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R4･１回 佐藤　毅
命をつなぐ水これから
も大丈夫！？

高度経済成長期を中心に整備されてきた水
道。その水道管の老朽化が深刻な問題に
なってきている。　耐用年数を超えて使用
していることで引き起こされる事故。
　重要なライフラインである水道を守るた
めには老朽化した水道管の更新は欠かせな
い。　また人口減少や節水機器の普及など
で水道の使用水量は減少し水道事業収入も
減少している。水道料金の突然の値上げで
問題になっている自治体もある。　今後町
として水道料金の改定を考えているのか、
また老朽化した水道管の布設替工事計画の
有無等、今後の水道事業についてお尋ねす
る。

対応中

R4.6月議会においても同様の回
答をしておりますが、現在、南
小国町簡易水道事業基本計画作
成を発注しており、水源の濁り
や枯渇問題、施設の老朽化、人
口に応じた配水管や配水池等の
検討、非常時におけるバック
アップの必要性など本町の水道
事業全体の見直しを令和４年度
に実施します。その結果を踏ま
え、必要ある場合は変更認可を
取得し、整備を進めて行きたい
と考えています。当然、工事費
には莫大な費用を要することか
ら水道料金についても検討を進
めて行きます。
不定期にはなりますが町民の皆
様に現在の状況などを広報誌や
ホームページで周知していきた
いと考えています。

建設課

R4･１回 佐藤　毅
返済義務のない奨学金
制度の創設

令和２年６月定例会一般質問において矢津
田議員より提案された給付型の奨学金制
度。町長答弁では「制度化に向けて準備を
進めている、早期実現に向けて取り組む」
旨の回答。あれから約２年。今現在の協議
状況、なぜ制度化できないのか教えて頂き
たい。
　また、高校、大学卒業後に町に帰ってき
て就職することを条件とした次世代人材育
成資金制度（基金）を創設してはどうか。
成績を基準とせず学校卒業後、町に帰って
きて就職する、農林業・畜産業に従事す
る、家業を継ぐ等、幅広い分野で支援金受
給期間以上就労することを条件とし、返済
義務を負わないとする。
　将来町の発展にも寄与でき、定住の可能
性も高く、人口減少対策にも効果があると
考える。町の考えをお聞きしたい。

検討中

給付型奨学金制度につきまして
は、奨学金選考委員会を開催
し、検討を進めて参りました。
選考委員会では、給付型の奨学
金に対しては賛成の方向で進み
ましたが、給付対象者の資格に
ついて、経済的理由であるの
か、学業優秀にするのか、ま
た、南小国町への活性化に寄与
するものであるのかなど、その
資格については、選定委員さん
方の意見もまとまっていない状
況です。
また、対象者の資格が経済的理
由になったとしても、収入基準
額の設定が必要となったり、学
業優秀の場合は、学校規模によ
る公正な評定基準が必要になっ
たりと、判定基準の設定の難し
さにも直面する状況となってい
ます。
制度設計にはもう少し時間がか
かりますが、制度化にむけて更
なる検討を進めて参ります。

教育委員
会

R4･１回 穴井　千秋
安全であるべき通学路
の点検と改善の取り組
みは

昨年の６月に千葉県の八街市の通学時
間帯の通学路において下校中の児童の
列に大型トラックがつっこみ５人が死
傷する痛ましい事故が発生しました。
　それを踏まえて国は通学路の緊急点
検を行うよう各自治体へ通告しまし
た。その結果全国で１０月末現在で７
万２０００カ所もの危険な通学路の確
認がされました。来年度補正予算で５
００億円を計上して改善していく事で
将来ある子供たちを守る為に本腰をあ
げたと思っています。
　本町においてもすでに学校区別の確
認作業は終了しているかと思います。
その中身の詳しい説明を伺いたい。

対応中

安全プログラムの合同点検に併
せて、昨年９月に緊急点検を実
施し、その結果を持って９月末
に通学路安全推進協議会を開催
し、危険箇所の洗い出しはもと
より、安全確保に向けての方策
について意見交換を行いまし
た。
協議会で検討しました対策一覧
において、すぐに対応可能なも
のについては実施することを確
認し、外側線の引き直しやカ
ラー舗装などを行っています。
未対応箇所については、計画的
な対応となるため、引き続き関
係機関と連携し、対応可能な箇
所から対策の実施につとめたい
と考えます。
ただ、ハード面での対策が困難
な箇所については、各学校にお
ける交通安全教育やスクール
ガードの活用、地域ボランティ
アの協力のもと、ソフト面で対
応を行っています。
また、昨年１１月には南小国町
建設業協会の協力により、通学
路への注意喚起の看板を設置す
ることができました。

教育委員
会

建設課

一般質問に対する対応状況



R4･１回 井野　和哉
小国高校、次の百年に
向けての支援は

１９２２年５月に、組合立実科高等女学校
として開校してから今年で創立百周年を迎
える小国高校は、これまで１万人近くの卒
業生を輩出し、全国各地幅広い分野で活躍
されている。
　　　　　　しかし、一時期１学年２００
名を超え全校生６００余名の生徒数を誇っ
ていた小国高校も、少子化の影響もあり現
在は１５０余名に留まっている。このまま
の状況が続けば、高校存続の危機に陥ると
も限らない。本町もこれまで小国町と連携
して、多くの補助金や支援を行ってきてい
るが、新たな百年に向けてさらなる支援が
必要だと思う。今後、小国高校の存続に向
けて、町としてどう支援していくのか。

対応中

現在の支援としては、小国
町と両町あわせて300万円を
上限とし、財政的支援を
行っています。
また、大隈塾や小国郷寺小
屋といった高大連携への助
成も行っています。
しかしながら、高校の真の
魅力化とは、継続しうるも
のでなければならないと考
えます。
特色ある新たなコースを新
設すること等も含め、高校
や小国町、熊本県教育委員
会、ＰＴＡ、育志会と連携
して小国高校の真の魅力化
とは何かを考えたいと思い
ます。

教育委員
会

R4･２回 佐藤　毅
ケーブルテレビの活用
これからどうしてい
く？

ケーブルテレビの担う業務には、生活、文
化、福祉、教育の向上及び産業の振興に必
要な情報の提供がある。コロナ禍において
は、町民の健康維持や子どもたちの教育の
助けとなっていた。これからも町内の情報
発信・提供を考えたとき、ケーブルテレビ
の担う役割は大いにあると考える。新たな
番組作成やスタッフの増員等、取り組む必
要はあると思うが町の考えはいかがか？
また放送番組審議会が定期的に開催されて
いると思う。最近の審議会ではどのような
意見が出されているのか、また出された意
見にどう対応しているのか、コロナ前２０
１８年からの情報の公開を求める。

対応中

　今後、当面の間は、現状の職員数に
よる体制で、業務の効率化や細部にわ
たる見直し、創意工夫などにより、新
たな番組制作の可能性を探りつつ、可
能な限り放送内容の充実に努めてい
く。
　そのうえで、総合的に勘案した結
果、職員の増員が必要となれば検討す
る。
　放送番組審査会では、委員からさま
ざまな意見、提案をいただいており、
できるところから取り組みを実現した
ものや、取り組みが困難で実現できな
かったものもある。
　今後も、ケーブルテレビが地域に浸
透し、町民の皆様から必要とされ、愛
され続けるテレビであるためにできる
ことを着実に進めていきたい。
　その他の要望として、放送番組審査
会の内容の開示については委員の方と
の協議を踏まえ、前向きに検討する。
　町民の意見を聞く場としてのアン
ケート等の実施については、内容を検
討の上、実施の方向で取り組んでい
る。
　役場からのお知らせの活用は、各
課・局に協力を依頼し、担当者を配
置、積極的な活用に向け取組みを進め
ている。
　教育分野での活用は、文化財等の冊
子の内容などの取材し、映像に残した
り、番組で放映する等、教育委員会と
協議の上、検討していく。
　ＬＩＮＥの運用は、町民へ広く、確
実に情報を伝達するためにも加入者登
録促進を図るため、わかりやすい広報
周知を行う。町民の半数以上の登録を
目指し取り組んでいく。

まちづく
り課

R4･２回 佐藤　毅
ＴＳＭＣ進出による本
町への波及効果は？

世界的半導体不足が続く中、台湾の半導体大
手、台湾積体電路製造（TSMC)が菊陽町に工場を
建設している。2024年12月から出荷を目指して
いる。従業員数も2,000人程度を見込んでいる。
菊陽町や隣接自治体では、関連企業の誘致や工
場団地の整備や従業員の住まいの確保のための
宅地整備等、受け皿の整備が進んでいる。また
海外からの観光客の呼び込み強化に取り組んで
いる自治体もある。そんな中で本町において、
何らかの取組を考えているのかお尋ねする。

検討中

本町においては、観光の面での
効果が期待されると思われる。
関係課や関係団体と連携しなが
ら、HP等での情報発信に努めた
い。今後、TSMCの現地の代表の
方などへの挨拶などもおこない
ながら、南小国町を訪れていた
だくきっかけをつくっていきた
い。

町長



R4･２回 森永　一美
町営住宅のより良い運
営について

町営住宅における地域コミュニティの希薄
化を懸念する声が年々増加しています。地
域コミュニティの希薄化は孤立した暮らし
を生みやすく、うつや認知症、心臓等様々
な病気も招きやすいと言われています。今
一度、町営住宅のより良い運営について考
える必要があると強く感じております。そ
こで以下３点について町の見解をお尋ねし
ます。
１．見守り
近隣の見守りが必要な方もお住まいです
が、どなたをどう見守るのかといった情報
は地域にはない状態です。個人情報の兼ね
合いもありますが、見守りに関する情報共
有について考えていく必要があると思われ
ます。
２．空き状況、応募状況の情報公開
３．家賃滞納件数とその対応・対策

対応中

１，見守りについて
役場や社会福祉協議会が所有す
る情報を自治会等などへ情報共
有することはできません。しか
しながら、自主防災組織も踏ま
えた自治会等が主催する活動に
対して町としての支援は可能で
あるため、関係する方との協議
を進めます。
２，空き状況、応募状況の情報
公開いついて
それらの公開は、空室の住宅に
対し入居申込が無い場合のみ公
開しております。これは、常
時、入居申込を受付、「住宅に
困窮している度合が高い者の中
から決定する。」としているた
めです。
３，R4.5.31現在、督促料を含
み、20件3,624,060円となって
おり、債権管理条例に基づき関
係課局との連携をとり進めてい
きます。

建設課

R4･２回 森永　一美 事業承継について

昨今、中小企業の事業承継が大きな課題と
なっています。中小企業の経営者の高齢化
が進む中、休廃業・解散件数は２０１６年
以降、毎年４万件をえ、２０２０年には過
去最多の４万９千件となっております。廃
業理由の３割は後継者難です。本町内でも
後継者問題や事業承継に向き合っておられ
る事業者さんも多数おられます。地域経済
の継続的発展のためにも、町として事業承
継に関する何かしらの打ち手を用意してお
く必要があるかと思われます。町長のお考
えを伺います。

検討中

　事業承継支援の各種取り組み
が、内容も手厚く充実してお
り、かつ、事業承継への専門性
と事業者との信頼関係を兼ね備
えている商工会の実施する各種
事業を活用することが、現時点
では課題の解決に向け、最も有
効的であると考える。よって、
事業の経営者等が事業承継を円
滑に進めることができるよう、
町としても商工会と連携を図っ
ていく。
　そのうえで、どうしても不足
する点や、支援が必要と判断さ
れる場合は、商工会と十分協議
のうえ、内容を含め支援策を検
討したいと考えており、当面の
間、町として事業承継に関する
助成金等各種事業を展開するこ
とは考えていない。
　議員からの意見として伺った
数点の項目（事業承継の周知、
固定資産税の減免、店舗等家
賃、使用料の補助、住まいのサ
ポート等）についても同様。

まちづく
り課

R4･２回 下城孔志郎
四分一堰の改修につい
て

中原小学校下に四分一堰は、これまで何度
も修理が行われておりますが、既にその補
修も限界にきていると考えます。改修する
にも相当な工事費がかかり、関係する水利
権者の負担も多額になると聞いておりま
す。
　また、水利権者15名の平均年齢も７４歳
であり、耕作そのものがいつまで行えるか
甚だ厳しい状況です。早急なる解決が必要
と考えます。同様な箇所は本町では他にも
あるかと思いますが、その実態と合わせて
町の今後の対策についてお伺いします。

対応中

四分一水路組合に提出された更
新工事の見積額が土木工事を除
き、100,138千円となってお
り、通常事業の地元負担金5％
として、最低でも5,000千円程
度の負担が生じます。他地区で
は本年度に鋼製ゲート更新工事
を予定しており、負担金5％の
地元負担が生じ、同意を得てい
る状況でもあります。一方で、
50年後に再度生じる更新工事を
踏まえ、四分一頭首工の上流に
ある頭首工との統一化の可能性
も地元水路組合と協議したうえ
で、可能な限りの負担軽減を考
えて行きたいと思います。

建設課



R4･２回 井上　則臣
一人住・年配者の独立

コリツ

化防止策を

人口減少が進む今日、社会参加が少ない
今、孤立化したり、人と話す機会が少なく
なって「うつ」になるリスクが増えるとい
われているが、町として社会参加型のまち
づくり策はないか伺いたい。

対応済み

「元気が出る学校」では、運動
機能、認知症予防、口腔機能向
上、栄養改善等に集中的に取り
組み、閉じこもり予防や生活機
能改善を図っている。また継続
して健康維持に努めていただく
ための予防教室や、プラス教室
として湯夢プラザのトレーニン
グマシンを活用した教室も開催
している。その他にも地域で気
軽に健康づくりに取り組んでい
ただく方のために、町内１３ヶ
所での週１回の健康体操にも取
り組んでいる。どの取り組み
も、健康維持だけでなく人との
交流を通した社会参加を図るこ
とも目的として実施している。

福祉課

R4･２回 井上　則臣
畜産業への援助・対策
を

円安による経済影響が農業や畜産業に出て
来てるが、特に飼料や燃料の高騰による畜
産業は経営が厳しい状態に成っている。
何らかの援助はないか？

対応中

令和４年６月補正予算におい
て、「飼料・燃料費高騰対策補
助金」を計上しました。これは
令和３年にて使用した飼料代、
燃料代、肥料代の１割を補助
し、高騰した燃料代等を補填で
きるように創設したものです。
その後、政府与党が農家支援の
ための補助金制度創設の検討に
入ったことが報じられたため、
執行を見合わせておりました
が、国の補助金の概要が明らか
になったことから、９月１日よ
り補助金の受付を開始しまし
た。

農林課

R4･２回 児玉秀次郎
立岩水源地の泥水混入
の要因の検証を

今年３月の大雨により水源地上流から大量
の泥水が貯水タンクに流れ込み、今年は雨
が少なくタンク内の湧水の水位が下がって
いたため飲料水が濁ったことも一つの要因
であるので川水がタンクに流れ込まない対
策をとる必要があるが、大量の泥水が流れ
出たことの要因についても検証を行うよう
に
　２年前の７月の豪雨で水源地の上流で土
砂崩れが発生し上流を流れる町道の暗渠が
詰まり日増しに土砂が堆積していたため、
早めの撤去を担当職員に地元からも何度か
話しをしたが、撤去はされずに昨年９月に
なって崩壊した道路周辺の工事と併せて、
川底の部分だけの撤去が行われた。
　暗渠が詰まった時点で、大量の土砂がた
い積する前の早めの撤去を行っていたなら
ば今回の泥水混入は防げたのではないかと
考えるがいかがか。

対応中

R4.3.18～23に発生しました赤馬場
地区及び満願寺地区の一部におけ
る「飲料水としての使用停止」に
つきましては多くの方々にご迷惑
をお掛けしましたことに深くお詫
び申し上げます。
その原因としまして、河川内にあ
る水源の湧水量が一時的に減少し
たことから湧水取水槽の水圧が減
少し、3月18日の午前2時から降雨
（日雨量70.5mm）により河川の表
流水が濁り、湧水取水槽内に流れ
込んだことから水質基準を越える
濁った水が配水されたと推測しま
す。
また、町道の「暗渠の詰まり」に
ついては地元からの撤去要望が
あったにもかかわらず、その対応
が多くの災害件数により遅れ、結
果、令和３年９月28日から10月1日
に撤去を行いました。
今後は災害発生時における優先順
位を見直し対応を行います。な
お、令和２年７月豪雨以降、令和
４年３月１７日までの期間、水道
の濁りが無かったことを考慮すれ
ば撤去工事と濁りの関連性は無い
と考えます。

建設課

R4･２回 矢津田道夫 稲作に補助を

近年、肥料・原油等稲作にかかる経費は
年々高くなっている。反面、米単価は下
がっている傾向にある。米農家の高齢化が
進む中、耕作放棄地の増加が懸念される
が、町としてどう考えているかお尋ねした
い。

対応中

令和４年６月補正予算におい
て、「飼料・燃料費高騰対策補
助金」を計上しました。これは
令和３年にて使用した飼料代、
燃料代、肥料代の１割を補助
し、高騰した燃料代等を補填で
きるように創設したものです。
その後、政府与党が農家支援の
ための補助金制度創設の検討に
入ったことが報じられたため、
執行を見合わせておりました
が、国の補助金の概要が明らか
になったことから、９月１日よ
り補助金の受付を開始しまし
た。

農林課



R4･２回 井野　和哉
給食費・公共料金の改
定はあるのか

今年も春先から、電気代・ガス代はもとよ
り、食品においては3000品目を超える食材
の値上げが続いており、町民の経済的負担
も増加している。
　今後もこのような状況が続くと思われる
が、電気料金の値上げに伴い、上下水道の
維持管理や、ガス代や小麦の高騰によるパ
ンや麺類、他の食材の相次ぐ値上げによ
り、給食の提供にも大きな影響がでてくる
ことが考えられる。
　町民の負担軽減を考えると、現状のまま
がいいと思うが、今後の安定した供給のた
めには、料金の改定も議論する必要がある
と思うが、町としてはどう考えているの
か。

対応中

（上下水道料金について）
今後の実績を踏まえたうえでの
判断となりますが、下水道料金
（公共下水道、農業集落排水、
合併浄化槽(特排)）については
料金設定時における将来予測の
範囲内であると考えており値上
げは現時点では考えておりませ
ん。ただし、水道事業について
は他の一般質問等にも関連しま
すが、水道事業全体の見直し
と、それを踏まえた施設の更新
等を検討する必要があり、その
結果によっては料金見直しも含
めた協議に発展する可能性があ
ります。今後、広報誌やホーム
ページを利用し不定期にはなり
ますが検討状況等を周知してい
きます。

建設課 教育委員会

R4･２回 穴井　則之 町水道水源の現状は

今年３月末に、町水道の水源の一つである
立岩水源が、水質の悪化により２週間近く
利用できなくなり、関係の水道利用者は多
大な負担を強いられる事となった。
　水は人の生活上大変重要であり、欠かす
ことのできないものである。
　今回は予期せぬ自然的要因が水質の悪化
につながったと思うが、今後どのような対
策をとっていくのか、また他の水源もこの
ことを機に検証していかなければならない
と思うが、伺いたい。

対応中

※水質悪化に対するお詫びや原因
については、R4・2回　児玉秀次郎
議員への回答（対応状況）に記載
しているため省略させて頂きま
す。

湧水の濁りの経過観察としまして
は、復旧以降、現在に至るまで水
質基準以下であり何ら問題無い状
況です。
本町は、水道事業開設以来、自然
的要因により豊富で安心安全な水
を低廉で提供することが可能でし
た。しかし、平成28年の熊本地震
においても今回と同様に濁りが発
生しました。また、他の水源でも
一部では枯渇し、他の配水区から
仮設管による配水を行っている地
区もあります。そのほか、給水人
口の増加による配水量の不足や、
水道管や配水池などの老朽化によ
る施設の更新、新たな水源や非常
時における代替えとしての水源等
の確保が必要と考えます。
そこで、令和４年度に水道事業全
体の計画見直しを行い、必要に応
じて変更認可を取得し、料金改定
の必要性も協議したうえで水道事
業の基盤強化に努めたいと考えま
す。

建設課


