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▲いいばい朝市のスタッフ（P2、3、16）

ちょっと寄ってみんね
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福岡県川崎町

令和4年11月1日発行
福岡県川崎町



みんなの声
聴かせてください!!

かわさき議会だより 第148号 / R4.112

本町商店街
男性の皆さん、

来てください！

何かしたい何とかしたい
という思いからのスタート。
この場所が、みんなの
憩いの場になってほしい。

来られた方がたが、
笑顔で帰ってもらって
嬉しい。

運営状況は大変厳しいが
継続をしていきたい。

町民の皆さんへ

スタッフの
皆さんの
思い

井上さん、太田さん、田原さん、三井さん

朝市のマドンナ 浅野さん

おいしいパンを提供
池田さん



今回はワイワイガヤガヤ朝市会場にて
インタビューしました。

に を！活力

常連客
の声

浅野
ガールズの
みなさん

水曜日は
朝市と決めている。

普段は
商店街の浅野商店で
昼まで過ごし、
昼からは各自自宅にて
家のことをする。

週一回の買い物と
おしゃべりが楽しい。

喋ることが
脳の活性化だ。
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一般会計決算

特別会計決算

令和3年度決算認定
歳入126億1,938万円、歳出123億2,795万円で、翌
年度に繰り越すべき財源1億2,298万円を除き、実質
収支は1億6,845万円の黒字決算となりました。

歳入：1億5,860万円　歳出：1億5,959万円
実質収支：99万円の赤字学校給食センター
歳入：5億8,693万円　歳出：5億8,693万円
実質収支：0円
また、令和３年度をもってこの会計を廃止し、次年度
から一般会計で事業を引き継ぐこととなりました。 

住宅新築資金等貸付事業

歳入：18億6,117万円　歳出：17億9,932万円
実質収支：6,185万円の黒字国民健康保険事業勘定

歳入：2億3,156万円　歳出：2億2,872万円
実質収支：284万円の黒字後期高齢者医療

ー 民生費 ー
41億 8,502万円
中学3年生までの医療費全
額助成。住民税非課税世
帯に対する臨時特別給付金
事業及び子育て世帯生活支
援特別給付金事業など。 

ー 衛生費 ー
10億188万円

総合健診の無料化。新型コ
ロナウイルスワクチン接種事
業など。

ー 総務費 ー
15億 7,706万円
健幸づくりのためのスマート
運動教室。ふれあいバス運
行など。 

ー 土木費 ー
13億6,157万円
4か所の道路改良事業。豊
州団地・大峰団地建替え事
業など。 

ー 商工費 ー
3億5,691万円

川崎町ReBorn!商品券交付
事業。De・愛広場、桜芝生
広場整備事業など。 

ー 農林水産費 ー
9,788万円

中山間地域直接支払事業。
荒廃森林整備事業。鳥獣被
害防止対策強化事業など。

ー 教育費 ー
7億1,602万円

川崎小学校屋内運動場改
修事業。町民運動公園テニ
ス場改修事業など。 

ー 議会費 ー
1億658万円

議員報酬、議会だより作成
経費など。

ー 消防費 ー
2億3,195万円

消防団と協力し火災予防運
動を展開。火災出動13回。
救急出動1,050回など。

総務費
（13％）

土木費
（11％）

商工費（3％）

議会費（1％）

農林
水産費
（1％）

消防費（2％）

衛生費
（8％）

民生費
34％）

教育費
（6％）

※％は小数点第1位を四捨五入している。
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※金額については、千円以下を四捨五入しています。

歳出
主なもの
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●一般会計補正予算（第2号）

131億9,709万円 3億4,879万円 135億4,588万円
補正前の額 補正額 補正後の金額

●川崎町学校給食センター特別会計補正予算（第２号）

1億6,394万円 534万円 1億6,928万円
補正前の額 補正額 補正後の金額

◆
◆
◆

※金額については、千円以下を四捨五入しています。

補正予算

電気料金等の高騰に伴う増額……………………………………………
マイナンバーカード発行促進事業…………………………………………
減債基金積立金……………………………………………………………

3,286万円
1,951万円

2億1,948万円

◆ 534万円電気料金高騰に伴う増額……………………………………………………

●川崎町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）

19億6,765万円 6,201万円 20億2,966万円
補正前の額 補正額 補正後の金額

◆ 5,178万円財政調整基金積立金………………………………………………………

条  例  の  一  部  改  正

町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例を改正する条例
町選挙での選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ・ポスターの作成に係る
公費負担の上限額を引き上げ

発  議
　許し難き行為により、道半ばで御逝去された安倍晋三元首相に生前の多大なる功績に
感謝し、安らかに永眠されますことを祈念する意を込めて、川崎町議会として満場一致で
決定しました。

安倍晋三元内閣総理大臣の逝去に際し哀悼の
意を表する決議



議会の傍聴
においでください

◎12月 6日…本会議（初日）
◎12月 9日…本会議（中日）
◎12月14日…本会議（一般質問）
◎12月15日…本会議（最終日）

次回定例会予定
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議会報告会中止の
お知らせ

　今年度の議会報告会はコロナ禍
のため中止とさせていただきます。
　議会活動については議会だより
や定例会議の様子をホームページ
からぜひご覧ください。

●契約の締結

川崎町庁舎及びコミュニティセンターの空調設備の老朽化の為、業務の委託契約を
行いました。

事業の概要 空調設備の新設・太陽光パネル設置・照明器具をLEDへ改修・
蓄電システムの設置など

契約相手 株式会社ハッセイ

契約金額 7億7,333万2,601円

●株式会社川崎アグリの経営状況について

　株式会社川崎アグリの事業については、令
和元年度より農作業受託事業、加工所惣菜
の製造を行い、令和2年10月より町の特産
品であるアップルクーヘン・アップルバターの
製造を行ってきましたが、加工所惣菜の製造
については慢性的な赤字の状況であり令和4
年度製造を中止とし、特産品の製造につい
ては8月より町内事業所に委託をしました。
　次年度より、黒字が見込める作業受託事業のみとし、昨年度実績を上回る受託を
目標として経営の安定を図ることとする報告がありました。

▲農機具倉庫

この事業終了後は、環境の改善により明るい庁舎で心地よく過ごせるようになり、
光熱費が削減されます。



一般質問 町
政
を
問
う
!!

よりよいまちづくりを
めざして

一般質問とは、定例会議において、各議員が住民の代表として、行政全般にわたり
町当局の考え方や疑問をただすことです。
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答 小中学校で61名、
相談体制の充実を図る

令和2年度の福岡県内の
公立小中学校不登校児童

生徒数は9,565人となっています
が、本町の不登校の児童生徒数
の現状を伺います。

今年度1学期末の現状は
中学校が35名、小学校が

26名で昨年度の同時期とほぼ同
数です。

本町での支援と対策はど
うしていますか。
支援としては、遅刻や不
登校兆候が見られる児童

生徒には言葉かけや家庭と密な
連絡、長期欠席が続く不登校家
庭は継続的につながりを持ち登
校への働きかけをしています。対
策としては小学校ではスクールカ
ウンセラーへの相談機会の推進。
中学校では学校での居場所の確
保など、相談体制の充実を図り
きめ細やかな支援につなげてい
きたいと考えています。

10月より高校生までの子
ども医療費の拡充をして

いる市町村が10団体となります
が、本町でも高校生までの子ど
も医療費の助成ができませんか。

全額18歳までを無償化は
どこを見てもしていない、

本町は中学生までは全額負担を
しているため、財政負担も3年と2
年で比べたら軽減することなく増
えている状況になっています。許

せるのであれば高校生まで広げ
てはいきたいと思いますが、現状
ではなかなか難しいと思います。

財政が厳しいのは十分に
承知の上ですが個人負担

金があっても、私は構わないと思
います。子育て世帯の負担軽減
にもつながるので負担金をしたう
えでも川崎町何とかできませんか。

中学生まで全額負担をし
ているわけで、個人負担

を再開するという事は難しいと思
います。今のところは医療費が増
えているので、状況を見ながら取
り組んでいきたい。

議員

議員

議員

議員

不登校の児童生徒数の現状と
対策は

問

教育長

教育長
町長

町長

高校生までの
子ども医療費の助成を

問

答 現状では難しい

選挙関連で、投票時間の短縮・
投票所数や掲示板数の見直し
についての質問をしました。

手嶋 真由美 議員
て    しま      ま     ゆ     み

手嶋 真由美 議員
て    しま      ま     ゆ     み
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子育て支援に対しての
助成は

問

答 状況を見ながらできるだけ
頑張っていきたい

答 社会福祉協議会と密接に関わり
高齢者の支援を

高齢者の買い物支援につ
いて、日常生活での買い

物に不自由を感じている声が聞
こえます。高齢者の声を聞き、ど
の様に取り組んでいきますか。

現状を把握するため、8月
に社会福祉協議会がアン

ケート調査し町内の65歳以上の
高齢者5,756人中、回答者が2,344
人で回答率は41％。その結果、
関心の高さがうかがえます。「す
でに買い物に困っている」14％、
「今は困っていないが将来的に不
安がある」51％と多数を占めて
います。高齢化が進む現状を考
えると早い段階で対策は必要だ
と考えます。買い物支援としては、
送迎サービス・移動販売・コミュ
ニティバス等の交通手段の充実。
川崎町の実情にあったものとして
考えていきたい。

買い物アンケート調査票
の設問には、身につまさ

れる文言ばかりで、社会福祉協
議会の高齢者に対し事業として
本気で取り組む意気込みが見え
ました。
　令和4年4月1日現在、60市町
村の65歳以上の高齢化率ランキ
ングが発表されていますが、ご存
知ですか。

ランキングは
存じておりませ

んが、パーセントは 38.5％です。
60市町村の中で10位が川
崎町、高齢化が進んでい

ます。アンケート調査票の結果に
ついて町としてどう対応しますか。

高齢化が大変進んでおり
ます。買い物が不便な方

がおられることは承知しています
ので、今後の対策としてコミュニ
ティバス、地域交通数等も含めて
総合的に考えていかなければと
思っています。

町として、出産祝金・入学
祝金は支払われていますか。

就学援助費の対象の小学
1年生に対し、新入学の準

備金46,000円、教材費12,160円
支給、新1年生の中学生に入学
準備金として47,400円、教材費
23,430円が支給されています。

生活保護を受給している方、
就学に困っている方にあ

げるお金のことですね。1市7町
村の子育て支援支給制度として
の助成例は、出産祝金、第1子・
第2子・第3子・第4子、3万円か
ら50万円。
　小学校入学時や中学校入学時
には、3万円から30万円などです。
本町も人口が減少しています。
若者が住みたくなる町のための
お考えは。

町も出産助成金は支給し
ていますが、入学に関し

ては他市町村と同じような助成・
支援はできていません。しかし、
違う形で副食費の無償化など他
の町村にない取り組みも沢山あり
ます。状況を見ながらできる限り
の事は頑張っていきたいと思って
います。

議員

議員

議員

議員

議員

高齢者の買い物支援の
取り組みは

問

福祉課長兼
高齢者福祉課長

町長

教育長

町長

町長

松岡 久代 議員
まつ  おか     ひさ   よ

松岡 久代 議員
まつ  おか     ひさ   よ
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朝食欠食の実態を教えて
ください。
朝食摂取率は、小学校6
年生で81％、中学校3年

生で83％、全国平均より10％程
度低いです。

対応はどうしていますか。

引き続き「早寝・早起き・
朝ごはん」の重要性の啓

発と、家庭訪問等支援スタッフも
含めて対応しています。

放課後児童クラブ利用の、
保護者の条件はどうなって

いますか。
保護者の就労等により適
切な監護が受けられない

児童、また保護者や家族の病気
や介護で適切な監護ができない
場合です。

1週間の就労時間の規定は
ありますか。

時間の規定は
一切ございま

せん。就労内容の聞き取りをして
判断します。

厚生労働省では小学校か
らの教育を奨励しています

が、本町の実態はどうなっていま
すか。

小学校は、5・6年を対象に、
授業を行い、中学校は毎

年薬物乱用防止講演会を開催し、
薬物の怖さの理解を図っております。

団地に入るのに、階段が
あり手すりが必要な団地は

何か所あり、今後の手すりの設置
はされますか。

4か所あり、階段を昇るの
が不自由な場合は、要望

がございましたら、早急に対応し
ます。

入居者が長期入院した場
合、家賃等の収納はどう

していますか。
病気等で家賃の滞納が生
じた場合は、担当課に相

談してください。支払いが厳しい
場合は、減免等の措置等もあり
ますので、ぜひ担当課窓口にご
相談ください。

施設に入る場合、またご
逝去された場合、親族が

いない場合、家財道具等の処理
はどうしていますか。

単身の場合、撤去の手続
きをしていただいています

が、ご逝去された場合連帯保証
人の方と相談しながら処分してい
くことになります。

議員

議員

議員

議員

議員

議員

議員

議員

教育長

教育長

教育長

町長

町長

町長

町長

朝食欠食児童、生徒への対応は

答 不登校につながるので、
支援スタッフ等で対応

問

青少年の薬物乱用の
対応は

問

答 月に1度校外補導委員会で
情報交換

町営住宅の
手すり設置は

問

答 要望があれば、
早急に手を打つ

他に「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
について質問しました。

千葉 加代子 議員
ち　  ば　　  か　 よ　　こ

千葉 加代子 議員
ち　  ば　　  か　 よ　　こ

福祉課長兼
高齢者福祉課長



答 優良農地を守り地域の実情・特性にあった
農業振興地域整備計画を新たに作成する

農業振興地域整備計画の
見直しの計画は

問

本町の農業振興の本丸と
いえる農業振興地域整備

計画の見直しが、平成12年に全
体見直しがされて以降一度も見
直しがされていませんが、当時か
らするとさまざまな環境が変化を
しており、見直し計画は。

農業振興地域整備計画に
つきましては、平成12年

に全体的な見直しをして以降これ
まで見直しがされていません。現
状に沿ってないところが多数出て
きていると思います。計画の策定
変更については、来年度川崎町
農業振興促進協議会へ諮問いた
しまして、農業振興地域整備計
画を新たに作成します。

国は、農政の憲法とされ
る食料・農業・農村基本

法は、制定から20年以上が経ち
農家・農地の減少や農産物の輸
出の進展、気候変動などの情勢
の変化、ウクライナ危機を背景と
した食料や生産資材の供給不安
の高まりも大きな契機になり、こ
れから20年の日本農業をどうす
るのかという大きな岐路であると
思います。1年かけて基本法改正
案を策定するとのことです。この
時期に本町の農業振興整備計画
の見直しを行うことは、実に好機
であると思います。

町長は、令和元年度に当
選され、翌年には10年先

も住み続けたい町に向けて「第6
次総合計画（ReBorn）」を策定し、
この計画に基づき、コロナ対策、
道の駅建設計画、De・愛周辺整
備計画、桜・芝生公園、ふるさ
と納税、スマートウェルネス事業
など積極的に取り組みを進めてき
たが、今後の町政運営及び次期
町長選挙の出馬については。

就任してすぐに行ったこと
は、「第6次総合計画（Re

Born）」を策定し、10年間この
計画に沿ってまちづくりを行ってい

く。皆さんと一緒につくり、事業
を行ってきました。私の町長とし
ての任期もあと数か月となり、総
合計画で計画した事業は10年間
の事業であり、将来的な基本理
念です。また、多くの事業が継
続中であり、コロナ後の川崎町
の運営というのも大きな問題に
なってきます。このことを踏まえて、
私は次期町長選に出馬の決意を
しました。

来年の町長選挙につきま
しては、ただ今町長のほ

うからはっきりと力強い答弁をい
ただきました。出馬に際しまして
は、残すところ8か月足らずでご
ざいます。先ほど熱意を込めて発
言されました次期町政運営に向
けて今期と同様にスピード感を
持って公約を実現するため、精
力的に取り組んでいただきたいと
思います。

議員

議員

議員

議員

町長

町長

今後の町政運営、
次期町長選挙の出馬の
考えは

問

答 1期目に着手した事業は
道半ばであるので、
次期町長選挙に出馬する
決意をしている
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手嶋 康徳 議員
て　しま　  やす  のり

手嶋 康徳 議員
て　しま　  やす  のり



災害から命と暮らしを守る
防災対策の取り組みは

答 問題点や課題をクリアしながら
全体的に考えていく

問

避難のためのスケジュール
表の作成を後押しする自

治体が増えており逃げ遅れゼロ
を目標にマイタイムライン（避難
行動計画）の作成を推し進めて
いくことで自らの身を守る自助と
なります。
　本町では避難行動計画作成を
どの様に後押しされていますか。

個人が作るために必要な
作成マニュアル等を町でつ

くりホームページ等を通じて町民
の方、行政区に周知しながら推
進を図っていきたいと思います。

9月6日の台風11号の時、
避難所の開設は安宅交流

センターとコミュニティセンターの
2か所だけで高齢者や障がいの
ある方は行きづらいのではと感じ
ました。近くの公民館や集会所
に避難ができるよう、行政区長
の判断で開設できるようになりま
せんか。

公民館を避難所に開設
して避難できることが理

想的なことだと考えております。
現在、自主防災組織設立など広
報紙を通じお願いをしています。

高齢者や障がい者など災
害弱者への個別避難計画

の作成が市町村に対し努力義務
とされていますが、本町では個別
　

避難計画作成の進捗はどの様に
なっていますか。

現状では努力義務になっ
ている個別避難計画作成

までには至っていない。個人情
報公開など難しい問題点や課題
があり、そういった整備も必要で
すので全体的なものとして考えて
いかないと、と思っています。

市町村の地域防災計画に
定められている学校や福

祉施設等要配慮者利用施設等に
避難計画作成と避難訓練の実施
が義務付けられています。本町内
の施設での避難計画作成と避難
訓練実施はどのようになされてい
ますか。

町内の要配慮者施設は
73施設、そのうち避難

計画作成に基づく避難訓練の実
施対象施設は20施設あり、13の
施設より計画書の提出と避難訓
練の実施の報告を受けています。
計画策定のなされていない施設に
ついては、関係課よりマニュアル
を配布するなど計画を作成するよ
うに、常に促しています。

本町内に危機管理型水位
計の設置は何か所ありま

すか。

本町は安宅川の馬場橋
及び中元寺川の中村橋

の2か所に設置されています。
水位計を増設設置する計
画はありますか。
県河川については必要が
あれば要望していきます。

町河川に関しては今のところ計画
はありません。

本町には多くのため池が
ありますが氾濫、決壊の

危険があるため池などの対策は
どの様に考えていますか。

町内には25のため池があ
り、県指定の防災重点農

業用ため池に指定されています。
劣化状況の調査を令和3年度と
令和4年度の2年間で現在実施し
ています。この調査が終わり改修
工事が必要と診断されたものにつ
いては、県と協議しながら随時
改修工事を行っていきたいと思い
ます。

議員

議員

議員
議員

議員

議員

議員町長

町長

町長

町長
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防災管財
課長

防災管財
課長

防災管財
課長

川根 節生 議員
かわ　ね　　せつ　お

川根 節生 議員
かわ　ね　　せつ　お



建設産業常任委員会

　ダンボール・雑誌などの資源回収ボックスは町
内4カ所（役場・愛光園・川小学童クラブ横・
池尻地区防犯協議会連絡所）、小型家電の回収
ボックスは6カ所（役場・図書館・ナフコ川崎店・
安眞木郵便局・コメリパワー川崎店・トライウェル
池尻店）設置しています。
　回収量は年々増加しており、それに伴う売却益
も増加しています。また、「リサイクル活動団体奨励
金制度」も設けており、新聞・雑誌・ダンボール
回収については㎏あたり2.4円の奨励金を交付して
います。
　資源の有効活用は大事なことなので、広く周知し
てリサイクルの促進をはかってほしいと要望しました。

資源ごみのリサイクルはどうなってる

　農林振興課の所管する農業用水路・水門・農
道・林道・農業用ため池について大雨時の災害
対策を尋ねました。

大雨の対策は

委員会レポート
委員会の活動状況を報告します

もっと 
知りたい！

議会では年4回の定例会の休会中は、それぞれの委員会に
分かれ、所管の現地調査や机上審議をしています。

かわさき議会だより 第148号 / R4.1112

防災重点農業用ため池25池を劣化状況評価
評価結果に合わせて工事や廃池に

梅雨前に水門管理者への注意連絡
大雨時に見回り

農業用ため池

水路 水門 農道 林道

役場に
設置してある
◀回収ボックス▶

分別して
回収できるものは
近くの回収ボックス
に入れてね
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　企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公
共団体作成の地方創生プロジェクトに対して、企
業が寄附を行った場合に法人関係税から税額控
除する仕組みであり、最大で寄附額の9割が軽減
される制度です。
　企業側のメリットとしては、税の控除が受けられ
ることはもちろん、企業のPRになる、地方公共団
体との新たなパートナーシップを構築することがで
きる、SDGｓなどに寄与することができる、創業地
や縁のある地への恩返しになるということです。現
在ホームページなどから寄附をしていただける企業
を募集しているところですが、現在まで川崎町へ
の寄附の実績はないということであります。
　今後は更なる広報活動の強化を図り、金融機
関などの企業訪問等を行い、寄附を募り、企業と
連携するとともに財政状況の向上を図ろうというふ
うに考えているそうです。

その他、地域おこし協力隊、防災無線について
調査を行いました。

総務常任委員会

財政状況の向上を図る 更なる組織設立の増加に努める

　自主防災組織とは、地域住民の連携に基づき
結成される防災組織であり、災害の発生時には
住民が連携をとり、お互いの身を守るための防災
活動を行うものであります。
　主な活動内容としては、平常時では、災害に備え、
要配慮者を含めた地域コミュニティの醸成、危険
個所の把握・点検、避難訓練、防災用資機材の
整備などを行い、災害発生時には、救出・救護
の実施及び協力、情報収集・伝達など人命救助
に関する行動をとるものであります。
　現在、川崎町には櫛毛、安宅、下真崎の3つ
の自主防災組織がありますが、まだまだ少ないと
いうのが現状であるので、行政区長会の総会のと
きにパンフレットを配付し説明会開催のお願いをし
たり、広報紙に自主防災組織の設立の必要性に
ついての記事を掲載したりするなど、更なる組織設
立の増加に努めているとのことでありました。

自主防災活動
救護・救出活動

地域コミュニティ

防災訓練 防災用品の整備

要配慮者への援助

消火活動
情報収集



民生文教常任委員会

　町内には国指定文化財1件、県指定文化財３件、
町指定文化財9件、合計13件の指定文化財が存在
し、文化財保護法及び条例により日常の管理は所
有者が行っています。
　誰がいつ来ても気持ちよく文化財を見学できるよう、
管理の徹底を要望するとともに、観光とのつながりを
より一層図っていただきたいと要望しました。
　また、埋蔵文化財については、28の遺跡があり、
石器、縄文土器などが出土しているそうです。
　その出土品等を保管・展示している大峰ふれあい
センターへの現地視察を行いました。
　大峰ふれあいセンターには多くの出土品、歴史民
俗資料等様々なものが保管・展示されていますが、
空調設備がなく、保管するには状態がよくないと感じ
ました。
　出土遺物については台帳を作成し、わかるような
説明を加える等保管の在り方の再考をお願いしました。

　中学校を統合するときから危険と指摘している太田
区側からの通学路は、国の交付決定があり、10月
に測量・設計、令和5年度中に水路に床版をかける
とのことです。
　以前の説明では令和4年度中とのことでしたが、
1年遅れています。
　また、町内には通学路に適さないところもあり、特
に池尻の東洋団地の先の中島店付近は道幅も狭く、
かなり危険です。早急に現地確認し、改善できると
ころは町単費でも改善し、児童・生徒の安全確保
に努めていただくよう強く要望しました。

　7月に小学校へ電子黒板が導入され、町内全学
校への整備が終わりました。
　小・中学校ともタブレットを利用して、タイピングや
デジタル教材の利用、課題の配付を行っているよう
です。
　課題の配付や補充学習でタブレットを利用すること
は当然必要ですが、その入り口が学習となると敬遠
することもあります。教材にゲーム作成アプリがありま
すので、独自のゲーム作ることから始め、タブレット
操作は楽しい、難しくないという意識を児童・生徒
に持たせ、毎日扱うことで十分に慣れてもらうよう要
望しました。

　町内には児童遊園が6カ所あり、その全てが地元
の管理となっています。中には、遊具のないところや
遊具の老朽化により危険なものがあるようです。
　池尻地区と大谷地区の児童遊園については地元
から返還の要望があり、廃止を検討中とのことです。
　委員会から、子どもが遊べるよう遊具の点検・安
全の確保を要望し、子どもも減少し、遊び場も減っ
てきていますので、児童遊園を設置するための条件、
例えば何人以上の子どものいる地区、住宅何棟につ
き児童遊園を設置する等の規定を調査していただくよ
うお願いをしました。

文化財を観光に 整備をいち早く

ゲーム感覚で慣れていこう

児童遊園の安全確保を
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▲戸山原古墳

▲出土品復元

▲ふれあいセンター



18日

議会日誌
7月 8月 9月

5日 6日
7日
8日
9日

13日

14日

16日

20日

1日
26日

本会議
委員会（総務・建産）
議会運営委員会
本会議
広報広聴常任委員会
予算決算常任委員会（補正）
民生文教常任委員会
予算決算常任委員会（決算）
議会運営委員会
本会議（一般質問）
本会議（最終日）
全員協議会

民生文教常任委員会
建設産業常任委員会

常任委員会

常任委員会

常任委員会

第4回川崎町議会（９月定例会議）

第3回川崎町議会（8月会議）

3日・19日
2日・25日

19日・30日

総務常任委員会

議会運営委員会

民生文教常任委員会
22日

22日

建設産業常任委員会

委員会正副委員長研修

11日
広報広聴常任委員会

総務常任委員会
建設産業常任委員会

6日・14日・20日

令和４年度 第３回川崎町議会（８月会議） と議  案  一  覧 賛  否  結  果

※簡易表決とは…あらかじめ議員全員の賛成が見込まれる場合に、議長が賛成者の起立を求めず「異議ありませんか」と諮る
　　　　　　　　ことにより可否を問う採決方法です。

大

　谷

松

　岡

樋

　口
　原
千

　葉

寺

　田

見

　月

繁

　永

松

　田

手
嶋（
康
）

川

　根

手
嶋（
真
）

北

　代

中

　山

賛　否　の　結　果
内　容案　件区

分

締結

発議

諮問

令和３年度一般会計歳入歳出決算認定

一般会計

業務委託契約

安倍晋三元内閣総理大臣の逝去に際し
哀悼の意を表する決議

P6を参照

P5を参照 （可決）簡易表決

（可決）簡易表決

令和4年度 第4回川崎町議会（9月定例会議） と議  案  一  覧 賛  否  結  果

大

　谷

松

　岡

樋

　口
　原
千

　葉

寺

　田

見

　月

繁

　永

松

　田

手
嶋（
康
）

川

　根

手
嶋（
真
）

北

　代

中

　山

賛　否　の　結　果
内　容案　件区

分

報

　
　告

決
算
認
定

補
正

予
算

条
例
の

一
部
改
正

株式会社川崎アグリの経営状況

人権擁護委員候補者の推薦につき意見
を求めること

令和３年度特別会計（給食センター・
住新・国保・後期）決算認定

町議会議員及び町長の選挙における
選挙運動の公費負担に関する条例

専決処分（町職員の育児休業等に関す
る条例の一部改正）

P6を参照

町職員の育児休業取得に係る回数や
要件等を改正するもの

任期満了に伴い、吉田 砂織氏の再任を
推薦するもの

報告のため採決はありませんでした

報告のため採決はありませんでした

（可決）簡易表決

（可決）簡易表決

P４を参照

特別会計（給食・国保） （可決）簡易表決

P5を参照

（可決）簡易表決P4を参照
P4を参照

（可決）簡易表決

P４を参照 （可決）簡易表決

令和３年度一般会計継続費清算報告書 前年度から繰り越した継続費に係る
継続年度が終了したため報告するもの 報告のため採決はありませんでした
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ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字を採用しています。

「蜂の巣の駆除」について質問

令和4年4月より助成実施
現在までの申請件数：２３件

（令和3年9月定例議会で川根議員より）
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　1992（平成4）年3月26日、ブータンで一人の日本人が国葬に付されたことは、あ
まり知られていない。その人は、西岡京治さん。「ブータンの農業の父」と呼ばれブー
タン国の農業発展に半生を捧げた。1964年、国際協力機構の農業の専門家として
ブータンに派遣された。以来28年、日本式田植えを教え、野菜を品種改良し、荒
れ地を沃野に変え食料需給を高めた。国王は最高の爵位を授け「国の恩人」とた
たえました。帰国直前の92年に敗血症で急逝。享年59歳。前例のない国葬が営ま
れました。「幸福の国」礎を農業で築いた日本人は、今もブータン国民の心に生き
続けています。9月27日安倍晋三元首相の国葬。厳戒下の献花と抗議デモが、賛
否に揺れた国葬を映し出していました。弔いが社会の分断を深めることの不幸、卑
劣な凶弾が突きつけた闇の深さを思いました。西岡さんと安倍さんの国葬の違いを
感じています。みなさんはどう思いますか。

現在の場所で良かったこと
店舗としての大きさが十分にあり、物品の販売、イベント、
会議場、コミュニティ広場、その他、様々な利用が可能。
本町の通りと裏の通りの両方に出入口がある。
来てくれているお客さんに対して
先日、「週一度の朝市をとても楽しみにしている」という
声を聞くことができました。
それこそが私達が目標としている、賑わい、買い物の手
助け、コミュニティの場所作りの一端であり嬉しかったで
すし、運営上とても感謝しています。

いいばい朝市
ワイワイガヤガヤ商店

店長

さん田原 英和
た はら  ひでかず

その他
より多くの人に利用して欲しいです。
会議場としても、時間つぶしにも、台所としても利用で
きます。
100円コーヒーもあります。
是非一度のぞいてみてください。

今回の今回の
主人公主人公

補助があって嬉しい。利用者の声
２F 住宅環境課
環境保全係より

蜂が
同じ所に出入りを
していたら
巣があるかも

気付いたら
早めに
駆除を


