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　令和2年第4回定例議会において、令和2年度菊陽町一般会計補正予算（第6号）が提出され、その

中に新型コロナ対策事業費として「さんふれあ」への支援金4,000万円が計上されていました。

　菊陽町総合交流ターミナル施設は、都市部住民と農村部住民の交流を通して、農業の振興及び活

性化に資する施設として平成12年に、約12億5千万円をかけて設置された施設。

　有限会社さんふれあは、平成15年度よりこの総合交流ターミナルの指定管理者の指定を受け、運

営しています。運営開始から平成28年度までは黒字経営を展開していましたが、平成30年度には約

6億円をかけてのスポーツジムの設置など大規模リニューアルによる一時閉館や、今年度は新型コ

ロナの影響で厳しい経営状況となっているとのこと。

〇支援金予算4,000万円
　総合交流ターミナル施設の目的は、公共と民間の中間的な位置づけであり、「公共の福祉への貢

献」という公共機関の側面を持っているため、町としてある程度の支援はやむを得ないとは考えま

す。しかし現在のコロナ禍により、飲食店をはじめとする多くの民間企業が苦しい経営状況になる

中、さんふれあの赤字に対する補填として町の予算4,000万円を計上することに対し、議会では多

くの質疑がありました。町は有限会社さんふれあを令和3年度も指定管理者として指定する予定で

あるが、業績次第では次年度以降の管理者は公募も検討すると明言しました。

私も、この件に関しての質問をおこないました。

　「さんふれあ」はコロナ禍による業績の悪化により、すでに民間金融機関より4,000万円の借入を

しています。1年後にもしも指定管理者ではなくなり、借入金4,000万円の返済が出来なくなった場

合の責任の所在を質

しましたが、町執行部

からの明確な回答は

得られませんでした。

菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」への
支援金予算4,000万円
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大久保あきら
後援会事務所

集ニミ 会

大久保の考えや思いを
ぜひお聴きください。
また、皆様のご意見を
いただければと思って
おります。
数人でもお声かけいた
だければ伺います。

大久保あきら　プロフィール
●昭和50年（1975年）7月2日生まれ
●平成6年　熊本工業高等学校 情報システム科卒業
●平成27年4月　菊陽町議会議員に初当選
●平成31年4月　菊陽町議会議員　2期目当選
●文教厚生常任委員会副委員長　広報特別委員　大津菊陽水道企業団議員
●有限会社大輝不動産　代表取締役（平成16年設立）
●家族／妻・長女・長男・母の5人。光の森1丁目に居住
●所属団体　・菊陽町商工会 理事　青年部員
　　　　　　・菊陽町野球協会 会長
　　　　　　・菊陽町防災士連絡協議会 会員
　　　　　　・熊工会 代議員
　　　　　　・熊本東倫理法人会 幹事
　　　　　　・NPO法人 住宅債務者支援センター 理事長
　　　　　　・日創研 熊本経営研究会 会員
　　　　　　・日本会議 会員
　　　　　　・夢街光の森会 相談役

大久保あきらの活動の一環として、「大久保あきら通信」を発行させていただ
いております。皆様へ議会のことを少しでも発信できるように頑張って取り
組んで参りたいと思います。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
皆様のご意見やご要望も頂ければ幸いです。

■ご意見・ご要望は後援会事務所、電話またはE-mail・LINEで
〒869-1108 菊池郡菊陽町光の森6丁目19-5（有限会社大輝不動産内）

TEL 096-233-1237

▲

E-mail ohkubo@daiki-f.co.jp

▲

大久保あきら
オフィシャルサイト

大久保あきら
LINE

★お気軽にお立ち寄りください。

　毎年開催させていただいております、大久保あきら町政活動報告会・意見交換会ですが、
昨年の開催は新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止させていただきました。今回は、
zoomを使用した、オンラインでの報告会を開催させていただきます。皆様のご参加、宜しく
お願い申し上げます。

一昨年の様子
　例年は光の森町民センター「キャロッ
ピア」の会議室で開催させていただいて
おり、一昨年は約50名の方が参加され、
私の町政活動報告の後に、様々なご意
見・ご要望をいただきました。
　今回は新しい取り組みのもと、皆さま
のご意見をいただき、町政活動に活かし
ていきたいと考えておりますので、ご参
加を宜しくお願い申し上げます。

菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」

第5回 大久保あきら
町政活動報告会・意見交換会を
オンラインにて開催します

●日時／
●zoom／　　　　   ●場所／オンラインによる開催  
●入室／18：00～  ●どなたでもご参加いただけます

4月4日（日）18：30～19：30

皆様のご意見・ご要望を

お聞かせください！
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〇令和2年 第4回定例議会が開催されました
12月2日～11日に12月定例議会が開催されました

〇行政報告　町長より行政報告がありました　主な内容をご紹介します
・新型コロナウイルスに伴う経済対策や各種支援策として、地産地消等推進事業、飲食店・小売店新型

コロナウイルス感染防止対策補助金、新型コロナウイルス感染症対応雇用維持支援金事業を行う。

・新型コロナウイルス感染症対策においては、国や県からの財政支援が十分とは言えない状況であ

るため、国及び県への更なる財政支援の要望書を提出した。

・令和2年3月に完成した光の森防災広場は、災害発生直後に身の安全を確保する指定緊急避難

場所として、また大規模災害時の物資集配拠点や被災者支援拠点として利用し、平常時には町

民の皆様にグランドゴルフやウォーキングなどのスポーツやイベントに使っていただきたい。

・役場北側の（仮称）防災センターの建設工事は、杭打ちが終了し、現在は基礎作り工事を順

調に進めている。

・光の森駅前横断歩道橋について、予備設計業務を発注し、整備計画を進めている。

・町民総合体育館建設は、令和2年10月に造成工事を着工した。

〇議会開会初日、議会散会後に全員協議会が開催されました
　その中で、菊陽町総合体育館建設の進捗状況報告、有限会社さんふれあの経営改善計画等につ

いて、第6期菊陽町総合計画の進捗状況について、都市計画マスタープランの進捗状況について

町執行部からの説明がありました。

〇令和2年度一般会計補正予算（第6号）
　歳入歳出にそれぞれ3億2,451万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ221億

3,337万3千円とする。歳出の主なものとして、障害者福祉費1億6,407万9千円、1ページ目に記載

した菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」への支援金4,000万円など。様々な質疑がありました

が、全員賛成で可決されました。

〇発議「核兵器禁止条約の批准を求める」意見書（案）へ反対討論をおこないました
　4名の議員より「核兵器禁止条約の批准を求める」意見書（案）が発議されました。

　私は、表題だけ見れば「核兵器禁止条約」への日本国の参加・批准は当然と考えましたが、現時点

でなぜ参加していないのかを調査してみると、現時点での参加・批准はするべきではないとの考え

に至り、反対討論をおこないました。私のおこなった反

対討論の要旨は以下の通りです。

　この条約は核抑止論までをも禁止しており、この条

約に署名・批准することで、日本の安全保障政策の根

幹が揺らいでしまい、日本国民の命を守れなくなると

考える。この条約の理念には共感するが、現時点でこ

の発議には反対。

　この発議は、賛成少数で否決されました。

〇町民との意見交換会・議会モニター制度について
　町民との意見交換会（語る会）と議会モニター制度の今後の取り組みについて、令和1年8月に検

討委員会が始まり、令和1年12月より「開かれた議会に関する調査特別委員会」が設置され、私も特

別委員会の委員の一人として会議に参加しています。

　当初は、意見交換会や議会モニター制度を導入している他市町村議会へ視察を予定していました

が、昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大により視察を延期していました。しかし、今後も視察

が出来ない状況が続くと考えられ、他市町村議会ヘ文書で質問をし、文書にて回答をしていただく

という形式になりました。現在はその回答をもとに、さらに特別委員会でこの制度についての議論

をおこなっているところです。

　私の考えとしては、意見交換会は議会の条例で年2回以上の開催と定めてありますが、現在のコ

ロナ禍の中で開催できておらず、必要な際や町民からの要望があった際に開催するというようにし

た方がよいのではないかと考えています。

　また、議会モニター制度については現在、モニターを引き受

けていただける方も少なくなってきており、いったん凍結し、

今後も制度のあり方について調査研究していくということが

必要ではないかと考えています。

　特別委員会としての意見は、特別委員会の委員長が取りま

とめて、今後議会へ報告することとなっています。

大久保あきらの主な動き

①

②

11月4日  広報特別委員会

11月6日  菊陽町商工会 広報委員会

11月8日  菊陽町商工会・菊池法人会菊陽支部共催

　　　　  「杉並木クリーン作戦」へ参加

11月9日  菊陽町商工会青年部 例会

11月12日 令和2年度 町村議会広報研修会 ※①

11月16日 議員セミナー「議員の発言権を活用する」オンライン（zoom）にて受講 ※②

11月21日 菊陽町商工会青年部事業 jojokisシアター

11月22日 菊陽町商工会 理事・監事合同会議

12月2日～11日 令和2年 第4回定例議会

12月11日 広報特別委員会

1月4日  議会仕事始め式　広報特別委員会

1月15日  議会全員協議会　広報特別委員会

1月20日  開かれた議会に関する調査特別委員会

後援会討議資料後援会討議資料
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中、さんふれあの赤字に対する補填として町の予算4,000万円を計上することに対し、議会では多

くの質疑がありました。町は有限会社さんふれあを令和3年度も指定管理者として指定する予定で

あるが、業績次第では次年度以降の管理者は公募も検討すると明言しました。

私も、この件に関しての質問をおこないました。

　「さんふれあ」はコロナ禍による業績の悪化により、すでに民間金融機関より4,000万円の借入を

しています。1年後にもしも指定管理者ではなくなり、借入金4,000万円の返済が出来なくなった場

合の責任の所在を質

しましたが、町執行部

からの明確な回答は

得られませんでした。

菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」への
支援金予算4,000万円
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大久保あきら
後援会事務所

集ニミ 会

大久保の考えや思いを
ぜひお聴きください。
また、皆様のご意見を
いただければと思って
おります。
数人でもお声かけいた
だければ伺います。

大久保あきら　プロフィール
●昭和50年（1975年）7月2日生まれ
●平成6年　熊本工業高等学校 情報システム科卒業
●平成27年4月　菊陽町議会議員に初当選
●平成31年4月　菊陽町議会議員　2期目当選
●文教厚生常任委員会副委員長　広報特別委員　大津菊陽水道企業団議員
●有限会社大輝不動産　代表取締役（平成16年設立）
●家族／妻・長女・長男・母の5人。光の森1丁目に居住
●所属団体　・菊陽町商工会 理事　青年部員
　　　　　　・菊陽町野球協会 会長
　　　　　　・菊陽町防災士連絡協議会 会員
　　　　　　・熊工会 代議員
　　　　　　・熊本東倫理法人会 幹事
　　　　　　・NPO法人 住宅債務者支援センター 理事長
　　　　　　・日創研 熊本経営研究会 会員
　　　　　　・日本会議 会員
　　　　　　・夢街光の森会 相談役

大久保あきらの活動の一環として、「大久保あきら通信」を発行させていただ
いております。皆様へ議会のことを少しでも発信できるように頑張って取り
組んで参りたいと思います。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
皆様のご意見やご要望も頂ければ幸いです。

■ご意見・ご要望は後援会事務所、電話またはE-mail・LINEで
〒869-1108 菊池郡菊陽町光の森6丁目19-5（有限会社大輝不動産内）

TEL 096-233-1237

▲

E-mail ohkubo@daiki-f.co.jp

▲

大久保あきら
オフィシャルサイト

大久保あきら
LINE

★お気軽にお立ち寄りください。

　毎年開催させていただいております、大久保あきら町政活動報告会・意見交換会ですが、
昨年の開催は新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止させていただきました。今回は、
zoomを使用した、オンラインでの報告会を開催させていただきます。皆様のご参加、宜しく
お願い申し上げます。

一昨年の様子
　例年は光の森町民センター「キャロッ
ピア」の会議室で開催させていただいて
おり、一昨年は約50名の方が参加され、
私の町政活動報告の後に、様々なご意
見・ご要望をいただきました。
　今回は新しい取り組みのもと、皆さま
のご意見をいただき、町政活動に活かし
ていきたいと考えておりますので、ご参
加を宜しくお願い申し上げます。

菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」

第5回 大久保あきら
町政活動報告会・意見交換会を
オンラインにて開催します

●日時／
●zoom／　　　　   ●場所／オンラインによる開催  
●入室／18：00～  ●どなたでもご参加いただけます

4月4日（日）18：30～19：30

皆様のご意見・ご要望を

お聞かせください！
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