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議員や市長などの
報告書を適正と確認

国内最大級貯蔵施設
南部カントリー完成

　市政治倫理審査会
（桑原義浩会長、他委
員 4人）は、8月 1日
と 8 月 7 日に議員や
市長などの資産等報告
書を審査し、9 月 18
日にその意見書を金子
市長に提出しました。
　審査対象は、市議会
議員や市長、副市長、
教育長とその配偶者です。審査会で審査した結果、
条例に基づきおおむね適正に報告されていると確
認しました。また、資産等報告書をより明確で透
明性があるものにするため、①資産等報告書の再
点検、②関連会社報告書の記載の徹底、③関連会
社報告書の様式などの変更について検討すること
を要請しました。

■意見書を閲覧できます
　意見書は、5年間、市役所柳川庁舎 3階総務課
で閲覧することができます。　

　詳しくは、同課（☎77・8412）まで。

　JA柳川が橋本町に建設した穀類乾燥調製貯蔵施
設「南部地区カントリーエレベーター」の竣工式
が 9月 15日、現地で行われ、関係者約 90人が完
成を祝いました。
　建設から約 40年が経過し老朽化した、蒲池・昭
代、柳川、大和、皿垣開の各カントリーエレベーター
を1か所に集約した同施設は、延床面積が1854㎡、
サイロ施設の高さは 40 ｍ。貯蔵能力は米 4500
ｔ、麦 6000 ｔ、大豆 2100 ｔで JA管内生産量の
6割を保管できる、国内最大級の施設です。総事業
費は 35 億 8149 万円で、市からは 1 億 2720 万
円の補助金を支出しています。　

　詳しくは、市農政課振興係（☎77・8734）まで。

市政治倫理審査会が資産等報告書への意見書を提出市内 4か所のカントリーエレベーターを集約

金子市長に意見書を手渡す
桑原会長（右）

限りある財源で効率的なまちづくりを
第4次行財政改革大綱について諮問

　市は、9月 13 日、今年度最初となる行財政改革推
進委員会（立花千

ち づ か

月香会長、他委員 13人）を市民会
館で開催しました。会議では、平成 28年度から始まっ
た第 3次行財政改革の進捗状況について検証。平成
32年度から始まる第 4次行財政改革の策定について
市から諮問を受けました。

　第 3次行財政改革は、住民参画や市民協働の推進に
よって、市民の理解・協力を得て、持続可能な財政運
営を目指すため、57 の目標に取り組んでいます。会
議では担当課と委員との間で進捗について厳しいやり
とりが行われました。
　第 4次行財政改革については、今後 10回程度の会
議を開き、第 4次行財政改革大綱策定についての検討
を進め、来年 10月に市へ答申する予定です。

　問い合わせは、市企画課総合戦略推進係（☎ 77・
8179）まで。

農業

秋の文化事業

■市民会館
●舞台発表（大ホール）

日時 内容
10 月 28日（日） 午後 2時～ バレエ発表会

11月 3日（土・祝） 午後 1時～ 音楽会

11月 4日（日） 午前10時～
ダンス、体操、
バレエ発表会

●作品展（ホワイエ・会議室）　午前10時～午後4時
期間 内容

10 月 30日（火）～ 11月 4日（日）
短歌や俳句、絵
画などの展示

10月 31日（水）～ 11月 2日（金） 華道展

11月 1日（木）、2日（金） 園芸展

●催し物（第3会議室）
日時 内容

11月3日（土・祝） 午前 10時～午後 3時 お茶会

■三橋生涯学習センター
●舞台発表（大ホール）

日時 内容
10 月 27 日（土）、
28日（日）

午前10時～ カラオケ大会

●催し物（研修室5）
日時 内容

10月28日（日） 午前 10時～午後 3時 お茶会

●作品展（講義室、ロビー、研修室、会議室）　
　午前 10時～午後 4時

期間 内容
10 月 27 日（ 土 ）、
28日（日）

短歌や俳句、彫刻、絵手紙、
折り紙、柳川まりなどの展示

■大和生涯学習センター
●舞台発表（大ホール）

日時 内容
11 月 10日（土）、
11日（日）

午前10時～
古典芸能、演
劇芸能発表会

●作品展（研修室、和室A、会議室、ロビーなど）　
　午前 10時～午後 4時

日程 内容
11 月 10 日（ 土 ）、
11日（日）

俳句展や華道展、書道展、小
中学校書画展など

※ �11 月 10日（土）はYYパソ研や郷土史展、11日（日）
はお茶会も開催

■矢留うぶすな館
　11 月 2日（金）、午前 10時～、俳句大会

■柳川婦人会館
　11 月 3日（土・祝）、午前 9時～、謡曲大会
　問い合わせは、市生涯学習課文化係（☎ 77・
8836）まで。

●●● 白秋祭協賛 柳川市文化協会 第2 回文化祭 ●●●

　北原白秋の命日である 11月 2日を中心に、市内で

はさまざまな文化行事や芸能行事が催されます。

■白秋祭水上パレード
●日時　11 月 1日（木）～ 3日（土・祝）、各日とも
午後 6時出発

●会場　柳川橋～かんぽの宿柳川付近（川下りコース）
【問】柳川市観光案内所（☎74・0891）

■白秋祭式典
●日時　11 月 2日（金）、午前 10時～
●会場　白秋詩碑苑（矢留小学校西）

■北原悌二郎画伯絵画展 ～白秋の詩歌で綴る～
●日時・会場　11 月 1 日（木）～ 30 日（金）、午前
9時～午後 5時、北原白秋記念館 1階ロビー

●入館料　期間中は、市民のみ「北原白秋生家・記念館」
に無料で入館できます。入館の際は証明できるものを提示
※ 8ページに詳細記事を掲載

【問】（公財）北原白秋生家記念財団（☎73・8940）

■第31回柳川市総合美術展
●日時　10 月 28 日（日）～ 11
月 4日（日）、午前 9時～午後 6時
（10月28日は午前9時30分から、
11月 4日は午後 5時まで）

●会場　市民体育館

■第48回北原白秋顕彰短歌大会
●日時　11 月 2日（金）、午後 1時～
●会場　あめんぼセンター 2階 AVホール
【問】市生涯学習課文化係（☎77・8836）

■やながわ歴史文化講座（第3回講座）
●日時　11 月 17 日（土）、午後 1時 30 分受付開始、
午後 2時出発

●会場　三橋生涯学習センター集合
●内容　柳川の平地城館を巡る～三橋編～（約 8kmの
ウオーキングあり）

【問】市生涯学習課文化財保護係（☎77・8832）
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市行財政改革推進委員会を傍聴しませんか

●日時　10月 30日（火）、午前10時～
●会場　藤吉コミュニティセンター
●内容　第4次行財政改革大綱の策定について

行財政
改革

完成したカントリー カントリーの起動式

審査


