
（事務所） 古賀市千鳥2-3-7安部ビル103 

  電話／ＦＡＸ：０９２（９４４）２６３９ 

ぬま健司事務所の特徴 

 ◎「最新の情報発信」 

 ◎「長年の経験・情報の蓄積・継承」 

 ◎今後の古賀市や地方自治体の政策づくりに貢献 

主な取り組み 

 ①ホームページやFacebookで情報の発信 

 ②毎月１回、事務所で報告会や学習会を開催 

 ③パソコン、プロジェクター持参で「出前報告会」 

 ④様々な相談活動や無料法律相談 

Facebookも利用しています！ 

となり、野党

によるチェッ

クが難しくな

ります。消費

税 、 憲 法 、

TPP、福祉など

国民の暮らし

がどうなるの

か心配です。 

 地 方 自 治

体・議会が市

民生活や地域

経済をしっか

り守る役割が

ますます大き

くなります。 

 ７月２１日、参院選挙が実

施。自民圧勝、民主大敗という

結果でした。 

 古賀市の投票率は51.6％と過

去最低の低さ。民主党政権誕生

の2009年と比べて9000人が棄権

しています。 

 各党の得票数は、2009年と比

べて民主党は4分の1に激減。自

民、公明は、はほぼ横ばい。

「圧勝」の印象とは裏腹に得票

数は伸びていません。共産党は

2009年の得票数に戻り、社民党

は3分の1に減、みんなが伸びて

います。維新は昨年衆院選と比

べて半減しました。   

 国会では自民の「1強」体制

参院選 低投票率で自民「圧勝」 

ぬま健司事務所 

ホームページもご覧ください 

numakenji.jimdo.com/ 

 

ぬま健司のプロフィール 

 ・１９５２年（昭和２７年）４月１７日生まれ 

 ・千葉大医学部中退 

 ・１９９５年町議に初当選、現在５期目 

 ・途中で市長選挙にも立候補 

 ・２０１１年５月から古賀市議会議長 

 ・妻、息子、娘の４人家族 
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（議会事務局） 古賀市 駅東1－1－1 

  電話：０９２（９４２）１１３４ 

  ＦＡＸ：０９２（９４２）１１６０ 

（自 宅） 古賀市 花見東5－4－10 

  電話／ＦＡＸ：０９２（９４３）４４２７ 

    電子メール：ny2k-nm@asahi-net.or.jp 
議会基本条例を可決  議員・議会の責務を明記  

深夜花火規制条例 議員提案で可決・施行 

 ６月１９日の本会議で、海岸

や松林等での夜１０時から翌朝

６時までのロケット花火等を規

制する条例が賛成全員で可決さ

れました。（提出議員：西尾耕

治、賛成議員：仲道誠明、許山

秀仁、三好貴一） 

 これは、議会での提言や地域

住民の要望に応えて成立した議

員提案による条例。今後、注意

を喚起する看板の設置や深夜花

火を防止するパトロール活動な

どが展開されます。 

古賀市議 ぬま健司のニュースレター 

 ６月１９日の古賀市議会本会

議で、議会基本条例が可決され

ました。（賛成１３、反対５）

これは２年間、特別委員会（清

原哲史委員長）で検討を重ねて

きたもので、議会・議員の活性

化と充実に必要な基本的事項を

定める条例。議会の「最高規

範」となります。 

 議会報告会の開催、議員間の

自由討議の実施、政策提言に向

けた政策推進会議の設置、質疑

における一問一答や市長等の反

問権などを明記しました。 

 今後、議会基本条例制定に伴

う会議規則の改正や要綱などを

整備し、来年４月１日に施行し

ます。 

 市民の負託にこたえ、安心し

て生活できる街づくりを推進す

るための基本ルールを誕生させ

ることができました。 

 詳しい内容は議会のホーム

ページなどをご参照ください。 
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ハイライト: 
 議会基本条例を可決 来年４月１日施行 

 特定用途制限地域における建築条例を議長採決で可決 

HP numakenji.jimdo.com /   facebookでもニュースを発信！ 

古賀市の海岸や松林 

夜10時から翌朝6時まで 

ロケット花火などは 

禁止になりました！ 
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1993 1996 2000 2003 2005 2009 2012 2013

衆院投票者数 22,234 23,724 26,597 27,128 30,424 33,202 28,003 24,238

衆院投票率 65.62 62.38 63.59 62.48 69.27 72.28 59.73 51.63
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奴間 健司 



 ６月１９日の本会議で、古賀

市の都市計画区域外（小竹、谷

山、小山田、薬王寺、米多比、

薦野など）で住宅と工場等の混

在を避け、良好な環境を守ると

ともに秩序ある土地利用を目指

す「建築条例」が成立しまし

た。工場や倉庫などに一定の制

限がかかります。 

 議会では賛否が分かれ、特別

委員会への再付託や議長不信任

などの動議も出ました。そして

条例案の採決の結果、賛成と反

対が同数のため地方自治法の定

めに基づき議長採決となり、私

は原案を可決としました。 

 全域都市計画区域への編入を

延期したもとで、乱開発を防止

し、住環境や農業環境を守るた

めに必要な条例であると判断し

ます。今後、竹下市長自ら地域

に出かけ説明する予定です。 

ことを受け、地方交付税を削減

して一方的に給与カットを求め

るようなことは二度としないこ

とを政府に求める意見書を提出

することにしました。田中英輔

議員が動議で意見書案を提出

し、賛成１６、反対２で可決さ

れました。 

 安倍政権が地方公務員の給与

カットを求めた件で、古賀市で

はすでに行革で自主的に削減し

てきたこともあり、２．２％

カットすることになりました。

削減総額は３１８０万円です

が、この議案は賛成１３、反対

５で可決されました。 

 給与カット条例が可決された

建築条例を議長採決で可決 良好な環境保持めざす 

職員給与2.2％カット 国には抗議の気持ちを込め意見書 

ターの遺跡発掘調査受託事業１

１９５万４千円などの補正と

なっています。 

 古賀市議会は、今年３月議会

より補正予算案も特別委員会

（議長を除く１８人で構成）に

付託して慎重に審議したうえで

議決しています。 

1億4000万円の補正予算を可決 市単独事業を前倒し  

 ６月１９日の本会議で、総額

１億４０００万円の一般会計補

正予算を賛成多数で可決しまし

た。安倍政権の景気対策である

「地域の元気臨時交付金」９９

００万円、保育士の処遇改善補

助金２２６１万３千円、谷山北

地区の文化財保存事業補助金２

２４万３千円、福岡東医療セン
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 ６月７日、古賀市教育委員会

は、国宝級の馬具などが出土し

た谷山北地区遺跡群で、新たに

漆塗りの弓や農具などが見つ

かったと発表しました。 

 弓は、６世紀末から７世紀初

頭の船原古墳わきの埋納坑から

見つかりましたが、確認できた

だけでも６本。国内最多ではな

いかということです。古墳の被

葬者は外交にもかかわる有力者

ではなかったかという見方もあ

ります。 

 取り出されたものは、小郡市

にある九州歴史資料館で分析さ

れています。 

 調査には５年くらいかかると

いわれています。このニュース

は新聞やテレビでも大きく取り

上げられ、多くの市民も強い関

心を持っています。 

人に比べて年間１２万円も通院

医療費が高くなっています。保

健師が受診率の低い地域を巡回

し、受診を呼びかけています。 

 自殺対策では、ＳＯＳに気づ

き、医療機関などにつなぐ周囲

のサポートが必要です。古賀市

でも２０１２年は１１人が自殺

しています。 

 ７月１日、予防健診

課の職員を講師に市民

の健康の実態と課題に

ついて研修会を実施。 

 ２０１１年度の古賀

市の特定健診受診率は

２３．９％で県内５０

位です。特定健診を受

けていない人は毎年受けている

谷山北地区遺跡群 古墳時代の馬具や弓が出土 

市民の健康づくりや自殺予防対策で議会研修会 

ンを求めて多くの市民が集まり

ました。 

 古賀のニューヒーロー「古賀

ね色の継承者 ヨメニコーン

改」も登場し、子どもたちは大

喜びでした。 

 古賀の農産物の魅力をどんど

んアピールし、農家を応援して

いきたいものです。 

古賀市の新名物 スイーツコーン祭りに長蛇の列 

 ６月３０日、古賀グリーン

パーク物産館前で「第２回朝ど

り！こがスイーツコーン祭」が

行われました。開店前から長蛇

の列ができ、用意された６００

０本は１時間足らずで完売。 

 ７月７日には市役所駐車場で

「農家直売！軽トラ市！」が開

催され、ここでもスイーツコー
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第4次総合振興計画への議会提言 

土地利用については都市計画区

域編入を延期する大きな変更を

加えたことから、特定用途制限

地域指定などの施策を着実に遂

行し、その状況を検証するこ

と。（2012年2月28日） 

・花見小 

  スプリンクラー設置 

  児童数増に対応する教   

  室整備 

・青柳小 

  体育館の屋上防水 

  エレベーター更新 

・古賀東小 

  プールのシート防水 

・古賀東中 

  プールろ過装置の更新 

・古賀中 

  部室の改築 

  テニスコートフェンス 

  の改修 

・公園整備 

  使用禁止となっている  

  遊具の更新 

  グリーンパーク10万本  

  植樹地内散策路整備 
 

新聞、テレビでも大きく報道 

古賀のニューヒーローと 

（軽トラ市で・7月7日） 

適切な規制必要な田園居住地区 

補正予算で実施する

主な事業 
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