
員 鳴瀬 美善
委
員 田中 孝義
委
員 甲斐 良二

この議会だより〝清流〟は再生紙を使用しています︒

町民の皆様の議会傍聴をお待ちしています︒お気軽にお越しください︒

今のうちに何か？

ことのない災害に見舞われています︒大切な命

収穫 は ど う な る ︒

歳までは補助制度があるが︑今︑必要なのは

シルバー人材センターで働く方たちとの会話で私は思っ
た︒
新規就農
代ではないかと︒

め時給800円で雇い入れた場合︑ ％︑２４０円を雇い

そこで補助制度が︑例えば︑農作業に従事してもらうた

のは ︑ 代 ︑

生産活動を機能させることであり︑その中心となっている

50
70

主に補助するというのはどうだろうか︑仕事に出ることで

30

52

24
60

37
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