
（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！ 

が自分の責任で生きていく社会

（貧富の格差の大きな国）を目指

しているのではないでしょうか？ 

 私は危機感を感じています。 

 「財政（public finance）と

は、おおやけのお金まわりであ

り、誰も排除されないお金まわり

であり、社会の構成員の『共同の

財布』である」と思います。 

 今後、市民の健

康・福祉・教育を守

る地方自治体の役割

はますます大きくな

るに違いありませ

ん。みんなで協力し

て「暮らしを守る地

方」を確立していき

ましょう。 

 10月1日、安倍首相は2014年4

月1日から消費税を5％から8％

に増税することを発表。約8兆

円の増税ですが、一方で5兆円

を超す経済対策を表明。企業の

税負担を軽くして賃金・雇用増

を促すと言っています。 

 消費税増税でどのような日本

に向かっていくのでしょうか？ 

 フランスやドイツのように、

国民がお互いに助け合って生き

ていく社会ではなさそうです。 

 もちろんスウェーデンのよう

に国民がお互いに助け合い、し

かも政府が国民の標準生活（最

低限ではない！）を保障する社

会でもなさそうです。 

 結局、アメリカのように国民

消費税８％・企業の税負担軽減 「暮らしを守る地方」を旗印に 

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 
古賀市議会９月定例会を開催 8月29日～9月26日  

固定資産税・機械等償却資産の確保を国に求める 

 ９月議会では地方税財源の充

実確保を国に求める意見書を可

決しました。その中で、固定資

産税償却資産の「機械及び装

置」の存続・確保を求めまし

た。古賀市では２０１３年度の

固定資産償却資産は約４億３６

００万円で、「機械及び装置」

は約２憶７００万円、４７％を

占めています。 

 もしこれが廃止されれば、古

賀市の財政に大きな影響が出ま

す。地方税財源の充実・確保は

地方自治体の大きな課題です。 

古賀市議 ぬま健司のニュースレター 

 ９月定例会では、次のような

取り組みがありました。 

①２０１３年度一般会計等の補

正予算を特別委員会（委員長：

清原哲史）で審議し可決。 

②２０１２年度一般会計等の決

算を特別委員会（委員長：田中

英輔）で審査し認定。 

③篠林地区開発に伴う字の廃止

について総務委員会で審査し、

賛成全員で可決。 

④１２人の議員が一般質問を行

い、資源循環、公共交通などに

ついて竹下市長と政策論議。 

⑤国に対し地方税財源の充実確

保を求める意見書を議会運営委

員会（委員長：結城弘明）が提

出し、賛成多数で可決。 

 写真は定例会初日の本会議の

様子で、芝尾郁恵文教委員長が

報告をしている場面です。議長

席に座っているのが私です。古

賀市は６月から１０月までクー

ルビズ（ノーネクタイ）を実施

中です。 
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古賀市法人住民税の均等割 

9号：300万円、8社 

8号：210万円、8社 

7号：49万2千円、67社 

6号：48万円、12社 

5号：19万2千円、60社 

4号：18万円、18社 

3号：15万6千円、227社 

2号：14万4千円、10社 

1号：6万円、680社 

合計1090社、1億7673万6千円 

資本金と従業員数で9段階の

税率に区分されています。 

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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2013年は参院選のデータ

古賀市議会 議長 

奴間 健司 

花見東松林公園の清掃に参加 

最近の国政選挙での投票率激減は政治不信の表れ 



 ９月定例会では、補正予算案

を特別委員会（議長を除く議員

１８人で構成。委員長：清原哲

史、副委員長：姉川さつき）に

付託し審議しました。今回か

ら、補正予算に関する資料請求

を行うこととしました。 

 今回の補正の最大の特徴は、

職員給与を約３５００万円減額

するという内容です。その内訳

は次のようになっています。 

①国が地方に求めた給与減額

が、２５６８万７千円。 

②職員の中途退職・休職による

減額が１５１４万２千円。 

③産休・育休対応等の嘱託職

員・臨時雇賃金による増額が５

８１万９千円。 

 古賀市議会は６月定例会で、

地方交付税を一方的に削減し、

職員給与の削減を求めるような

ことは二度としないことを求め

る意見書を国に提出しました。 

 他の補正は右記参照。 

2013年度一般会計 3286万9千円の減額補正 

た。国保、介護保険など特別会

計を含む会計全体（水道除く）

では歳入が299億7700万円、歳出

が285億9400万円で実質収支は11

億1千万円の黒字でした。 

 審査の過程では右記のような

テーマが指摘されました。来年

度以降の予算編成・市政運営に

提言すべき課題です。 

2012年度決算 一般会計は7億5700万円の黒字 

 ９月定例会では、2012年度各会

計の決算を特別委員会（議長、監

査を除く議員17人で構成。委員

長：田中英輔、副委員長：高原伸

二）で5日間にわたって審査し認

定しました。 

 一般会計では歳入が約183億6千

万円、歳出が約173億3千万円で実

質収支は7億5700万円の黒字でし
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 古賀市は西鉄

路線バスに補助

金を出すことで

公共交通を維持

しています。し

かし、補助金額

は増額傾向でも

逆に利用者が減

少した系統もあ

りました。花見経由の舞の里系

統は３千人増加し、小竹系統は

４千４百人減少しています。改

善が必要です。 

 私は路線バスと小回りの利く

コミュニティバスによる公共交

通が必要だと考えています。高

齢者や子どもたち、通勤、通学

の方も利用しやすい公共交通を

生み出す具体的な準備を今度こ

そ着手すべきだと思います。 

 決算審査や一般質問でも多く

の議員が指摘したテーマです。 

まりください。 

と き：１０月２５日（金） 

    午後６時半 

ところ：花見東２区公民館 

内 容：大岩俊夫先生や福津市

で開業した明日花クリニック

（２４時間、３６５日在宅対

応）の医師のお話があります。 

 古賀市は予防健診課、福岡東

医療センター、福岡女学院看護

大学などが連携し、健康づくり

に力を入れています。健康福祉

まつりが１０月２０日にサンコ

スモで開催されます。 

 また以下の通り、「地域医療

と市民を結ぶ会」の会合があり

ます。どなたでもお気軽にお集

市民が使いやすい公共交通 今から準備を 

健康づくりと地域医療を古賀市の宝に！ 

防災教育に取り組み、2011年3月

11日の東日本大震災では「釜石

の奇跡」を生み出したことで注

目された先生です。 

 一人でも多くの方々が防災講

演会に参加されるよう呼びかけ

ます。 

防災講演会「想定外を生き抜く力」に参加を 

 古賀市は10月16日の午後7時か

ら、中央公民館で防災講演会を

開催します。「想定外を生き抜

く力」というテーマで、群馬大

学理工学研究院教授の片田敏孝

先生が講演されます。 

 片田先生は2004年から釜石市

で児童・生徒を中心とした津波
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・介護施設に防火装置補助 

  １３０万円 

・文化財収蔵庫の改修工事 

  ４８０万円（地域の元    

  気臨時交付金活用） 

・谷山北地区遺跡群の基盤  

 整備地区から除外する部  

 分の面積測定 

  １２０万円（見込み面   

  積は３７００㎡） 

  除外後は史跡として用    

  地買収 

補正予算で実施する 

主な事業 

決算審査で指摘した 

主なテーマ 

●決算概要を市長の言葉で説  

 明する必要があるのでは。 

●路線バス赤字補てん補助金  

 を検証すべき。 

●玄界環境組合負担金（約9億 

 円）の軽減を図るべき。 

●学力向上支援、図書館利用 

 等での市内地域間格差の是 

 正策を実施すべき。 

●公共施設の老朽化対策では 

 個別ではなく全体的なコス 

 ト削減策を検討すべき。 
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「釜石の軌跡」 
東日本大震災の 
教訓に学ぶ 

 時：１０月１６日（水） 

   午後７時 

 所：リーパスプラザ 

   大ホール 

 講師：片田敏孝先生 

    （群馬大学教授） 

工業団地等の企業のおかげで周辺自治体の中で 

古賀市の法人税は大きな税収になっています 

古賀市の借金は２００４年をピークに減少傾向 

２０１２年度末の残高は約１３３億１千万円です 

上の棒グラフは各年度左から運

行収入、運行経費、補助金額。 

補助金は０９年約２３７０万円

が１２年３４３０万円に増加。 

敬老会でグラフを使って挨拶 

（9月14日、花見東2区） 


