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令和３年第２回南小国町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和３年６月１５日 

於   議   場 

１．議事日程 

 開 会 宣 告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 一般質問 

日程第４ 請願第１号 新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願 

日程第５ 議案第44号 専決処分の報告について（令和３年度南小国町一般会計補正

予算書（第２号）） 

日程第６ 議案第45号 南小国町副町長を置かない条例の制定について 

日程第７ 議案第46号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の

増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更につい

て 

日程第８ 議案第47号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第３号） 

日程第９ 議案第48号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第１号） 

日程第10 議案第49号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第１号） 

日程第11 議案第50号 令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正予算書 

（第１号） 

日程第12 議案第51号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書 

（第１号） 

日程第13 議案第52号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第14 報告第１号 繰越明許費の繰越計算書の報告について 

日程第15  議員派遣報告について 

日程第16  議員派遣の件について 

日程第17  閉会中の継続審査について（総務文教常任委員会／経済建設

常任委員会／議会広報調査対策特別委員会／環境問題調査特

別委員会／南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会／

議会運営委員会） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番  穴 井 則 之           ２番  佐 藤   毅 
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 ３番  井 野 和 哉           ４番  井 上 則 臣 

 ５番  矢津田 道 夫           ６番  下 城 孔志郎 

 ７番  児 玉 秀次郎           ８番  穴 井 千 秋 

 ９番  森 永 一 美          １０番  平 野 昭 夫 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため本会議に出席した事務局職員の職氏名。（２名） 

議会事務局長  河 本 孝 博    会計年度任用職員  室 原 明 子 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 

町    長  髙 橋 周 二    教 育 長  岩 切 昭 宏 

総 務 課 長  佐 藤   徹    建 設 課 長  北 里 能 蔵 

福 祉 課 長  朝 日 康 博    農 林 課 長  本 田 圭一郎 

                   税 務 課 長 
まちづくり課長  宮 﨑 智 博            松 岡   洋 
                   （会計管理者兼務） 

町 民 課 長  河 津 頼 子    教育委員会事務局長  穴 井 康 治 
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開会 午前１０時０２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） おはようございます。本日の出席議員は１０名でございます。

定足数に達していますので、ただいまから令和３年第２回南小国町議会定例会を開

会します。 

なお、先の議会運営委員会におきまして、今定例会の一般質問をケーブルテレビ

にて放映することに決定をしております。よって、撮影のため、ケーブルテレビ関

係者の議場への入場を許可しております。 

それでは、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（平野昭夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、６番、下城孔志郎

議員、７番、児玉秀次郎議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

今定例会の会期については、去る６月８日に議会運営委員会が開かれ、本日から

２３日までの９日間とし、その間の会議日は、本日、１６日、１７日、２２日、２

３日に開くことに決定されておりますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、会期については、そのように決定をされまし

た。 

なお、一般質問につきましては、議会運営委員会で審議の結果、本日に決定され

ておりますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、一般質問の期日については、そのように決定

をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 一般質問 

○議長（平野昭夫君） 日程第３、一般質問を行います。 

２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ２番、佐藤です。通告に基づき、２点質問させていただきます。 
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まず、１点目、高齢者住宅の整備についてでございます。 

本町の高齢化率は、５月末現在４０.２％になっております。住み慣れた地域で、

家で生活が続けられるよう健康維持への取組、医療と介護の連携等の取組が行われ

ております。 

２０２５年問題としても取り上げられていますが、今後ますます高齢者の増加が

見込まれる中、私が気になるのは高齢者の一人暮らしの世帯の数でございます。近

年の自然災害状況を見ましても、過去に経験したことのないような被害が出ており

ます。緊急時の避難だけでは防げない被害も出ております。また、住まいも築年数

の経過とともに老朽化が進み、宅内での段差等が障害となり、日常生活を送る上に

おいて困難になっている場合も出てくるのではないでしょうか。町営住宅に入居し

たくても順番待ちの状況が続いております。 

そこで、高齢者向け住宅の整備が進めば、老後生活の選択肢となり得、元気なう

ちに転居でき、適切な支援を受けられ、介護状態等にならぬよう安心して生活がで

きるのではないかと思います。また、見守り、介護サービスを提供する側において

も、移動時間等の短縮、負担軽減が図られ、サービスの充実につながるものと思わ

れます。高齢者向け住宅についてどのようなお考えをお持ちか、町長にお尋ねしま

す。 

２点目です。環境保全やコスト削減の観点から推し進められていますペーパーレ

ス化は、なかなか進んでいないのが現状かと思います。使用する紙の資料を可能な

限り電子化することで書類の管理費用、保存や廃棄等のコスト削減ができます。ま

た、過去の書類が必要なとき、電子化してあれば、キーワード検索で見つけること

ができ、業務の効率化が図られますし、電子データならサーバー上に保管でき、省

スペース化することも可能です。書類の紛失や消失のリスク軽減もでき、経年劣化

で文字が消えて読めなくなることもありません。導入においては大容量のサーバー

の準備等の導入費用や過去の資料の電子化にかかる費用等が必要になりますが、今

の段階から少しずつでも始める必要があるかと思います。行政資料等の電子化・保

存に向けての町の取組、町長のお考えをお尋ねします。 

以上、２点、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ２番議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、１点目、高齢者向け住宅の整備をという点からでございます。 

まず、公営住宅の現状ですが、現在、管理戸数は１７３戸、全世帯に対する公営

住宅の世帯比率は約１０.５％と熊本県平均の約２倍で、県内の類似町村や阿蘇郡

内町村と比べても高い比率となっており、借家としての公営住宅の果たす役割は大
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きいと言えます。現在、公営住宅入居世帯の６５歳以上の世帯主は４割強を占め、

も多く、６５歳以上の方が同居している世帯も４割半ばとなっております。 

これから高齢化がさらに進行することから、高齢者等が安全・安心に暮らすこと

ができるよう既存住戸及び住環境のバリアフリー化などを図っていくことも課題と

なってきます。結果、維持管理費はますます増えていくものと思われ、そのような

中で新たな高齢者向け住宅の整備を公設公営で行うことは大変ハードルが高いと考

えているところです。 

そこで、考えられることは、住宅の建設に当たって、民間の力を借りるというこ

とです。現在、町では、民間の方が賃貸住宅を建設される際に補助制度をつくって

おります。また、大手住宅メーカーなども自治体と協定を結び、自治体が用意した

土地に住宅メーカーが住宅を建設し維持管理を行うといった手法もあります。いず

れにしても将来的な維持管理などの財政負担等を考慮し、公設公営ではなく、民間

事業者等と連携しながら住宅の整備を進めていくことが懸命だと考えます。 

また、これからの人口減少や高齢化といった社会的側面、及び町のインフラ整備

や公共交通機関等の維持管理費といった財政面、並びに医療や介護、買物といった

健康と生活を維持するために生活環境を充実する上でも町の機能をある程度町中心

部に集約化していくコンパクトシティの考えに基づいたまちづくりが必要になって

まいります。そういった意味においても、高齢者向け住宅の整備をするならば、先

ほど述べたように民間事業者の力を借りながら買物や通院などに利便性の高い町中

心部に整備することが望ましいと考えております。現に町営住宅も入居待ちの状態

となっておりますので、高齢者向け住宅はもとより、一般の方が入居できる住宅も

含め、住環境整備に向けた議論を進めていきたいと思います。 

続きまして、２点目の御質問、行政資料の電子保存に向けての答弁でございます。 

まず、町の文書管理の現況について御説明しますと、全課局の合計で毎年度２万

件以上の文書を収発しており、これらの文書の保管については、町文書管理規程に

基づき、０年、１年、３年、５年、１０年、永久の保存年限に分類し、保存年限に

到達した文書については原則破棄することとしています。文書の収発を伴わない内

部意思決定のための文書、設計書、図面などを含めると、さらに多くの書類を保存

する必要があることから、保存場所の省スペース化などを図るため、書類の電子化

については今後積極的に検討していく必要があると考えております。 

また、書類を電子化することにより、保存場所の省スペース化、書類の紛失・劣

化防止のほか、新型コロナウイルス対策として推進している在宅勤務においても、

紙の書類を持ち帰らずともパソコン上で書類の閲覧が可能になること、閲覧制限の

設定により情報保護が徹底できることなどのメリットも期待できます。 
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一方、議員の質問にもあるとおり、一斉に書類の電子化を進めるためには、大容

量サーバーの確保と書類を電子化するための費用負担が発生する可能性があるほか、

膨大な書類の電子化作業に要する時間と人員をどう確保するか、災害時などにおけ

る通信障害やシステム障害によりサーバー接続ができない状態にはどう対応するか、

将来的に文書の電子決裁を導入する可能性を踏まえて、二度手間にならないデータ

保存形式は取れるかなど、運用面では解消していかなければならない問題も多くあ

ります。 

このように全ての書類の電子化に直ちに取り組むことは難しい状況でありますが、

書類の一部において紙の酸化や虫食いなどにより良好な状態で保存を続けていくこ

とができないものが確認されており、これらの書類に記載される情報を将来にわた

り保護していくために一部書類の電子化には早急に取り組む必要があると考えてお

ります。重要書類のうち、劣化が著しいものや、今後加工・編集を行うことがない

ものについては、既に所管課局の判断において一部電子化に取り組んでいるところ

ですが、今後は書類の保存方針を職員に示すことにより重要な情報資産の保護に努

めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ありがとうございます。 

高齢者の住まい環境について、もう少し質問を続けて深めていきたいと思います。 

まず、現状を少し確認したいんですけれども、高齢者ということで福祉課の担当

になるかもしれませんけれど。実際、今、高齢者６５歳以上の一人暮らしの世帯数

の状況が何世帯あるのか分かれば教えていただきたいのと、同じく福祉課管轄で補

助金・助成金制度の中に高齢者住宅改造助成金なるものがあります。これについて、

過去３年程度で結構ですけれど、実績がどうだったのか、そこをお尋ねしたい。 

もう１点、自宅での生活が困難になった場合、要介護認定を受けてる方であれば、

施設等への入所だとか、そういうことを検討できるでしょうけれど、そうでない方

に関してどのような支援だとか施設等があるのか、教えていただきたいと思います。 

それと、町長の答弁にもありました町営住宅においてですけれども、町営住宅の

中で高齢者の一人暮らしは結構おられると思いますけれど、先ほど４割強という数

字を言われましたけれど、実数的に何世帯あるのか、これは総数で結構でございま

す。その中で、２階建て以上の施設が市原、杉田、矢津田にあると思いますけれど、

２階以上に住まわれている高齢者もおられると思います。その辺の把握ができてい

るのか、そこの数字も分かれば教えていただきたい。 

それと、町営住宅においてですけれど、高層階、２階、３階に住んでいる高齢者
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の方が、今あそこはエレベーターがありませんから、階段の昇り降りになると思い

ます。こういう高齢者の方が昇り降りが困難になった場合、仮に１階への転居を希

望した場合にそういうことが可能なのかどうか。また、昔、前にでも事例があった

ならば、どういう手続を踏んでやったとか、そういうことを教えていただきたいと

思います。 

それと、もう１点、今年度から空き家移住対策でコーディネーターを置かれたと

思います。今、空き家の調査が進んでいると思いますけれど、これはまちづくり課

長ですけれど、私も対策協議会の中の会員になっていますから、そのときにもあり

ましたけれど、実際の空き家だけではなくて、空き家予備軍となるものの話が出て

いると思います。一人暮らしのところですけれど、実際その調査でどれぐらいの数

が確認できたのか、今現在で結構ですので、教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

６５歳以上でなくて、７０歳以上でも、すみません、今、資料を持っております

のが、５月末現在ですけれども、７０歳以上の方が１,６５８名、７０歳以上で独

居の高齢者の方が、大字赤馬場が８４名、大字中原が４１名、大字満願寺が７３名

の今１９８名でございます。これは、社協等と連携して、包括も含めて連携して調

べておりますが、完全な数字ではございません。ある程度の分かっている、今現在

調査しての数字で１９８名、７０歳以上の独居の高齢者がいらっしゃいます。 

それと、住宅改修ですけれども、介護保険で住宅改修される分の上限が２０万円、

あとそこに１割から３割の個人の自己負担が入ります。その分をオーバーする分で

は、高齢者住宅改造助成事業というところで県から上限５０万円まで、合計７０万

円と自己負担が入ってきます。あとは、障害者の方の分でも上限９０万円という住

宅改修がございます。 

あとは、もう一つ、住宅で今ある施設以外の住宅というところですけれども、今、

町内にはそういった介護関係の施設以外というところはございません。ただ、ほか

にこちらにはありませんけれども、養護老人ホーム等以外でいけば、シルバーハウ

ジングとか、原則６０歳以上で所得制限がありますけれども、介護サービスを使わ

ない、そういう施設等もあります。シニア向け分譲マンション等ございますけれど

も、うちの町内には今ない状態でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） ６５歳以上の高齢者がいる公営住宅の世帯数ということで、

総数的にはちょっと古い資料かもしれませんけれど、平成３０年１０月１日現在で、
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申し訳ないんですけれど、１６５世帯中の７３世帯が高齢者がいる世帯となってい

るところです。 

それと、３階建てで２階建て以上に居住している高齢者の世帯数というのは、申

し訳ございません、こちらで現在把握しておりませんので、後ほどお知らせしたい

と思っております。 

それと、高齢者の移動についてですが、条例上は公営住宅の入居者が相互に入れ

替わることが双方の利益になることがあれば公募の例外ということで条例にはうた

ってはおります。ただ、現実的にはやっぱり空かないと、相互の利益というのがど

ういうものなのか、高齢者が下に下りてくるということになれば１階が空かなけれ

ばなりませんので、現実的に相互に利益があるという状況はなかなか難しいのかな

というのが現実です。 

実際に移動があったかというと、過去には家賃が高かったので、たまたま空いた

家賃が低いところに移動した実績はあると聞いております。その際には、やっぱり

１回、精算等をしていただいて、新たに入居手続を取っていただくという方法をし

いているところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 空き家関係で調査の状況ということですけれども、

今手元に資料を持ち合わせておりませんので、後ほど資料提供という形でよろしい

でしょうか。そういう形で対応させていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 高齢者の住まいということで、今３課にわたって、僕はお尋ね

をさせていただきました。非常に幅広い部分でいろんな課が関わっているところか

なと思います。 

私自身も調べさせてもらいました。実際、町内の７５歳以上の一人暮らしの世帯

というのが合計で１４５世帯、先ほど課長が言われました７０歳以上が１９８世帯

ですから、当然少なくなりますけれど、１４５世帯ありますね。６５歳に落として

しまえば、２０８世帯あるそうですね。町営住宅においても、２階以上の住居に住

まわれている７０歳以上が、市原で５世帯、杉田で５世帯、矢津田で１世帯、合計

１１世帯。そのうち、９０代でお一人暮らしの方が市原と杉田にそれぞれ１世帯ず

つおられます。非常に町営住宅でありながらも、高齢者の安心・安全という部分に

おいては少し厳しい状況かなという感じはするところです。今現在の高齢者の一人

暮らしの状況や、町営住宅においても２階、３階に住んでいる高齢者の今後を考え
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ると、やはり高齢者向け住宅の整備というのは必要になってくるのかなと思う次第

ですね。 

３月の町長の施政方針の中でも、高齢者施策の中で住み慣れた地域、家でその人

らしい生活が続けられる地域包括ケアシステムの構築を急ぐという明文がありまし

た。健康維持や生きがいづくりには注力されている、これは私もそう思います。し

かし、肝心なところは住まいの確保だとか、維持だとか、改造だとか、そういうこ

とに取り組まなければ十分な住みやすい、その人らしい生き方という部分では目標

達成はできないんじゃないかなと思うところでございます。 

また、今後、人口が減少する中で高齢者の増加、またこれから先のまちづくりの

方針、先ほど町長も言われましたコンパクトシティ化とか、そういうことを考えた

り、災害発生時の避難対応だとか、高齢者の移動手段の確保、喪失によるその確保

だとか、いろんなことを考えると、どうしても高齢者への支援取組として、高齢者

向け住宅の整備を急ぐ必要があるんじゃないかなと切に思うところでございます。 

また、高齢者向け住宅が各地・各大字の中心地ごとにあったならば、どうでしょ

う。老後の生活を考える上においても選択肢、移転とか、そういう意味で広がるは

ずですし、今自分の住んでいる住まいが老朽化や段差等で生活が困難になったとし

ても、そういうところに移動することで安心・安全に生活できる高齢者向け住宅に

入居することが可能になるんじゃないか。そして、住み慣れた町内で支援を受けて、

生活を続けられる。これで介護認定とか、認定度が上がったり、そこでの生活が難

しくなった場合には介護施設への入所等となるでしょうけれども、老後生活を考え

る場合においては、一つの重要な場所であったり時間であったり存在になるのでは

ないかと思います。 

その一方、どうしてもやっぱり自分の家に住み続けたいという方もおられる。そ

れも事実だと思います。そういう方のために、人が住まなければ、家というのはど

うしてもリフォームだとか、手をかけるということはありません。ですから、そう

いう中でリフォームが進まない中において言うならば、先ほど言った、高齢者住宅

改造助成金は当然もちろんですけれども、それ以外に自宅を改造するということで

あれば住宅リフォーム補助金というのもあると思いますので。ただ、これももっと

補助率だとか、要件だとか、そういうものを見直さないと、今の現状ではなかなか

使い勝手がいい補助金・助成金ではないと思います。 

私としては公設にはこだわりませんけれども、先ほど町長がおっしゃられた民間

で町有地に建設していただいて、それを利用するようなことも当然選択肢の中でし

ょうけれど。ただ、一つ、町として、高齢者向け住宅の整備をぜひしていただきた

いところで、今回、農協の跡地利用においても、令和２年に実施した町民アンケー
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トにおいても、高齢者福祉の充実と、使用することが回答順位の１番に上がってい

ました。ＪＡの跡地を利用して新しく建築する方法というのが一番町民が望んでい

る部分かなと。できれば、ここはまた単純に高齢者向け住宅ではなくても、サービ

ス付き高齢者住宅、介護保険とかを認定できるような、利用できるような部分も整

備がされたならば、またそこに雇用というものも生まれてくると思いますし、見守

り支援する側においてもかなりの負担軽減につながるんじゃないかなと思います。 

併せて、そこにコンテナ商店街みたいな小規模の多業種が集まるような場所を整

備すれば、買物や食事等、にぎわい創出にもつながるんじゃないかなと。また、公

園でも整備ができたならば、地域住民を含めた憩いの場になるんじゃないかなと思

います。 

また、違う目線から言うと、先ほどまちづくり課長にもお聞きしましたけれど、

今のところ空き家予備軍は７４軒確認されているみたいです。これは、各組長さん

から出された部分です。ですから、その空き家の利活用というところにも目を向け

ると、今、各地区の中心地で空いているような物件があったならば、そこを高齢者

向け住宅という目線で改築費用とか、新築よりもはるかに抑えられますし、住みよ

い場所からもさほど遠くなければコミュニティも保たれるでしょうし、そういうの

がメリットかなと思います。また、今後増えるであろう空き家の利活用促進にも十

分つながるんじゃないかなと思いますけれども、整備に向けて、町長、いかがでし

ょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 御意見、ありがとうございます。 

おっしゃるとおり、なかなか本町においても住宅の整備というのが進んでいない

ような状況もございましたので、先ほど答弁書の中でも述べましたとおり、今後、

高齢者向け住宅はもとより、一般の方が入居できるような住宅、そういったところ

の整備を空き家も含めてやっていきたいと考えております。 

また、同時に公設公営ではなかなか今後の財政的な負担だったりとか、そういっ

たところを考えると、できれば民間の方にお願いするというのが一番理想なのかな

と考えております。先ほど大手住宅メーカーの事例も挙げさせていただきましたけ

れども、そういったところのもう少し情報も集めさせていただきながら判断をさせ

ていただければと考えているところでございます。 

やはりそういったリフォーム助成に関しましても、今現在、まちづくり課がメイ

ンでやっておりますが、福祉課には福祉課のそういった助成金がありますし、そう

いった中でもう少し一体的に考えなくてはいけない時期に来ているのかなと感じて

いるところでございます。金額の部分に関してもそうですし、そういったところの
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それぞれに持っている課題感がございますので、もう少しそういったところも連携

しながら、今後リフォームの在り方といったところも考えていきたいと思います。 

また、空き家の利活用になれば、できれば自分の住まいというか、そういったと

ころの近いところで過ごしたいという思いが高齢者の方は特にあろうかと思います

ので、そういった活用ができるのかといったところも、今後、空き家のコーディネ

ーターと協議しながら、また担当課とも協議しながらどういうことができるのかを

対策を考えていきたいと思います。 

いずれにしましても、私はコンパクトシティという話もさせていただきましたが、

農協跡地というのも有力な候補地の一つであろうと思います。後ほど一般質問の中

でお話もさせていただきますけれども、農協跡地から大体２５０メートル圏内の中

に小学校だったりとか、歯科医院だったりとか、ちょっとした商業施設だったりと

か、そういったところが含まれますし、５００メートルまで広げますと、福祉施設

だったりとか、医療施設だったりとか、保育園だったりとか、そういったところの

機能を持った施設が含まれてまいります。そういった中では、一番理想なのは町の

中心部にある程度つくることだろうと認識をしておりますし、また、住み慣れたそ

れぞれに大字があるわけでございますので、そういったところの中心部というとこ

ろの可能性もあろうかと思います。そういったいろいろな選択肢を踏まえながら、

こちらは多分私としてもある程度早めに進めていかねばならないようなことだろう

と認識をしておりますので、答弁書でも申し上げたとおりでございますけれども、

議論を今後また進めてまいりたいと認識をしております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ありがとうございます。 

ぜひ、今後の町の課題として、高齢者問題というのは出てくるはずですし、既に

出てきている状態なので、急ぎ議論を進めていただきたいと思います。町長もおっ

しゃるとおり、各課にわたって高齢者住宅問題というのはそれぞれに課題等、連携

が必要かと思いますので、できましたら高齢者住宅プロジェクトチームなるものを

していただいて、職員の皆さんはどうしても若うございますから、高齢者の目線だ

とか、もし高齢者になったときのイメージだとかいうものがなかなか思い浮かばな

いかもしれませんけれども、そういう視点に立っていろいろと想像を膨らませてい

ただいて、今後の高齢者住宅に関して取り組んでいただきたいと思います。 

では、次の２点目の電子化保存に向けて深めてまいりたいと思います。 

私も仕事柄、生命保険の代理店をやっておりますので、個人情報とかの記載され

た書類等を扱うことがございます。その書類の保管管理については厳しく指導をさ
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れております。当然役場においてもそれ以上だと思いますし、先ほど答弁にありま

したように文書管理規程なるものもあると思います。 

そこで、先ほど答弁にありました、いろんな保存期間に応じて保存し廃棄処分さ

れているとは思いますけれども、今この役場の中にどんな資料があって、それはど

こに保存されていて、その保存期間はいつまでで、廃棄処分を行ったら、どのよう

に廃棄した、業者にやったとかシュレッダーでしたとか、そういう保存から廃棄を

一元管理するようなリストなりシステムというのが実際あって、即座に保存管理状

態が確認できるようになっているのかということをお尋ねしたいと思います。 

それと、先ほども答弁がありましたテレワークもコロナ禍の中で進んではおりま

すけれども、もう一つ、ペーパーレス化という取組に関して今後進んでいく予定、

どういうふうに進めていこうと思っておられるか、そこも教えていただきたいと思

います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 現在の書類の保管状況でございますけれども、現在はそこ

の書類庫というのがございますけれども、そこの２階が書類庫になっております。

１階に鍵がありまして、２階にも鍵があると。鍵は総務課で管理をしております。 

資料といたしましては、先ほど町長の答弁にありましたけれども、０年保存から

永年保存という書類があります。特に永久保存というのが、条例、規則、その他に

関するもの、重要な訓令、告示、指令達及び通達、議会の会議録、議決書に関する

もの、訴訟、和解及び審査請求に関する重要なもの、事務引継ぎに関するものとか、

それと原簿及び台帳等の簿冊で特に重要なものということで、これが永年保存とい

うことで書類庫になおっています。そのほかにも、１年、３年、５年、１０年とい

うのがありますけれども、そこもその書類庫に保存しているところでございます。 

１年から１０年までは廃棄処分を随時していくということで、ほとんど処分にお

いては、まずは保存期間が来たものについてはシュレッダーにかけて処分すると。

それと、それ以外にシュレッダーになかなかかけづらいのもございますので、それ

については、書類をまとめて、未来館にこちらから連絡をして、未来館に持ってい

って、重要書類というか、個人情報等がありますので、書類の処分をお願いします

という形で処分をお願いしているのが現状でございます。 

それと、ペーパーレス化ですけれども、今非常に紙を使う仕事が多くなっており

ますので、まず少しでも紙の使い方を減らそうとして、課長会議なんかもそうなん

ですけれども、タブレットを今年度から購入をさせていただいております。そして、

できるだけ印刷部数が減るようにしているところでございます。また、各種申請書、

町民の方からの申請書なんかは、ペーパーレス化とかいってもまだちょっと難しい。
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電子申請とか、まだそういうのがございませんので、やはり紙を使って申請をして

いただいて、それを紙で回答するとか、そういう形になっておりますので、ペーパ

ーレス化というのは、まずそこの内部の会議のときに使う資料なんかを少しでもペ

ーパーレス化をして取り組んでいるのが現状でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 保存されている資料に関して、一覧表的なものはないんですよ

ね。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 保存の資料につきましては、各課で保存しております。文

書管理規程に基づいて、先ほど言いました０年から永年保存ということになってお

りますので、何の文書があるとか、そういうのは各課では管理していると思います

けれども、やはり昭和２、３０年頃の永年保存の文書等もございますので、そこら

あたりの把握等も必要になってくるかとは思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 私は、仕事上そういう管理も背負っているものですから、リス

トにこういう資料がどこに保存されていて、いつまで保存して、廃棄はこうしなさ

いというリストがあって、それを見れば一目瞭然、どういう資料がどこになおって

いるというのが分かるようにはしてあるんですよね。小さい会社ですけれども。た

だ、役場においてもそういうものがなくても、各課できちっと管理保存されている

とは思います。 

ただ、私の過去の経験において、欲しい資料がすぐには出てこないということが

ありました。探すのに時間がかかるということですね。実際その倉庫に行ってみな

いと分かりません、探してみないと分かりませんという返事ですよね。これがある

のかないのかも分からないという感じですよね。ですから、そうなってくると、欲

しいものであればお願いするわけですけれども、そうじゃなくて、ちょっと確認程

度のものであれば、「もういいですよ」と、当然業務の支障になるやと思いまして、

そういう返事をするんですけれども。実際書類の存在を確認できるリストがあれば、

探す側においても、また逆にお願いする側においても、業務の効率化が図られるん

じゃないかなと思います。これは、通常のやり方で、電子化とは何も関係ありませ

んけれども。 

冒頭で申し上げたとおり、紙をなくすということにおいて言えば、紙代だとか、

印刷・コピー代だとか、印刷機のメンテナンス代の費用のコスト削減には絶対つな
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がりますし、今言ったように書類を探すときにもキーワード検索等で簡単に見つけ

ることもできます。また、書庫への移動時間も削減でき、仕事・業務の効率化とい

うのは十分図られるかなと思います。紙の書類をデジタル保存すれば、当然言われ

ました省スペース化も間違いない。この役場の庁舎の場所がないところにおいて、

とっている部分がかなりまた有効活用できるだろうし、紛失・劣化へのリスク軽減

ですとか、そういうメリットが十分あるんじゃないかなと。また、ペーパーレス化

ということで言えば、ＳＤＧｓにもつながりますし、そういう取組にも一助になる

という形ですね。導入費用がかかるのは間違いありません。大容量のサーバーを入

れないといけませんし、またそれに対してセキュリティの対策等の、これをデメリ

ットと捉えればデメリットになるかなと思います。ただ、できるところから、今あ

る本当資料等のデジタル化を進めていかないと、一遍にやろうとしてもなかなかで

きないんじゃないかというところで取組を少しずつ進めていっていただきたいと思

います。コスト削減というのは、町民にとっても町政において予算とかお金の使い

方も十分見えてきますので、そういうところに行政の内部でも取り組んでいただき

たいというところです。 

もう１点、デジタル化に関して、お尋ねをしたいというか、お願いなんですけれ

ども、水道事業の検針作業の自動化にもぜひ取り組んでもらいたいなと思っていま

す。水道検針においては、４月、年度当初において検針時の入力ミス等のトラブル

が起きているように聞いております。また、個人宅での宅内の作業になりますので、

担当者が交代したときに、見慣れない方がいた、不審者と感じとられた案件もある

ようでございます。近年では、近年というか、 近ですけれど、うちもそうなんで

すけれど、電気料に関しては、今は自宅のＰＣで即時見ることが可能になっていま

す。九電がそういう検針システムにしてあるからでしょうけれど。ですから、今、

私はパソコンを開けば、自宅で電気量をどれだけ使っているというのは見れるよう

な状態になっています。ガスなんかも検針が今自動化されているかと思います。で

すから、こういうことを考えて、後々この導入に関してはかなりの多額の費用がか

かると思います。１,６００世帯にそのシステムを入れるということになるとかか

ると思いますけれども、リアルタイムにその漏水だとか、利用状況なんかも確認で

きることになれば、将来的な負担軽減、経費削減に十分つながることではないかな

と思いますけれども、併せてこのことに関しては、町長、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 水道の検針業務に関しましては、４月以降、我々は大変苦

労しておりますので、電気、ガス、先進的な事例があるということは存じていると

ころです。水道メーターに関しては８年に１回、計量法の関係で交換しなければい
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けないという事実もありますので、そういう交換時期に向けてそういう先進的な技

術を導入できれば大変こちらはありがたいと思いますので、経費はかかってきます

ので、先進事例、自治体におきましてそういう事例を積極的に導入している自治体

があれば、こちらも調査検討していきたいと思いますけれど。ただ、水道事業も管

本体の老朽化とかいろいろ課題を抱えた中でどういう優先順位をつけていくかとい

うのは全庁的に協議していく必要があると思いますので、いろいろと情報をいただ

ければありがたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 電子化に向けては、今おっしゃられたとおり、答弁書の中にも

少しお話をさせていただいたんですけれども、劣化が著しいものだったりとか、各

課局の判断において、まずは一部電子化に取り組ませていただいております。そう

することが省スペース化だったりとか、そういったところにもつながるということ

で、必要な部分であるというのは認識をしておりますので、今後もできるところか

ら、また重要案件に関してやっていきたいと考えております。どうしても全てやる

というとやはり膨大な時間と人とコスト、そういったところがかかってまいります

ので、省力化だったりとか、省スペース化だったりとか、業務の効率化だったりと

か、そういったところにつながるような案件でございますので、ほかのいろいろな

施策との兼ね合いとかも含めて、優先順位はつけていかねばならないようなことか

なと思いますので、事務効率化とか、そういった部分に関しては、まずはできると

ころからやっていくことが必要なのかなと思っておりますので、そういったところ

でやれるところからまずは進めさせていただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（平野昭夫君） ２番、佐藤毅議員、 後にまとめてください。 

○２番（佐藤 毅君） 後になります。水道の自動化、これも時代の流れになってく

ると思いますので、当然費用がかかるのは重々承知の上でございます。逆に先進的

に率先して取り組む部分において、計量器メーカーとのタイアップだとか、そうい

う連携だとか、そういうのができると費用も若干抑えられるかもしれませんので、

そういうところ、せっかく町内のインターネットがきちっと完備されているところ

において言えば、できるのではないかと思いますので、前向きに取り組んでいただ

きたいと思います。 

電子保存についても、これから今年の９月にデジタル庁が設立されて、国だとか、

地方行政のＩＴ化というのはどんどん進んでいくんだろうなと思います。そこで、

お願いしたいというのは、デジタルツールに使い慣れているというのは若手の職員

さんかなと思います。南小国町において言えば、若手の職員が多くなっていること、
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これをメリットとして捉えて、日常業務からペーパーレス化、電子化を促進するよ

うな機運を高めていただいて、電子化への取組を加速していただきたいなと思いま

す。どうしても電子化への抵抗感があるとか、従来のやり方を変えることができな

いというのはデジタルツールに不慣れな人、どうしてもそういう人かなと思います

ので、今後その業務改善において障壁とならないように役場庁舎のデジタル化をど

んどん進めていただきたいと思います。 

以上、一般質問を終わります。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

今おっしゃられたとおり、デジタル庁も創設されましたし、これからＩＴ化とか、

そういったところが進んでいきます。本町としても、先ほど総務課長の答弁にもご

ざいましたけれども、課局長会議、そういったところに関してはタブレットを用い

ながらペーパーレス化に取り組んでいる状況でございます。しかしながら、まだま

だ不慣れな部分もございますので、まだたどたどしい部分が正直ありますけれども、

いずれはそういった流れになってきます。そういったところをしっかりと私たちも

見据えながらこれからの業務に励み、そして、それがひいてはペーパーレス化だっ

たりとか、省力化だったりとか、そういったところにつながっていけばいいなと考

えておりますので、しっかりとそういったところの情報もつかみながら、今後デジ

タル化・ＩＴ化を進めてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） １１時５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

引き続き、一般質問を行います。 

３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ３番、井野です。通告に基づきまして、質問をさせていただき

ます。 

阿蘇の世界文化遺産登録に向けて、町の取組についてお伺いをいたします。 

阿蘇地域の世界文化遺産登録に向け、県と阿蘇郡市７市町村でつくる阿蘇世界文

化遺産登録推進協議会は、令和３年４月２０日に阿蘇市長、高森町長、小国町長、

３名で萩生田文部科学大臣に要望書を提出し、阿蘇を暫定リストに追加するよう求
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めたという記事が熊日に載っておりました。 

２００９年に阿蘇郡市世界文化遺産登録事業推進協議会が設立され、様々な取組

がされてきていると思いますけれども、なかなか町民にはその動きが見えないのが

現状ではないかと思います。町としては、これから草地や森林景観をいかに維持し

ていくのか、いかに町民に理解をしてもらい、登録に向け機運を高めていくのか、

町としての取組を伺います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ３番、井野議員の御質問にお答えをいたします。 

阿蘇の世界遺産登録に関しては、これまで阿蘇７市町村と熊本県で世界遺産登録

に向け、平成１９年に文化庁に提案書を提出し、文化審議会の審査の結果、暫定一

覧表への追加記載はならず、継続審査案件として暫定一覧表候補の文化資産という

位置づけとなっております。 

この文化審議会の審査の後、必要な文化資産の範囲の保護措置、体制の整備構築、

文化資産の普遍的価値の学術的・確実な証明、その他幾つかの課題が出され、一つ

一つ解決・解消を図りながら現在に至っています。 

今年３月３０日に文化庁の文化審議会から暫定一覧表の見直しを含む答申があり、

本年度の暫定一覧表記載に向け、４月２０日に知事、首長による萩生田文部科学大

臣、都倉文化庁長官訪問、要望活動を行い、まだ解決できていない課題も残ってい

るため、推進協議会の学術委員による課題解消を踏まえた提案書の見直しを行って

います。 

その中で、近年、ユネスコの諮問機関であるイコモスが、文化資産のみならず、

その周辺の緩衝地帯の保護にも厳しくなっており、開発事業等との調整を行う必要

があるため、文化資産、緩衝地帯の範囲や保護対策について再検討を進めていると

ころです。よって、まだ文化資産や緩衝地帯の範囲がきちんと定まっていないため、

どの範囲を保護・維持保全していくのかを示すことができない状況です。また、景

観保全の観点から、景観条例により開発行為等の実施の際に景観配慮を依頼してい

るところですが、開発行為等そのものの規制は現行の法令による強制力がなく、差

止め等の措置ができないのが現状です。 

そのような中、世界文化遺産のＰＲ活動を昨年度も実施しており、推進協議会で

の取組も計画しつつ、今後の提案書見直しに併せて、県と阿蘇郡市７市町村で緊密

に連携し、文化資産、緩衝地帯の保護、景観保全のための開発行為の制限の方策を

検討するとともに、町民への理解促進、登録への機運を高める取組をさらに進めて

まいりたいと考えております。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 
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○３番（井野和哉君） 非常に各自治体で取組はされているんだと思いますけれども、

なかなか町民にその取組が広まっていないのではないかというのを感じております。

世界遺産の登録の前に、２０１３年には阿蘇が世界農業遺産に認定をされておりま

す。これは、国内でも２０１１年の佐渡、能登に次いで、２０１３年に静岡、国東

と合わせて、現在５件ですね、世界農業遺産に認定をされておりますけれども、こ

の取組もなかなか町民には周知が行き渡ってなかったのではないかと。私も実際テ

レビでその認定の会議のニュースを見て、世界農業遺産に認定されたというのを知

ったような状況です。 

また、翌年、２０１４年には阿蘇が世界ジオパークにも指定をされて、文化だけ

ではなくて、いろんな地質的な分野からも非常に貴重な場所であるということで世

界に向けて発信はされておりますけれども、やはりそこに住む方々がどれだけその

内容を把握して、それを町民の立場でどう生かして、どう維持していくのかという

ことがなかなかその形として見えていないのではないかというのを感じております。

非常にインターネットであるとか、役場にもチラシ等が置かれておりますけれども、

そういった部分でやはりこれは自治体だけではなくて、そこに住む町民たちの盛り

上がりがないと、なかなか世界遺産に向けての登録は難しいのではないかと思いま

す。 

昨年、令和２年１月に「阿蘇の景観を守る宣言」ということで、これは各自治体

の首長さんが先人から受け継がれたその景観を守り、育み、後世に伝えていくとい

う決意をされております。 

南小国町も２０１７年に国選定の重要文化的景観ということで、町内の西部の草

原や森林景観、これが１,２８２ヘクタールありますけれども、こちらが重要文化

的景観ということで国から指定を受けて、やはりこういう維持にも非常に町として

力を入れていく必要が出てきているのではないかと思います。そういった部分で、

町民に対して具体的にどういった形でＰＲをしていくのか、また草原・森林景観を

どういった形で維持をしていく考えなのかをお伺いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

なかなか、今、議員がおっしゃるように、町民への周知並びにＰＲというのはま

だまだできていないのが実情でございます。と申しますのも、先ほど町長が答弁で

申し上げたとおり、まだまだ決まっていない案件が非常に多い状況で、今着々とそ

の準備を推進協議会並びに学術委員会等々の専門家の意見をいただきながら提案書

をまとめているところであるんですけれども、実際どこを保護していくのかという

ところで、今エリア的には重要文化的景観という形で国指定の部分が設定はされて
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おりますけれども、このエリアを世界文化遺産に上げていくには、果たしてこのエ

リアでいいものなのかというところと、重要文化的景観である文化資産を守るため

の緩衝地帯ということでその周辺地域を含め、かなりハードルが高くなってきてい

るという情報もいろんな専門家からも得ております。その中で、やはり阿蘇郡内で

いろいろ協議を今進めているところではあるんですけれども、そういった話がある

程度の方向性が示されないとなかなか町民にもＰＲをできないというのが実情で、

それぞれの市町村もそういったところで悩みを抱えながら、なかなか全体的なＰＲ

という形で県からのパンフレットであるとか、そういったところでの広報周知とい

うのは行っているんですけれども、町民への機運を高めたりとかいう、なかなかＰ

Ｒとか、そういった活動がそれぞれの市町村でできていないのが実情でありますの

で、そこのところはまた阿蘇郡内の市町村で足並みをそろえながら協力してやって

いかなければならないとは感じております。 

一方で、こちらの世界文化遺産に関しましても、代々と野焼きとか、そういった

ところで草原が人々のなりわいの中で維持されてきたというところを重要視した世

界文化遺産への登録というのを目指しておりますので、そういった中でなかなかそ

の文化資産というものが具体的に示されるかどうかというのもいろいろ課題となっ

ておりますし、また、先般、文部科学大臣並びに文化庁長官を訪問した際にも、い

ろいろ懸念事項を示されているという情報も得ておりますので、そういった部分を

一つ一つ課題を解決しながら、その中である程度の方向性が見えてくれば、また町

民への周知もできますし、このエリアを保護していくためにこういった施策を打っ

ていきますという形も示せるんじゃないかなと思っております。 

いずれにしましても、世界文化遺産を目指す方向性としましては、やはり今の草

原維持という形でいけば、野焼きの維持とか、そういったところも重要な部分にな

ってくるかと思いますので、またグリーンストックであるとか、そういった関係団

体も巻き込みながら、阿蘇郡内一体となって取り組んでいかなければならないなと

感じておりますので、協議会での協議並びに取組内容を重視しながら、町としても

取り組んでいきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 世界文化遺産、世界遺産登録には非常にいろんなハードルがあ

って、非常に今審査も厳しくなってきているという話も伺っております。ただ、５

月４日の熊日には、阿蘇地域は世界遺産へいいチャンスなのではないかという記事

が掲載されておりました。中には、やはりリストに上がっても、３０年以上たって

もまだ全然登録に至っていないという場所もありますし、今年になって、日本も北
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海道・東北地方の縄文文化の遺跡が世界遺産に登録されるべきであるという答申が

出されたという話を聞いております。やはり日本からそういう世界遺産の登録が増

えていくというのは非常に好ましいことでありますし、ぜひ阿蘇も一日も早くそう

いった世界遺産に登録をされるように、今後また話を進めていっていただきたいと

思います。 

ただ、今、まちづくり課長の中にもありましたように、草原の維持というのが非

常に重要になってくるのではないかという話もありました。これは何度か一般質問

もさせていただきましたけれども、例年、町内の各原野でも野焼きが行われており

ますけれども、平成２７年から令和元年、野焼きの対象地区の３１０ヘクタールが

４年間のうちに野焼きが行われていない原野が増えていると。この間には、熊本地

震もありましたし、平成２９年の九州北部豪雨もありましたので、そういった影響

もあるのかもしれませんが、やはり後継者不足であるとか高齢化によってなかなか

原野・草原の維持が難しい状況になってきているのではないかと感じております。

現に、今年もやはり町内で野焼きによる負傷者も出ておりまして、どうしても 前

線で野焼きを行うのは、中堅、４０代、５０代ぐらいの一番働き盛りの年代が一番

危険な場所でその作業に当たるのが実情ではないかと思います。 

その中で、やはり草原の維持というのを考えていく中で牧道の整備であるとか、

あとは防火帯の充実、または入会地の中に個人所有の山林があったりとか、また入

会地の境が個人所有の山林であったりとか、そういった場所がかなりの場所で見受

けられるということで、そういった部分でもし可能であれば、町有地と入会地の中

にある個人所有の山林の交換あたりができないのか、少しでも野焼きの負担を軽減

するためにも、延焼であるとか作業の効率を上げるためにも、そういった草原・牧

野の改良維持も必要になってくるのではないかと思います。 

６月の熊日の投稿の中に、南阿蘇村の村長の投稿がありまして、その中に、阿蘇

は全国的に見ても非常にまれな水がめの場所であると。やはり一番はカルデラの地

形でありますけれども、田園風景であるとか、あとは山林・草原が水源涵養の役割

を果たしていると。その中で、水田に次いで草原が水源涵養には非常に大きな役割

を果たしているという投稿が載っておりました。通常の雨であれば、山林は、木の

根は全然ぬれないんですけれども、草原は全体的に雨水がしみ込むと。そして、草

原は山林ほど水を吸い上げて蒸発をすることがないので、草原こそが水源涵養には

非常に重要になってくるのではないか。今後、その草原が失われていけば、雑木が

生い茂って、地中にしみ込む水の量が減ってきて、阿蘇の豊かな水資源も危機的な

状況に陥るのではないかという話で、やはり草原の維持が非常に水源涵養にも重要

な役割を果たすという投稿が載っておりまして、通常私も水源涵養というのは杉や
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広葉樹、落葉樹を植えて、そして地下水を確保するものだろうという感覚でいたん

ですが、なるほど草原こそそういった地下水を育むには非常に重要な役割を果たし

ているんだなというのをこの投稿を読んで感じました。 

町として野焼きの補助金あたりも計上はされておりますけれども、通常の牧野は

中山間地直接支払事業によって賄われていると。その事業にのらない、または補助

が少ない場所に対して町が経費を負担するような形で助成をしているという話を聞

きました。やはりこのあたりももうちょっと牧野・原野の維持のためにも予算を考

えていただいて、少しでも組合員が負担を減らして草地の維持ができるような方策

を考えていただければと思います。そして、今の草地が百年後、千年後もやはり残

っていって、阿蘇を訪れる人たちの心を和ませてくれるような風景が今後も続くよ

うに何か方策をお願いしたいと思いますが、何か町としてのお考えがありますでし

ょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） かねてより、この件に関しましては、３番議員さんに限

らず、多方面においても御質問をいただいており、また今回の一般質問においても

近いところといいますか、そういった部分もあるかと思っております。 

先ほどおっしゃられました牧道の整備、防火帯の設置については、今の御質問の

中にあったとおり、各牧野組合による尽力により、毎年いろいろとされているとい

うところもあり、また町有地を払下げをして、自分たちとして今後維持していくと

いう強い意思のもとで今後もやっていくという話も聞いているところでございます。 

そういった中で、確かにおっしゃるとおり、補助金のより一層のかさ上げといい

ますか、そういったところも必要になってくるのかなという気もしておりますが、

当然御質問の中にもあるとおり、森林の適正な維持管理という部分も踏まえる必要

があると思っています。確かに草地の水源涵養としての役割というのも大きい。一

方で、広葉樹、森林、そういった部分に対する水源涵養、保安林としての役割とい

うのも大きいと認識しておりますので、草原のみに限らず、南小国町としての重要

な森林・草地、そういったところは今後もより一層考えていく必要がある。一方で、

自分たちで守っていく、そこに何が必要であるかというものをこの場で言うことは

できないんですが、そこを十分に考えていく必要があると思っております。 

それと、あと質問の中にありました入会地、また個人、そういったところの山林

等が野焼きの範囲の中にある場合の負担軽減なんですけれども、これもかねてより

私たちも検討を進めているところなんですが、現実的にその交換の要望が上がって

いるのは１団体という状況です。実際にはそれを上回る場所といいますか、そうい

ったところがあるというのも把握しているところです。当然そこには輪地切り、輪



－ 24 － 

地焼き、野焼きの際の負担というのがあるわけなんですけれども、どうしても急傾

斜地だったりとか、なかなか機械が行けない、そういったところにおいては、非常

に対応に苦労されていると。そこをいかに軽減するには交換、そういったところが

必要になってくると思います。町有地等であれば、ある程度の理解といいますか、

進めやすいところもあるんですけれども、個人さんとなりますと非常に難しいとこ

ろもあるかと思います。 

しかし、今後も南小国町の草原・山林、そういった重要性を踏まえますと、より

一層進めていくというところがありますし、誰がどうやっていくかというところが

非常に重要になってくると思います。より一層考えていきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 先ほどの３番議員の質問の内容の中で世界文化遺産

につながる部分で申し上げますと、西部地区の今、重要文化的景観に指定されてい

る地域、並びに今後、世界文化遺産として登録するであろう地域、また緩衝地帯に

ついては、文化庁との協議も必要になってくるかと思いますけれど、先ほど３番議

員がおっしゃった草地と林野ですね、森林部分を交換するとか、そういった部分の

条件も野焼きには必要になってくるという発言がございましたけれども、そういっ

た取扱いも今後非常に厳しい状況になってくると思います。と申しますのも、現状

を維持するというのが世界文化遺産の基本となってくるかと思いますので、そうい

った観点でいいますと、森林を草地にするとか、森林を野焼きがしやすいように伐

採をしてしまって、そういった形に交換してしまうという作業が今後できづらくな

るというか、できなくなるという状況もありますので、そういったところは世界文

化遺産登録に向けた協議の中で一つ一つ確認しながら、どこまでが許容範囲で、ど

こまでができて、できないかというところの明確化もしていかないと、維持管理と

いう面では非常に、じゃあ、どこまで町民に求めるのかとか、牧野の組合員さんに

求めるのかというところの範囲も出てくるかと思いますので、そういったところも

まだまだ協議が煮詰まっていない部分がございますので、世界文化遺産の担当とい

う形でまちづくり課より発言させていただきました。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員、 後にまとめて質問してください。 

○３番（井野和哉君） ありがとうございます。 

やはり非常に登録に向けても難しい、厳しい部分が多々あるというのは、お話を

伺って分かりました。今、まちづくり課長が言われましたように、町の共有ビジョ

ンにもありますけれども、やはりこの景観をいかに維持していくかというのが一番
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重要な課題ではないかと思います。 

２０１７年に「阿蘇の文化的景観保存計画」というのが各自治体ごとに計画を出

されていると思います。その計画にのっとりながら、できるだけ一番ベストな形で

進めていかれると思いますけれども、現在、放牧数がかなり減ってきて、草原が以

前の草原とはまた違う形の草原になってきております。阿蘇のほうは、かやぶき屋

根のカヤを製品として、カヤ場として阿蘇の草原を生かせないかということで今取

組もなされておりますので、やはりそういう草原・牧野あたりの有効な活用方法と

いうのも今後見いだしながら、ぜひ景観を維持しながら、そしてその維持をする組

合員、町民の方たちの負担が少ないような形で今後進めていっていただけるように

いろんな方策を考えていただきたいと思います。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですね。 

引き続き、一般質問を行いますが、その前に消毒をいたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ４番、井上でございます。通告に基づき、質問をさせていただ

きたいと思います。 

質問事項としまして、農業地再生と拠点づくりをということをお願いしたいと思

い、ここに上げさせていただきました。 

我が町において、農業は基幹産業であり、大事な産業だと思います。また、町の

経済や美しい景観保存、豪雨災害等を少なくする面からも重要な土地だと思います。

後継者不足、従事者不足の減少など、衰退の一途をたどっています。この減少を断

ち切り、再生するのは、今の機会を逃してはあり得ないと考えております。町とし

てどのように取り組むのか、伺いたいと思います。 

提案としまして、１番目、地域ごとの拠点づくりはできないのか。それから、２

番目、休耕地・放棄地・水路等の再生はできないのか。特に、これは急斜面地の問

題でございます。それから、３番目、地区内人材と外部人材の活用化。先ほど佐藤

議員からありました高齢者等、福祉問題もありますけれど、やはりベテランの方の

能力を生かすということは生きがいであり、大事な要素かと思っております。それ

から、４番目、個人生産から組織へできないのか。やはりだんだん農業も機械化さ

れてきて、個人だけでやれる時代じゃないのかなと。ある意味、組織づくりでやる

ような農業になるのかなという具合に考えております。このあたりができないのか、

お尋ねしたいと思います。それから、５番目、これは当然マーケティングの問題で

すけれど、販路、加工、特産物の開発、このあたりもできないのか。それから、６
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番目に市場開発、計画生産ということで上げております。早急にこのプロジェクト

チームを立ち上げたいと思いますので、御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ４番議員の御質問にお答えをいたします。なお、答弁の足りな

い部分に関しては、後ほどの質問で補足いただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

本町において、農業は、新鮮で安全な食料の供給としての役割、環境や景観保全、

防災など、町の持続に向けて重要な産業だと考えます。しかし、御指摘のとおり、

高齢化等による農業の担い手不足が深刻化しており、今後の農業の発展については

より一層施策を含め考えていく必要がございます。一方で、農地の所有者は資産的

保有傾向が強く、農地の集積化については大きな進展がないままでしたが、高齢化

に伴い、また必要な農作業機械更新等を機に農地の集積化等がより一層求められて

いると考えます。 

南小国町農業委員会では、令和２年１１月より、これまでの遊休農地を解消する

活動に加え、農地集積の促進に向け、所有農地の貸付け、売却希望申出書の運用を

開始しております。その際、広報誌や文字放送での周知に加え、農業委員や 適化

委員による所有者、耕作者への聞き取りを行った結果を踏まえ、９件、約３ヘクタ

ールの申出を受け付けており、担い手や耕作者とのマッチングを進めていきます。 

また、これまでの農地集積活動の実績を考慮し、広範囲での農地集積には多くの

時間と人員を要します。そこで、大字ごとに重点地区を選定し、小規模範囲での農

地集積を推進し早期実現を目指すこととして、６月の農業委員会総会にて決定され

たところです。その重点地区は、大字赤馬場が馬場地区一円、大字中原が湯田地区

の一部、大字満願寺が志津地区の一部を想定しております。今後、半年程度でそれ

らの地区の荒廃農地を含めた情報収集を行い、活動を行っていきます。 

また、農地集積は、個人の耕作者だけではなく、組織への集積も踏まえた活動で

あるため、関係団体や組織とも情報交換や連携を取りながら進めていきます。 

販路や加工、特産の開発については、産山村と南小国町の農家や加工業者等が集

い、特産品開発に向けた取組を実施する阿蘇ファーマーズキャンプが本年度も株式

会社ＳＭＯ南小国主催で開催される予定となっております。昨年度の成果としては、

産山村との連携による新たな商品も開発されていることから、その開催について町

としても協力していきたいと考えており、併せて生産者等の希望に沿った販路を見

つけ、かつ持続可能な生産体制となるようサポート体制を株式会社ＳＭＯ南小国と

情報交換を行いながら進めていきたいと考えます。町としてもより一層の対応を考

えていきたいと思いますので、４番議員におかれましても御意見等をいただければ
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と思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 町長の並々ならぬ取組の誠意が十分伝わりました。 

しかし、具体的にどのようにするのか、これを今日はお聞きしたいと思っており

ます。特に、今、農業委員会から指摘がありました湯田の湯河内のことだと思いま

す。ここなんかは本当、現在、持ち主さんが病気で２人ほど今年から農業ができな

いということでやめております。ここは約１０人ほどの地主さんがいるんですけれ

ど、ほとんどがここは作らない状態に入っております。先ほど井野議員からもあり

ましたように、世界文化遺産というのはその農地、景観、それを動かして、初めて

遺産であって、ただ現状がこうだからという遺産じゃないと思います。これを世界

文化遺産にするためにも、そういう休耕地、昔、江戸時代あたりだと思うんですけ

れど、確か登録以外の田畑を開発すれば年貢を免除しようということで、御赦免地

というのが小国郷内では結構そういう面で作られてきたと思います。そういう先人

たちが一生懸命くわ１本で耕した場所が、今、一部は杉山になったりしていること

を僕は非常に残念にしか思っていないんです。そのあたりも何とか再生し、先ほど

言いました世界に誇る阿蘇をそういう面で活用できたらと思っておりますので、そ

のためには、今、やはりできない人たちをどのように町としてやっていけるのか、

応援できるのかを、できればお聞きしたいなと思います。 

この前、ＳＭＯさんに農業協同組合がいいのか、農業、個人、法人がいいのか、

いろいろ考えましたけれど、農業協同組合だといろいろやはり運営上非常に難しい

面もあるのかなと。それと、個人の農業、今、下城議員なんかは本当に苦労なさっ

て、頑張っていらっしゃると思います。そういうのも本当に頑張っている方がいら

っしゃるので、そういう面の応援もできないのかなという具合に考えておりますの

で、できますれば、どこか拠点を絞って、もちろん農業委員会もあるんですけれど、

やはり具体的に動けるプロジェクトチームを編成できないかなと思いますので、そ

のあたりいかがでございますでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 御質問のありました北二又、湯河内というところで、現

実的にここの所有者の方の直接の意見はまだ聞いておりません。正直、井上議員さ

んからの兼ねてからの御意見だったりとか、湯田地区関係との協議の場におけるこ

ういった発言というところを聞いてきたわけなんですが、先ほど町長の答弁にもあ

りましたとおり、４つの地区、そういったところを含めて、なおかつ想定される事

業者というところを踏まえた動きというのを行っていくという形で考えています。 

そこで、じゃあ、なぜ農業委員会が必要なのかという話になってくるんですけれ
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ども、やはり農業委員さんの中には地区担当という形の中で農業委員さんと 適化

推進委員さんというのがいらっしゃいます。当然そこには所有権の移転だったりと

か、農地の賃貸借、そういった部分にも農業委員さんというのは必要になってきま

すし、なおかつ情報収集という部分に関しては、特に重要な鍵といいますか、そこ

を持っているというところでございます。 

株式会社ＳＭＯという言葉がございますけれども、これはまだ正式に依頼があっ

ているわけでもなく、株式会社ＳＭＯが農地を所有するということになれば、農地

所有適格法人という部分をクリアしなければならないし、単に農作業を請け負うと

いうことであれば、ある程度緩和した形でやる方法もあるかと思います。ただ、Ｓ

ＭＯがやるかどうかというのは、まだまだ今後の検討段階ですし、所有者がどう判

断されるかというところが非常に重要な鍵となってくると思います。 

そういったところを踏まえて、先ほど答弁があったとおり、今後の情報収集活動

を行いながら、将来を見据えた農地の有効活用、当然その中には耕作放棄地、荒廃

農地、そういったところをなくすというのが前提として動いていくという考えでお

りますので、地元の今後の意見を踏まえながら、当然一律した農地の有効利用とい

う部分ではないと思います。いろんな御意見があるかと思います。そういった部分

をいかに反映させていくかというところが非常に重要と思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。 

この質問をした背景には、現実としてうちの田を何とかしてくれないかという意

見が、河津さんと鞭馬さん、ただでもいいから、荒らしたくないので、何とかして

くれないかということがもともとのスタートでございます。この前も、ＳＭＯさん

に農業事業部をつくりたいということを聞きましたので、御相談に伺いましたけれ

ど、何せ今頼む人たちは、今日、明日の問題なんですね。これを荒らしたくない、

何とか維持したいという気持ちで頼んできているんですけれど、ＳＭＯさんのほう

では確か立ち上げただけで、まだ１人ぐらいのスタッフさんで、阿蘇とこちらとの

掛け持ちだということを聞きましたので、非常にそれだとやはり無理があるのかな

と。そのあたりを、じゃあ、町としてバックアップできないかなというのが現状で

ございます。 

先ほど農地を取得するとか、取得しないという話じゃなくて、農地は今の所有者

でいいと思います。やはり高齢化し、病気で、本当は作りたくても作れない悔しい

思いを助ける意味で、できれば中山間の費用ぐらいが一番そのあたりとリンクして、

うまくできればいいんですけれど、そういうことができないのか。取りあえず、ま
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ずはその農地を荒らさない、それが第一じゃないかなと思って、この案件に上げて

おります。 

それと、やはり今まで農地だった場所が荒れ地になって変わってきております。

先ほど言った水害なんかも、昔はそういう農地が自然ダムの意味を兼ねて、集中豪

雨というのを守ったと思います。今の災害は、ある意味では、そういう農地を再生

できない我々に責任の一端があるんじゃないかなというのを感じておりますので、

ぜひそのあたりを何らかの、農業委員会は農業委員会さんでいろいろ大事な役割が

ありますので、今どうするかという問題を何か少しでも方向性を探る意味でもその

チーム編成ができないかなという具合に今回お願いしているわけでございます。そ

のあたりいかがでございますでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） まず、今、４番議員さんが言われました内容については、

ＳＭＯも含め、農林課も含め、十分理解しているところでございます。そこで、進

めていく中で、今後に対してどう進めていくかというのを、度重ね、ＳＭＯも含め、

協議の中に入ってはいるんですけれども。一方で、湯田地区の中にも若い方という

のは他の地区に比べ多いというところも現状としてあるんじゃないかと思いますし、

立派な後継者の方が現実的に農業をやられているという部分もございます。そうい

ったところとのマッチングというのも当然必要じゃないのかなとも思っています。

現に５月、４月、そういった部分も含めていろんな場で今後の方向性をどう進めて

いくか、そして、先ほども言った組織化という部分も含めて進められています。 

今すぐにという形で言われれば、当然今そこに住まれている方の担い手に集約さ

せることが早期解決につながると思っています。ただし、それを進めていく中では

担い手の方々の飽和状態というのも考えられますので、当然そこには組織化という

のが必要になってくるかと思っています。波居原地区におきましては法人化等も進

められておりますし、いろんなモデルケースというのもあるかと思います。そうい

った部分も参考にしながら、できるだけ早く進めていきたいという気持ちがござい

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 農林課長の補足的な部分になるんですけれども、先ほどの御意

見の中でプロジェクトチームみたいな感じのお話もあったかと思います。そういっ

たチームをつくるということも一つの手法なのかもしれませんけれども、現在コロ

ナ禍でなかなか活動ができていなかったというか、集まれていなかった部分もある

んですけれども、一つ、今後の農業を考える会といった部会もございます。そうい
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った部会が今後ある程度コロナも静まってきて、また会合ができるようになれば、

そういった中に多様な方も入っていらっしゃいますので、そういったところの御意

見をいただきながら進めていくというのが一つよいのではないかなと考えておりま

す。 

逆に、いろいろなそういった会合があるがゆえに、なかなか話がまとまらないと

いう事案もあろうかと考えておりますので、一つは今後の農業を考える会といった

ところをまた中心にこれからの方策というか、そういったところで御意見をいただ

きたいと考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。 

おっしゃるとおり、農業についてはいろんな組織があって、今まで支えてきて、

農協をはじめ、農業委員会、いろんなものができていると思います。ただ、やはり

そうじゃなくて、一番大事なのは具体的に早急に手を差し伸べるような機関がまず

欲しいなと。 終的に販路とか、先ほどいろいろ組織とか言いましたけれど、それ

は次のステップであって、まず農地を一つでも守っていくような体制をお願いした

いなと思っております。確かに湯田地区も若い人がいますので、やはりその人たち

に、これだったらいけるぞという共感を得るような何か編成ができないのかをお願

いしているわけでございます。そうすれば、移住とかいうのも共感があって、初め

て移住問題、農業の後継者、従事者というのは出てくると思います。その共感づく

りをする意味でのチーム編成を何とかお願いして、質問を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） 以上をもちまして、４番、井上則臣議員の一般質問を終わりま

す。 

１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

引き続き、一般質問を行います。 

７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） ７番、児玉です。通告書に基づきまして、一般質問をさせて

いただきます。 
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私の質問といたしましては、質問事項に書いてありますように、人口減に伴い、

税収も減っていく中、新たな庁舎別館、木材拠点施設等、建設の必要性について、

さらなる町民説明をということで書かせていただいております。 

南小国町の庁舎別館建設工事及び木材拠点施設、これは南小国町ファブラボとい

う呼び名でございますけれども、この建築及び外構工事におきましては、執行から

建設の提案がなされまして、私たち議員と協議を重ね、各議員からも様々な意見が

出され、建物の一部変更等の見直しを行いまして、３月の議会において議決をされ

たところでございます。また、４月の広報でも町長の施政方針の中で、役場新館の

新設に関して、２階建ての一部分は役場会計室と地元金融機関が入ると。また、併

せてＡＴＭを隣接させて、町民の利便性向上につながればという内容で掲載をされ

ておりました。 

しかしながら、いざ工事が始まりまして、バリケードが張られまして、それから

また電話が幾つもかかってきまして、何のための工事かという問合せが何人もあり

まして、現在の庁舎は総額で約１２億４,０００万円ほどで建てられておりまして、

これが僅か６年余りでの増設・増築ということに対して、町民の中には非常に不信

感を抱く方が多くおります。町民への周知が足りなかったのかなという部分で執行

の説明が足りなかったのかと感じる次第でございます。 

人口減に伴い、税収が減っていく中、設計監理業務委託料を含め、建設費が２件

合わせて約１億６,０００万円となっております。町としまして、また町長として

は、町民の利便性を考えた上での庁舎新設でありますが、町民の皆様に新築の必要

性について理解を得るためにも、さらなる町民説明が必要と考えますので、今回の

一般質問で上げさせていただきました。今回の庁舎別館新築に至った理由につきま

して繰り返しになりますが、一般質問においてはケーブルテレビの放映もあります

ので、再度御説明をお願いしたいと思います。 

また、木材拠点施設ファブラボに関しては、さらに厳しい意見があり、何のため

の施設なのか、これを建てることによって、町のメリットは何があるのかとか、そ

ういうことを知らない方がたくさんいますので、これも併せて今回倉庫を建てると

いうことでございますので、施設の目的、必要性について、改めてお話をしていた

だきたいと考えております。これはソフトの部分で建物の目的等につきましてお話

を伺いまして、後ではハードの部分でもお尋ねしようと思っております。 

その次に、今後予定されている農協の跡地の整備について、どのように利活用を

していくのか、どのような施設等が必要と考えるのかをお尋ねいたします。 

後に、町の施設で現在使われていない施設があれば教えていただきたいと。今

後、どのように活用していくのかをお尋ねいたします。私が知る中で森園にある観
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光農園直売所及び南小国町農産物加工所、これは試作館ですかね、これらにつきま

しては、維持管理費及び改修費が毎年ではないかもしれませんけれども、予算計上

をされていますが、実際には活用はされていないように見受けられますので、せっ

かく手を入れていますので、何回かこの質問は以前にもしたような気もして、執行

の答弁も聞いたことがありますけれど、しかし、今のところ使い手はないというこ

とでございますので、改めて借手がいるのか、いなければどうするのか、その点に

ついてお尋ねをいたします。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ７番議員の御質問にお答えをいたします。また、私が答弁書の

中で申し上げる部分以外で足りない部分がありましたら、また後ほどの質問の中で

お尋ねいただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

３月議会において南小国町木材拠点施設木工施設建築及び外構工事として、工事

請負費１,８２３万４,０００円が可決されました。御承知のとおり、南小国町木材

拠点施設ファブラボ阿蘇南小国は、小国杉などの本町の木材を使い、木工製品の開

発や製作、販売を行い、県内外へのさらなる木材普及を行うための施設として利用

されております。 

今回の建築工事等は、現状の施設では作業スペースが確保できないことから、ワ

ークショップなども少人数による開催しかできません。また、来客された方に普及

活動等を行う際、星和小学校までの距離が遠く、結果、断られる方も多くおられま

す。以前より指摘のある町民への普及を踏まえ、かつ、さらなる小国杉等の県内外

への普及を目的として進めてまいります。 

続きまして、庁舎別館建設については、３月議会において工事請負費と監理業務

委託費合わせて１億４,２４７万１,０００円の予算で可決をいただき、現在建設が

進められております。町民の皆様には御来庁の際、大変御迷惑をおかけしておりま

すが、御了承いただきたいと思います。 

現在の庁舎は、平成２７年３月に竣工し、同年５月から業務を開始しております。

当初の計画では、庁舎北側からの県道南小国波野線からの進入路の計画もありまし

たが、諸事情により計画を中止しております。このため、町民の方の利用頻度が高

い会計室は正面玄関から遠い場所にあり、非常に不便をおかけしている状況となっ

ております。また、管理センターや庁舎内の会議室の利用も非常に多く、会議室が

慢性的に不足している状況となっておりました。 

一方、数年前、肥後銀行から、肥後銀行南小国出張所は現在築３８年で、施設管

理の目安である４０年を迎えようとしているとともに不採算店舗であることから、
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今後店舗維持の判断をしていかなければならないとの相談がありました。平成２１

年９月の農協の有人店舗の廃止に続き、肥後銀行の有人店舗が廃止になると町民の

利便性が極端に低下するため、そのような事態だけは避けるべきと考えました。 

そこで、小国郷内に有人店舗を有している金融機関を対象に募集を行いました。

今後、南小国町内で有人店舗の営業を行う、またはＡＴＭを設置する意思がある金

融機関があれば、町民の利便性は確保されます。また、別館を建設したとしても、

その金融機関と町で賃貸借契約を締結することにより、町の財政負担軽減につなが

ります。募集の結果、肥後銀行の有人店舗及びＡＴＭ、ＪＡ阿蘇小国郷農協のＡＴ

Ｍの設置の応募があり、庁舎敷地内に店舗の営業及びＡＴＭを設置できる別館の建

設を行うこととしました。 

これにより、別館１階に会計室を移動し、金融機関、ＡＴＭの併設により公共料

金などの支払いがワンストップでスムーズに行うことができ、利用者の利便性は格

段に向上すると言えます。また、２階に会議室を設置することで、会議室の不足は

解消されるとともに、コロナ禍による災害時の避難所としての活用や、オンライン

会議やリモートワークなど、利活用の幅が広がります。 

今事業については、今後、ケーブルテレビや広報等で分かりやすく町民にお伝え

していきたいと思います。 

次に、農協の跡地整備、利活用につきましては、本定例議会の一般会計補正予算

に農協跡地の不動産購入費を計上させていただいており、それが承認された上での

話となりますことを御理解ください。 

まず、南小国町の未来を考えたとき、さらなる人口減少、少子高齢化の進展、ま

たそれらに派生する形での税収の落ち込みなどによる財政状況の逼迫といったこと

が懸念されます。つまり、それはこれまでどおりのインフラ整備や公共交通機関の

維持などの公共施策の提供が困難になることを意味しています。 

私たちは、今後縮小していく経済を前提に町の機能をある程度中心部に集約化し

ていく、いわゆるコンパクトシティの考えに基づいたまちづくりを進める必要があ

ると感じています。そういった点において、農協跡地は半径２５０メートル圏内に

役場や銀行、小学校、コンビニなどの商業施設、歯科医院があり、半径５００メー

トル圏内まで広げると、郵便局や保育園、中学校、温泉館や福祉施設、医療機関等

が含まれてきます。そのような好条件の場所は、コンパクトなまちづくりを今後進

めていく上でも町が保有していくことが望ましいと考えます。 

今後の利活用に関しては現在のところ白紙であり、今後、農協跡地利活用検討委

員会の皆様方の御意見や町民アンケート結果を基に、さらなる検討を行っていきた

いと考えております。また、今後の利活用の方向性が決まれば、国等の補助金・交
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付金等が活用できる場合は活用したいと考えております。しかしながら、補助金や

交付金を使うことで、後々使い勝手が悪いものができたりする場合もございます。

むしろ補助金や交付金などに頼らず、民間事業者の力をお借りし建設費や維持費を

抑えるやり方など、いろいろな選択肢を踏まえ、判断したいと思います。いずれに

しましても、財政面に関しては、町の将来的負担が少なくなるような手法を模索し

ながら、町民の幸福度向上に寄与できる空間の創出に努めてまいります。 

以上、述べてきたとおり、別館建設及び農協跡地の購入に関しては、将来的な財

政や公共サービス低下などへの懸念があるからこその町中心部への機能集約化の事

業であることを御理解いただければと思います。 

後の質問ですが、町有施設は今のところ何らかの形で使用されており、全く使

われていない施設はありません。しかしながら、建物の耐用年数や維持費などを勘

案しながら、修理や解体、民間への貸出し、売却等を検討すべき時期に来ているも

のと認識しております。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） ありがとうございました。 

庁舎別館につきましては、私としましても、今、町長がお話しされた施政方針に

近い内容で聞かれれば説明をしております。しかしながら、それに対しても利便性

が悪いということであれば、建て替えをしなくても、今の会計室に近い出入口のと

ころにとめてある公用車を全て前のほうの駐車場に持っていき、そこを町民の駐車

場にすれば、人の目を気を遣わずに入りやすくなるんじゃないかとか、いろんな意

見があり、あなたたちはそういう意見は出さなかったのかとか、様々なお叱りの意

見、いずれにしても大きな金額を使うものですから、そういう意見も指摘も受けて

いるところでございます。 

町長が今お話をしていただきましたとおり、具体的にそれぞれの建物の必要性に

つきましてはお話をしていただきまして、そこのところがやっぱり町民にはまだま

だ周知されていない、認識されていない、必要性について。大事なところだと思う

んです。執行としては、当然町民の利便性を考えた上での予算計上と、建設に向け

ての予算計上等がありますけれども、やっぱり町民にすれば、またお金を使ってと

いう話になるものだから、何度もこの話につきましては、僕たちは、議員としては

聞いていますよね。ただ、町民にすれば、１回、２回、今ではケーブルテレビ等で

の話とか、広報等でも掲載されていますけれど、なかなかそれを見る人というのは

そんなにいないわけですよね。ですから、何の工事が始まったのかとか、またそう

いう話になるものですから、また改めましてそういう質問を再度町民に必要性につ

いて聞いていただこうということで質問したわけでございます。 
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町長の 後の話で、そういうことに関しては町民にまた説明をしていきたいとい

うことでございますので、そこのところはそのようにしていただきたいと。やっぱ

り町民納得の上での建物の施設というのが一番ベストだと思いますので、よろしく

お願いしておきます。この必要性につきましては、町長がスムーズに話をして、今

のようなことは町民の方たちにも理解をしていただきたいと思っております。あり

がとうございました。 

次に、今度はハードの部分になりますけれど、ハードといいますか、庁舎別館は

委託料も入れれば、約１億４,０００万円と。公共事業ですので、かなり高くなる

のかなと思いながらも、私たちは承認をしたわけでございます。これだけの金額に

なる建物の造りにつきましても、今度は構造的に高齢者に優しい造りになっている

のか、２階までエレベーターはあるのかとか、工事の期間が１年間続けば、その間、

駐車場は狭くなります。災害が起きた場合にどのような対応を取るのか、またその

間の役場職員の駐車場はどうするかなど、今度はその部分につきまして説明をいた

だきたい。 

それと、木材拠点施設ファブラボに関しましては、私からも説明はしています。

木材に彫刻する３Ｄプリンターなどを置く場所がないので、現在は旧星和小学校に

置いておりますけれども、利用者の利便性が悪いから、新たに現在の施設に隣接し

て倉庫を建てるという説明をしていますが、これに関しましても設計監理業務委託

料を合わせまして約２,０００万円の予算計上となっていますので、このファブラ

ボに関しましては、どのくらいの頻度があるのか、費用対効果がどのくらいあるの

か、またこれまでにどのくらいの費用を要したのか、委託料等もあります。という

ことで、今回の工事も併せて、町民の皆様にこの場をお借りしまして、再度説明を

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。取りあえず、この２つ。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 庁舎別館につきましては、利用者に優しい造りになってい

るかということでございますけれども、１階部分については、金融機関の店舗、Ａ

ＴＭの利用、会計室の利用については使いやすい造りとなっております。２階の会

議室の部分というのが、会議室のほかに避難所等も予定しておりますが、避難所の

際にはエレベーター等がございませんので、車椅子とかを利用される方、足の不自

由な方等の避難をされるときには難しくなるかもしれませんので、職員の対応等が

必要になってくるかと思われます。 

それと、駐車場についてですけれども、現在、駐車場が建設に伴って間仕切りが

してありまして、非常に町民の方には御迷惑をかけていると思っております。これ

に併せて、今回、農協跡地の購入の話が出ておりますけれども、現在もし予算が通
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ったらでございますけれど、農協跡地を購入すると、解体まですることになってい

ますので、あそこも現在、駐車場として農協より借りております。職員の駐車場は、

今度新たなところに個人有地を借用して、駐車場にしたいと思っております。現在

使われている部分は町民駐車場として利用するようにいたしまして、別なところを

１０月ぐらいから借りる予定としているところでございます。この借りる賃借料に

ついては、今議会の補正予算の第３号に上げさせていただいております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 御質問のありました木材拠点施設について回答いたしま

す。 

木材拠点施設のまず建物の大きさからなんですが、今回計画している建物自体は、

狭いほうの幅が約５メートル５０センチ、長いほうの幅が１３メートルということ

で、以前にも御説明を申し上げたところです。その上で、建物から県道側に向いた

部分の外構部分の舗装工事、それと一部緑化工事を含めたところでの今回の予算計

上という形で行っております。 

そういった中で、令和２年度につきましては、非常にコロナ感染症対策の影響に

より、いろんなイベントが開催自体ができませんでしたので、そこでの利用頻度と

いうのは割愛させていただきますが、令和元年度の利用者数につきましては、年間、

約２０７人、一般の方が来られて、そこを利用されたと。それと、ワークショップ

による参加人数、延べになりますが、４６７人の方が参加をされております。この

数字が数字的に利用頻度が高いかどうかという判断については、私としては非常に

高いと一つ思っております。 

今後の木材普及をする上においては、実際参加されている方の御意見とかも含め、

いろんな、当然中にはもっとこうしたらいいのではないかという御意見等もいただ

く場合もありますが、参加された方の御意見を聞きますと、非常にいい言葉を聞か

れながら、当然先の議会にもありましたとおり、また町長の答弁にもありましたと

おり、なかなか町内の方向けに主催するイベント、過去にもいろんな周知をやった

上でのことがあったんですが、結果、若い方だったりとか、若い奥様方、そういっ

た方々の出席が非常に多いような現状でした。ですので、そこら辺は非常に今後の

改善していくところが存分にあるかと思っております。 

そういった中で、根本的に何のためにある施設かということで考えますと、やは

り小国杉というブランドを抱えた町であり、多くの山林、そういったものを所有し

ておりますので、その需要を高めていくためにも、そのＰＲをする施設というのが

当然のことながら必要ではないかと思っております。 
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具体的に建設当時の工事費なんですけれども、すみません、今手元に資料がない

もので、大体の額なんですが、１億円をちょっと切れるぐらいの金額ではなかった

かと思っています。正確な数字が必要であれば後に資料を提出いたしますが、そう

いったところも含めて、より一層指定管理者との話も含めていきながら、何のため

の施設であるかというところを念頭に置き、町民の方へのＰＲも含めて、利活用に

ついては十分指定管理者とともにあわせていきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） ありがとうございます。 

利用者は、令和元年におきましては２０７名と、ワークショップにつきましては

４００名余りの利用があったということで、しかし、それがどのようにそれをする

ことによって生かされているのか、その内容的な部分は、参加者はいるにしても、

よく分からない。私にはあまり分かりませんので、そこ辺の具体的な内容について

もお伺いしたい。ですから、町民の方が疑問に思っているというのはそういうとこ

ろなんです。何のための施設なのかということで、今言われますように、小国杉の

ブランドを高めるためにということではありますけれども、費用対効果がどのくら

いあっているのかとか、そういう部分での説明がいるんじゃなかろうかということ

で質問しているところでございますので、もうちょっと具体的に教えていただきた

い。 

それと、建築に関しましては約１億円ということでございますけれども、ほかに

も用地代等もあるかと思いますので、そこの部分も併せてこの場をお借りして説明

をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 費用対効果の説明ということでよろしいでしょうか。す

みません、建設費との絡みというか、利用者との絡みといいますか、どういうお答

えをしたほうがいいのかなと思いまして。すみません、こちらから答弁をさせてい

ただきますので、また不足点があれば、お願いいたします。 

一番いいのがその費用対効果という部分で考えたときに、総合的に考えますと、

何らかの数値、それと小国杉に対する売上げ、そういったものが一番分かりやすい

のかもしれませんが、現状で今その資料というのは持っておりません。 

ただ、一方で、昨今の森林組合等での木材価格の状況等も踏まえますと、当然そ

こには昨年度行いました、はえ積使用料の一部補助、そういった部分の効果も若干

程度あるのかもしれませんが、それなりの効果というのは出てきているのではない

かと思っています。ただ、それというのは、当然販路があり、需要があり、そうい
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った部分で、結果として山林の所有者への効果が見えてくるというところになって

くると思います。そのための施設としてファブラボ阿蘇南小国があるわけですので、

なおかつ、需要先を考えてみた場合に、町内だけでは当然のことながら多くの需要

が見込めるわけではないというところもあるかと思います。それを踏まえますと、

県内外への需要というのを見据えていかなければ、より一層の効果というのは出て

こないと思っていますので、当然建設費、用地費、そういった１億円を上回るよう

な金額を回収するという考えでいくのであれば、現時点では当然そこの投資に見合

ったような部分ではないのかもしれませんが、今後の需要拡大という点から見てい

けば、一つの手段としての施設として成り立つのではないかという考えもあるかと

思います。当然その考えに関してはいろんな御意見等もあるというところも踏まえ

た上で、先ほどから申したとおり、今後の有効活用というのがいかにあるべきかと

いうのが一番の議論の中心になるのではないかと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 私からまた補足でお話をさせていただきたいと思います。 

まず、ファブラボに関しましては、金額は、すみません、私も前回の今建ってい

る建物がどれぐらいかかったのかというのは正直把握をしていなくて、大変申し訳

ないんですが、確か地方創生交付金の１０分の１０を使ってつくらせていただいた

ということでございまして、もちろんそれ以外の土地代だったりとか、外れたもの

もあったかとは思いますけれども、全て地方創生交付金がベースになっているとい

うことで御理解いただければと思います。 

あと、そういった中で、指定管理者として、今、株式会社Ｆｏｒｅｑｕｅにあそ

こを運営していただいております。杉の葉っぱからエッセンシャルオイルだったり

とか、そういったところを抽出して販売もしているわけですけれども、本当、国内

のみならず、海外においても評価を得ていると思います。結構海外での雑誌とかに

も取り上げておりますし、国内でのある程度高い客層というか、向けの雑誌とかに

も取り上げられるような非常に高品質な洗練された作品が出来上がっているんじゃ

ないかなと感じておりまして、それというのはやはり南小国町基幹店ということで

あそこの店舗は紹介されておりますので、いろんなＰＲもされているんじゃないか

なと思っておりますし、小国杉の認知を高めている一役を担っていただいているの

ではないかと思います。 

また、同時にふるさと納税でもあそこの家具は出させていただいておりまして、

そういったところでも、椅子だったりとか、結構金額的にも高額な金額であるもの

の、ふるさと納税の返礼品としては数も出ているといったような話を聞いておりま
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すので、そういったところでの地域貢献というのはなかなか目に見えない部分は正

直あろうかと思いますが、やっていただいているものと思います。またこれからも

ぜひそういった指定管理者にはどんどん外のメディアだったりとか、そういったと

ころに打ち出していっていただきながら、小国杉の認知度を高めていただくことで、

さらに建築資材だけではない小国杉の利活用といったような選択肢もどんどん増え

てくるんじゃないかなと期待をしているところでございますので、補足で説明をさ

せていただきました。 

あと、中学生に向けてファブという部活動というか、いろいろ３Ｄの機械を使っ

たりとか、ショップボットという、今、旧星和小学校にある機械を使いながら、い

ろいろな加工品をつくって、この前も発表会もありましたけれども、今、地域おこ

し協力隊で来ている三舛と、またその同僚というか、スタッフもいるんですけれど

も、これまでやっぱり普通の学校だけでは体験できないような、そういったものの

つくり方だったりとかというものを提供できる施設としてはほかにはないので、あ

れは南小国町らしさじゃないかなと思っております。 

あと、ショップボットに関して言えば、前回、白川温泉に山鳥の森というキャン

プ場があるんですが、豪雨災害で被災しまして、そういった中でコテージというか、

そういったところも川に流されてしまったという中で、いろいろと相談が農林課に

も来ましたし、そういった中で何ができるのかと考えたときに、ショップボットで

コテージをつくろうということで、ある意味、簡単に言えば、プラモデルみたいな

感じで、基本的にはくぎを使わずに組み立てていくという建物です。今、多分合計

で３棟つくる予定だと思うんですけれども、私も１棟目が出来上がったので、見た

んですけれども、大人４人ぐらいで確か１週間から１０日ぐらいで全部屋根まで組

み上げたという話を聞いております。これは、くぎを使わずに、本当にプラモデル

みたいな感じなので、逆に言えば、例えば有事の際とか、そういったときに、ここ

の駐車場に被災者の方に向けた何か住宅をつくるとか、そういったことも今後でき

るんじゃないかといったようなお話も伺っておりますし、例えば小さいものでいけ

ば、犬小屋とか、そういったものもくぎを使わずに組み立てることができるので、

小国杉を使ったショップボットで切り出した犬小屋というものを、例えば外に販売

していくといったこともできるんじゃないかといったようなお話も伺っているとこ

ろでございますので、そこをまだまだ周知が足りないということは御指摘のとおり

かと思いますけれども、ぜひ知っていただけるような、またその可能性をさらに引

き出せるように私どもとしてもしっかりと支援してまいりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 
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○７番（児玉秀次郎君） ありがとうございました。 

○議長（平野昭夫君） 後ですので、まとめてください。 

○７番（児玉秀次郎君） 先ほどの費用対効果につきましては、課長がおっしゃるよう

に、なかなかお金でできるものじゃない、今後の小国杉の需要拡大に向けてのそう

いう取組ということでございますので、またそのような話のところもしっかり説明

をしていただきたいということで、やっぱりこれに関しましても町民に分かりやす

く、今、町長が述べられたように、いい仕事をたくさんされているんだなというこ

とを今感じたところでありますので、しっかり今後はＰＲしていただけるように、

ファブラボというのは何ぞやというチラシなり、そういうのもまた改めて入れるな

りして、しっかりと町民に理解をしていただきたいと思っております。 

それから、建築に使う木材、主に外材ですが、今年の３月半ばぐらいから、外国

からの木材が入ってこなくなったということで、現実に国内においてもまた小国郷

におきましても、早速合板等の木材が手に入らなくなったということでございます。 

その要因としましては、コロナ禍の影響によって世界中の建築需要が高まってき

ており、各国が金融緩和策を講じたことに加え、アメリカなどでは在宅時間の増加

によって都会の集合住宅から郊外の一戸建てへと移住する人が相次ぎ、木材価格が

高騰しているということが書かれておりました。これはネット上で見てみますとで

すね。ほかにも、アメリカ、欧州の住宅建設着工率の上昇、海上輸送コンテナ不足

と、港湾作業員の不足、輸送船の不足と輸送コストの急上昇、規格が厳しく、買い

付け単価が日本よりも中国への輸出が増えたということが主な要因のようでござい

ます。 

このため、外国産材におきましては既に１.５倍と、このままいきますと２倍近

くになるだろうという予想が立てられております。既に国内の木材におきましても、

１.５倍ぐらいに高騰して、合板等の木材が不足しているということでございます。

このため、国内産の木材の需要が増えてきておりまして、それに伴い木材価格も

徐々に単価も高くなってきているということで、林業を主とする山主さんにとって

は近年にない朗報ではなかろうかと思っております。 

質問ですけれど、しかしながら、庁舎新館等の建設工事におきましては、先走っ

たことを言うようでございますが、当初の契約金額で終わらせるように、材料不足

を理由に工事の遅れ、また追加補正がないよう業者とはしっかりと協議をしていた

だきますようお願いをしたいということでございます。 

後の質問ということでございますので、農協の跡地の利活用につきましては２

番議員の佐藤議員からもお話が出ていましたけれど、アンケート調査も既に結果も

出ておりますので、町長のお話もありましたので、いずれにしても町民の意見を参
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考に町に合った建物をぜひともつくっていただきたいと、検討する時間はまだまだ

ありますのでですね。 

それと併せて、 後の質問ですけれど、現在、農協の建物は更地にして町に渡す

ということになっておりますけれども、農協の今現在建っています農機具センター

の建物ですね、一番奥にありますね。あれは、鉄筋造りで立派な造りで本当にしっ

かりした造りの建物でございますので、壊すのは本当にもったいないけれど、やっ

ぱり更地にするということで壊すようにはなっていますけれど。あの部分につきま

しては、また再利用ができないのか、検討の余地はないのか、今から検討も十分で

きると思いますけれど、例えば公用車を入れる屋根にしたりとか、そういう十分再

利用で使われるんじゃなかろうかと思いますので、ここは一つ検討する余地がある

んじゃなかろうかと思いますので、 後にそれを一つ質問して、私の一般質問を終

わらせていただきます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 御意見、ありがとうございます。 

工事金額等に関しましては、もちろんあの契約金額で行うということが大きな原

則であると認識をしております。もちろんその中で抑えるということで私どももや

ってまいりますけれども、不測の事態というか、市場価格の高騰だったりとか、そ

ういったところがあるかもしれませんので、そういったところに関しましては、私

も事前にこの金額で抑えてくれという話はしますけれども、万が一ということで１

００％その金額の中で収まるかと言われると、なかなか確約はできないかなとは思

いますけれども、可能な限りその中で抑えるような形で進めてまいりたいと思いま

す。 

あと、建物に関しましてでございますが、一番奥の農機具倉庫に関して利用価値

があるのかもしれませんが、この前、議員の方に全員協議会で説明をさせていただ

きましたが、覚書の中に関しては全て解体するということで農協さんとはお話をし

ておりますので、今のところは全部の解体で考えているところでございます。逆に、

後で残って、むしろ何かしらの補強だったりとか、そういったことによってまたお

金がかかるかもしれませんし、できれば何かしら次につくるときにはある程度更地

の状態で新しく生み出すというほうが私としてはやりやすいんじゃないかなと考え

ておりますので、何か一部の建物を残すということは、検討委員会のお話もいただ

いたんですけれども、全て更地で購入しようということでございましたので、現在

のところは全て解体して更地で購入させていただきたいと私としては考えておりま

す。 
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以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） ほかの課長さんはいいですか。答弁はいいですか。 

それでは、７番の児玉秀次郎議員の一般質問はこれにて終わります。 

続きまして、６番、下城孔志郎議員。 

消毒します。すみません。 

はい、下城孔志郎議員、よろしくお願いします。 

○６番（下城孔志郎君） ６番、下城です。通告書に従って、１点だけお伺いをいたし

ます。 

これまで耕作放棄地、農業の問題、いろいろ質問をしてまいりました。今回は耕

作放棄地をどのようにするかという、私も農業委員会の一員でもありますので、何

とかこれ解消せないかんばいという話はちょくちょく毎回のように出る。先ほども

これに対してどういう方策があるかということも出ておりますけれども、なかなか

具体的な方策というのが見つからないというのが現状であります。 

そのような中で、国も再生エネルギー政策というのを一生懸命取り組まないかん

ばいということで、町もそのような姿勢でこれから政策を考えないかんということ

があると思います。耕作放棄地に太陽光発電システムを置いてみたらどうかなとい

う御提案でございます。ただ、提案といいましても、これすぐ今日言うたけん、明

日できるような話でもありませんので、中長期的にある程度の方向性といいますか、

というのを今から考えてもいいんじゃないかということで御質問をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ６番議員の御質問にお答えをいたします。 

６番議員は、南小国町農業委員会委員でもありますので、現在行われている農業

委員会としての活動を踏まえての御質問であると思いますが、南小国町や南小国町

農業委員会としては、農地法の目的である農地を農地以外のものにすることを規制

するとともに、農地を効率的に利用することを前提とし、耕作放棄地を解消し再利

用や維持を行うことが南小国町や南小国町農業委員会としても 優先であると考え

ます。 

しかし、御質問の太陽光発電はその農地から収入を得る一つの手段でもあると認

識しています。その上で、耕作放棄地とは、農林業センサスで定義されている用語

であり、南小国町農業委員会として把握している農地は荒廃農地でありますので、

答弁としては耕作放棄地を荒廃農地として置き換えさせていただき、荒廃農地の現

状から御説明いたします。 

令和２年度の南小国町における農地面積は、６９１万４,５６７平方メートルと
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なっており、前年度からも含め、農地パトロール等により確認された荒廃農地８万

６,２８６平方メートルのうち、５,６３２平方メートルが解消されたものの、新規

に６,３２０平方メートルが発生し、結果として８万６,９７４平方メートルが解消

されていません。 

荒廃農地が発生する原因としては、御承知のとおり、農家の高齢化、後継者不足

や担い手の不足、維持管理のコスト高、収益性の低さ、有害鳥獣による被害、度重

なる災害発生による耕作の意欲低下などが考えられます。 

質問の太陽光発電システムも含めた再生可能エネルギーの導入につきましては、

政府からも２０５０年カーボンニュートラル社会の実現が明言され、本町としても

第４次総合計画にて新たな再生可能エネルギーの導入推進を表明し、２０２１年か

ら２０２５年度までのロードマップを踏まえた計画により、関係各課により進めら

れているところです。そのロードマップでは、太陽光発電の導入可能性について、

小規模的なものは除き、大規模となるものは景観保護の観点から導入すべきではな

いとしており、また農地転用を伴う導入は農業衰退につながるおそれがあるとして

慎重に扱うものとされております。 

しかし、本年４月の熊本県農林水産部通知では、再生可能エネルギーの導入促進

の観点から、耕作者の確保が見込まれない荒廃農地において再生可能エネルギー設

備設置の積極的な促進が図られるよう努めるものとするとあり、農業振興地域制度

及び農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用が求められています。この通知を受け

て対応方針を再検討している段階ですが、農振農用地では優良農地確保の観点から、

太陽光発電施設への転用は推進せず、農振農用地以外では設置を妨げるものではな

く、可能な限り継続的に営農が可能となる営農型太陽光発電等の設置を推奨し、農

地を転用せずに利用する方法を求めたいとも考えます。 

今後、遊休農地の発生防止、解消、農地利用の 適化を前提とした上で太陽光発

電の設置に伴う崩壊や土砂等への河川への流失、被害防止を考慮し、関係機関等と

の協議を踏まえ、再生可能エネルギーの導入が円滑に進むようできる限り進めてい

きたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） ありがとうございます。 

円滑に進めるように町としても頑張るというような今の町長のお話だったと思い

ますが、それでいいんですよね。 

私も２０１１年から２０１５年ぐらいまで４年間ぐらい太陽光発電の会社をして

いたんです。実際現場でやっていましたので、太陽光発電というのは、そのときに
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は屋根の上につけるという、こういう野立てというんですね、そういう地面に直接

つけるのは、野立てのところというのは一遍もやったことはないので、屋根の上と

かビルの屋上とかというのをやっていたんですけれども。 

実際言って、今の太陽光発電の補助金というのは１キロワット当たり１９円とい

うことなんですけれども、大体１０キロワットをつくるのに、野立ての場合、３０

０万円ぐらいの設置費用がかかるということです。私も離れて相当なりますので、

現在の本当のところというのはよく分かりませんけれども、その当時は３キロワッ

トで３００万円、１キロワット当たり１００万円かかっていましたので、今は１０

分の１ぐらいになったんだなということを改めて思っております。 

ただ、実際のところ、荒廃地にやるに当たっては、やっぱり地面をある程度固め

るとか、それから野立てという地面に直接こういうブロックというか、コンクリー

トのものを敷いて、そしてその上に斜めにやりますので、ある程度の地盤の整備と

いうのも必要であります。実際その機材だけで３００万円ぐらいかかるならば、そ

の下地といいますか、それにまたそれなりのお金がかかるであろうと。実際のとこ

ろ、なら１キロワット１９円で買い取ってくれるとは言うものの、実際年間通じて

幾らぐらい発電するのかとか、何年で出した金額の回収ができるのか、何年目から

プラスになっていくのかということを考えますと、なかなかペイするまでにある程

度年数がかかるのかなということも思います。 

今、町長がおっしゃったとおり、私も農業委員会の一員として何とかそういう遊

休地、今おっしゃっていた荒廃地というのをなくさないかんということは日頃の話

の中で当然出てくるわけですけれども、このあたりのことについて、やっぱりそう

いうことを進めていく上で考えていてほしいのは、例えば今年、令和３年は１９円

ですが、恐らくどんどん下がっていくだろうということは容易に理解もできますも

のですから、そのあたりの町としての設置に対する何らかの手当て、補助金という

ことも考えておいてほしいなと。 

今、熊本市をはじめ、県内１２の町村でそういう太陽光発電とか、新再生エネル

ギーの補助金という制度があります。本町においても、そういうことも十分踏まえ

ながら、考えながら、ほかの例を調査しながら、そういうことも考えておいてほし

いと思いますが、そのあたりのお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） すみません、答弁内容が右往左往する部分もあるかと思

いますけれども、御了承いただければと思います。 

まず、ＦＩＴの売電価格につきましては、現状では、先ほど御指摘あったとおり、

１０キロワット未満が１９円という形で売電がされているんですけれども、御承知
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のとおり、１０年以上前からの単価と比べると、確か当初は３３円程度の金額が

年々年々下がってきて、当然１０年の満了期間という形も迎えてきて、結果として

割に合うかどうかというのは非常に悩ましい部分ではないかと思っています。 

ただ、一方で、一番当初の設備にかかる費用とそれに応じた売電価格というのが、

先ほど言いましたとおり、３３円という形であったんですけれども、昔に比べると

現状ではその設備費に対する投資費用というのは下がったという言葉も聞きます。

ですので、売電価格が下がったといえども、ある種投資の意味では、成り立つとい

う考えも一方ではあるのも事実ではないかとも思っています。 

当然そこには二酸化炭素削減だったりとか、いろんな効果を踏まえた上での判断

もあり、しかしながら、一方でそこの庁舎前にあるカーポート型の太陽光発電を考

えたときに、あの程度の規模であっても１５０万円から大体２００万円程度の規模

が、あの場合は、町の支出ではなく、民間企業者での設置という形が整ったわけで

すからそういったことができたのかなとも思いながら、先ほど町長答弁の中にもあ

りましたとおり、荒廃農地も含めた農地以外の土地も含めてですけれども、先ほど

答弁の中で申しましたのが対営農型太陽光発電、それと単純に太陽光を利用した発

電をする場合において、それぞれの設置費用というのが異なってくるかと思います

し、各種パネルもいろんな種類が今現状ではあります。有機系だったり、シリコン

系だったりとか、いろんな種類がありますので、 終的に一概に成り立つかどうか

という部分も含めて、利用者の意向といいますか、設置する際の意向によって、非

常に大きく変わってくるのかなと思っています。 

しかしながら、 終的に考えますと、二酸化炭素削減の問題、そういったことを

踏まえて、やはり太陽光発電の必要性というのは十二分にあり得るんじゃないのか

な。それと、先ほどの町長の答弁にもあったとおり、農振農用地以外の農地、それ

と単に使われていない一般的な土地、そういった部分において、何らかの形で収入

を得るには一つの手段でもあるとも考えておりますので、しかしながら、当然日照

時間等の問題もあるかと思います。それと、午前中にお話がありました、世界文化

遺産における開発関係との絡み、そういったところが非常に大きな問題となってお

りますので、現在、関係各課と５月においてもいろんな協議を行ったところなんで

すけれども、現時点ですぐやれるかというのは非常に方向性が見えていない中で、

午前中の答弁にもあった部分の方向性なんですけれども、そういったところにも影

響してくるものですから、なかなか難しい問題もあるかと思っております。 

しかしながら、御指摘のとおり、耕作放棄地、荒廃農地の解消の一つの手段とし

ては十分成り立つ話かと思っておりますので、それを踏まえて進めていきたいと思

っております。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 耕作放棄地の荒廃農地の部分とは異なる部分はある

かと思いますけれども、現在、町のほうで再生可能エネルギーの導入に向けて、太

陽光発電の設備等の導入促進事業補助金という形で今年度から取組を進めておりま

す。この補助事業というのが、主に住宅に設置する太陽光発電並びに蓄電池になり

ますけれども、こちらが農地転用を伴わない住宅に隣接する家庭菜園とか畑の土地

とかがあったとすれば、そちらに太陽光発電を設置するという場合も補助対象とな

ることはできます。ただ、農地転用を伴うものについては、こちらは除外としてお

りますので、そういったところで太陽光発電並びに再生可能エネルギーの導入促進

につきましては随時総合計画等とともに取組を進めてまいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） 世界文化遺産との絡みということについても、よくある程度

存じております。世界農業遺産とか世界ジオパークとか、そのあたりの指定を受け

ている押戸石の管理者としましては、そういう太陽光発電を、特に大規模なものを

あの原野のところにやってもらうというのは非常に抵抗がありますし、それはやっ

ぱり７市町村の申合せどおりしないほうがいいんだろうと。もしそういうことだっ

たら、やっぱり反対するだろうなということを私自身も思います。ましてや、去年、

一昨年、一昨昨年、熊本県の特別景観賞というのを押戸石がいただきまして、非常

にありがたいことだと思っています。 

ですから、午前中の話にもありましたけれども、それなら、どこからどこまでが

景観に対して、いや、ここはいいんだと、ここはいかんのだというか、ちょっと待

ってくれという話が、そういう線引きがなかなかまだ今のところできていないとい

うことをお伺いしましたので、そういうことも含めて、十分に御検討をいただきた

いと思うんです。 

やっぱり荒廃地、耕作放棄地、何らかの形で、町の共有ビジョンにもありますけ

れども、再生エネルギーを使って、地域資源を生かした地域づくりといいますか、

そういうのも共有ビジョンの中に明記をされております。そういった意味で、私は

いつも申し上げるんですが、ここで生きている者が飯を食える、太陽光だけで飯が

食えることはないですけれども、しかし、その一助となるような、そんな施策を町

のほうで援助してほしいと。全部が全部ということはあり得ない話ですから、そう

いう施策を、今後、町のほうで考えていただきたいということで質問を結びたいと

思います。何か、町長、よければお話をいただきたいと思います。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

先ほどまちづくり課長も申し上げましたけれども、今年度からでございますが、

そういった町の共有ビジョンだったりとか、国の動き、ＳＤＧｓという部分、そう

いったところも踏まえて、本町でも再生可能エネルギーを使っていこうということ

で太陽光エネルギーだったりとか、小水力に関して利活用しながら、それを横展開

できるものは横展開していったほうがいいんじゃないかと考えております。 

しかしながら、先ほどのお話にもあったとおり、家庭菜園とか、そういったとこ

ろはできるんだけれども、農地転用を伴うところにはできないといったような状況

でもございます。まだまだ課題感は正直ございますので、引き続き関係課、また農

業委員会さんもそうなんですけれども、そういったところと協議しながら、どうい

った形でできるのかといったところも引き続き協議をさせていただければと思いま

すので、またいろいろと御意見等ございましたらいただきたいと思います。 

いずれにしましても、そういったところで地域の中で少しでもお金が地域の外に

漏れることを防ぐためにも自然エネルギーを活用するというものは必要だと認識を

しておりますので、そういったところで引き続き御意見を頂戴できればと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） それでは、２時２５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時０９分 

再開 午後２時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

一般質問を引き続き行います。 

９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ９番、森永です。通告に基づき、２点質問させていただきます。 

１点目は、今後の観光施策についてです。 

このコロナ禍において も経済ダメージを受けた産業は観光関連産業と言われて

おります。移動の自粛、集合の自粛、インバウンドの消失、この三重苦で大打撃を

受けております。本町においても、町内総生産の４４％を観光関連産業が占めてお

り、経済ダメージはとても大きいです。 

その中、始まりましたのがワクチン接種です。このワクチン接種は、観光関連産

業にとっても一つの大きな光とも言われています。国内の様々な機関が実施されて

いるコロナの収束後にやりたいことという調査でも、国内旅行という回答は上位に
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ランクインしています。ワクチンがある程度行き渡るようになれば、国内旅行の需

要が爆発的に出てくるのではないかなどとの予想も多方面から出ております。そこ

で、町としての今後の観光施策はどういうことをお考えか、お尋ねをいたします。 

続いて、２点目です。２点目は、固形燃料ごみ袋についてです。 

現在、阿蘇広域での指定の固形燃料ごみ袋、黄色の燃やすごみを入れる袋です。

大きいサイズと小さいサイズの２種類あります。１０枚入りで販売されており、１

枚当たり、大サイズで２２円、小サイズで１１円です。 

このごみ袋の容量が家庭の実態に即していないということを度々聞きます。御高

齢の世帯からは、重たくなると持てないので、小サイズの半分も入れられないと、

「５円がたしか入れてないけど、もう持てないから仕方がない」と聞いています。

また、御家庭の人数が少ない世帯からは、そもそものごみの量が少ないので、小さ

いサイズの袋でも袋いっぱいにはならないと、「いっぱいにはならんけど、生ごみ

もあるので捨てなん」という声を聞いております。 

家族のサイズというのは、一昔前と比べると随分コンパクト化しております。以

前は３世代や４世代で一緒に同居で暮らされていたのが、御夫婦とお子さんだけの

２世帯となったり、お子さんも町外に出られて、親御さんだけになったりと、核家

族や一人暮らしの単独世帯が増えております。総務省が出されているデータでも、

単独世帯や核家族の世帯数は今後も増えていく見込みと公表されておりました。ま

た、高齢化についても、阿蘇地域のみならず、全国的に進むだろうとの予測も出て

おります。 

以上の家族サイズのコンパクト化、高齢化、この２点から、もうひとサイズ小さ

いごみ袋があると町民の利便性も高まりますし、環境配慮の面からもよりよいと考

えられます。また、ほかの自治体では燃やすごみの指定収集袋をレジ袋として販売

されているところもあります。本町及び阿蘇広域でも同様の取組を導入してもよい

のではないかと考えます。町としてのお考えを伺います。 

以上、２点です。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ９番議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、１点目の今後の観光施策はに関してでございます。 

令和２年から３年にかけて新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内では現

在までに３回の緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置が実施され、県内でも

国全体の緊急事態宣言の発出に始まり、県独自の緊急事態宣言やまん延防止等重点

措置の実施など、感染防止・人流抑制の措置や取組が実施されました。 

それにより、本町の生活、娯楽関連サービス、とりわけ飲食や観光関連業種は大
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きな打撃を受けました。そこで、本町では、令和２年５月の国全体の緊急事態宣言

の際に、感染拡大防止のため、町独自の休業支援金を創設し、対象となる事業者に

は連休を含めた３０日間の休業を要請しました。 

その後、商工会や観光協会など関係機関と協議しながら、超プレミアム商品券、

熊本県内向けの町外プレミアム商品券、町民向け３倍返し宿泊券、町民向け倍返し

飲食券、阿蘇郡市外向け観光商品券の発行を行ってきたところです。 

令和２年度の末から感染拡大の影響により、町民向け３倍返し宿泊券、町民向け

倍返し飲食券、阿蘇郡市外向け観光商品券について繰越事業とし、現在のところ、

宿泊券、飲食券は販売を完了し、７月末まで利用期間を延長しました。観光商品券

は、宣伝、広告など、公にアピールができなかったため、まだ大半が販売できてい

ない状況で利用期間を９月末まで延長しています。新型コロナウイルスの感染が減

少傾向となり、公にアピールができるようになれば、販売利用も進んでいくものと

考えています。 

現在、高齢者へのワクチン接種も順調に進んでおり、蓮田クリニックでの個別接

種も始まりました。しかし、全国でも地域差はあるものの、一般の方への接種には

至っていないところがほとんどで、オリンピックの開催を控え、感染の収束の見込

みはまだ立っていない状況ではないかと思います。よって、まずは感染状況が改善

の方向へ進み、移動制限が緩和されれば、阿蘇郡市外向け観光商品券も販売促進の

ためのＰＲを行い、飲食・観光関連業種の支援につなげたいと思っています。 

なお、今後に向けた施策につきましては、国・県の事業展開を踏まえるとともに、

商工会や観光協会など関係機関と協議・連携を図りながら、現場の声に沿った形で

対応してまいりたいと考えております。９番議員も観光施策に関しましては深い見

識をお持ちですので、ぜひ御意見を賜ればと思っております。 

続きまして、固形燃料ごみ袋についての答弁でございます。 

町職員も、高齢者の方に、家では燃やすごみの小さい袋でも余るという意見をい

ただいたことがございます。今回、９番議員の御質問により、さらに具体的な状況

を把握することができました。ありがとうございます。 

先日、熊本市がコンビニエンスストアにおいて新たなデザインの燃やすごみの指

定収集袋をレジ袋として販売する実証実験の実施を行うというニュースを拝見しま

した。これは、熊本県はもとより、九州においても先進的な新しい取組であると感

じております。 

南小国町は、日頃より廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物

を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、１市３町３村で

構成される阿蘇広域行政事務組合において廃棄物処理施設の維持管理、一般廃棄物
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の処理を行っており、ごみ袋の作成・販売も同様でございます。 終的には、阿蘇

広域行政事務組合を構成する各市町村の御意見を踏まえた上での判断になろうと思

います。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。 

まず、観光施策についてですが、先ほど町長が答弁いただきました、今までされ

てきた町の施策に対しては、町内の業者さんからも事業者さんからも、とても高い

評価とかお喜びの声というのは私自身もたくさん聞いているところではあります。 

ただ、今後といったところに対しての情報というものが事業者さんに明示をされ

ていないというところで、どうなっているんだろうというのをやはり不安に思って

いらっしゃるところ、町として何かやってくれるんだろうか、事業者さんがされる

ことと行政だからできることというのはまた別次元だと思っていまして、そこに関

してはもう少し具体的な施策というのを伺えたらうれしかったなと思っております。 

先日の熊日さんでも６月１３日にまん延防止等重点措置が解除されるということ

を受けて、上天草市さんなどでは早々に熊本県民の方へ向けた県民割などを新聞に

も公表されておりました。 

こういう旅行というのは、毎回たくさん行けるものではないと思っていまして、

なので、まず行きたいと思ったときに、一番 初に南小国町というものを頭に描い

てもらう必要があると思っています。そういった意味では、動き出しに関してはも

う少し早く動きを取っていただきたかったなというのが意見であります。 

まず、旅行マーケット全体のところからお話をしますと、先ほど旅行する回数と

いうのは限られていますと申し伝えましたが、こちら、じゃらんリサーチセンター

さんが毎年大規模調査を行っておられます。１年間の中で宿泊を伴う旅行を実施さ

れた方というのが、こちらは２０２０年７月に発表されたデータで、宿泊を伴う旅

行をされた方というのが５４％です。この５４％の方が１年間に何回旅行しました

かというところでは、お一人当たりが２.７回です。この数字は２０２０年７月発

表ではありますが、過去１５年ほど毎年調査をされておりますので、１５年ほど遡

ってデータを見ても、さほど数字の大きな変化というのはありません。今後、Ｇｏ

Ｔｏトラベル等の大幅な価格の調整、割引きの施策が出ると、数字は多少変わるか

もしれませんが、過去１５年間さほど変わっていないという状況です。また、今は

不要不急の外出を控えましょう、自粛しましょうということで、やはり旅行という

のはしにくい、旅行は我慢されているという方が非常に多い状況です。 

ただ、これが、ワクチン接種などが広がるなどして、旅行してもいいよという雰

囲気が広がったときに、どこ行こうかなと思ったときに、まず一番 初に南小国町
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というのを思い浮かべてもらう必要というのがあります。消費者の検討の土台に乗

っておくという必要があります。国とか県の動向を見てというのも、おっしゃるこ

とは分かりますが、それから動向を見て、考えて、決めてというのでは、動きとし

ては遅いのではないかなと思っております。よそでは動いているところが多々あり

ます。ぜひこの動きというのは加速化していただければなと思っております。 

実際に本町の宿泊者数の変動ですが、こちらは本町の入湯税の過去６年の推移を

税務課さんのほうで出していただきました。震災前の２０１５年が約３８万８,０

００人の宿泊客、入湯税を支払われた方がいらっしゃいました。その後、２０１６

年の熊本地震が起きたりとかで、２０１９年度はまた盛り返すかなという矢先での

新型コロナウイルスの登場ですね。ただ、２０２０年度に関しては、国のＧｏＴｏ

キャンペーンもありまして、７月から１２月までの約５か月弱はどちらの施設さん

も稼働は非常に高い状態であったと聞いております。それでも、震災前の２０１５

年と比べると約半分の宿泊となっております。宿泊の施設さんの数は半数になった

わけではないけれども、ほぼ変わっていないにもかかわらず、宿泊客というのは半

分になっております。 

また、本町では一泊二食というスタイルでお食事付きで宿泊をされる方の割合と

いうのが高い状況にあります。ということは、各施設さんで従業員さんを抱えてお

られます。従業員さんの後ろには御家族もいらっしゃいます。やはり施設さんから

すると売上げはがたっと落ちたと。でも、守る社員がいるということで、とても苦

しい中でも耐えるという言葉をよく耳にしています。もちろん雇用調整助成金です

とか事業継続一時金など、国や県の施策補助というのも多々用意していただいてお

りますが、やはりそれでも社会保障ですとか、建物の維持メンテナンス、重機など

のリース、出ていく費用というのはあまりにも大きいです。実際に事業者さんから

は、支払いするために金融機関で融資をしてもらっている、お金を借りているとい

うことも多々伺いますし、また今の観光業というのは、どうしても足を運んでもら

って、体験してもらって、食べてもらって、泊まってもらって成り立つというとこ

ろがあるものですから、でも、待っていても、お客さんは来られないということだ

から、新しい業態にもチャレンジされている事業者さんもたくさんいらっしゃいま

す。それでも、「もう耐えきらん」というお声というのも中には聞きます。廃業と

いうのを考えられている施設さんもあると伺っています。私たちはこういう観光業

の方々の声を聞いているかというのが、向き合っているのかというのが、まずはと

ても大切だと思っています。特にやはり事業者さんの声に耳を傾けなんなと、これ

は担当のまちづくり課さんだけでなく、私自身も思っているところです。 

今、熊本県では、県の職員さんが県内の各施設を訪問して、ヒアリングをされて
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います。今月の頭にも、私自身も町内の温泉地に行ったときに、県の職員さんとお

会いしました。来られていて、旅館さんの経営者の方に具体的にどういうことで困

っておられますかと、県としてどういったサポートがあればいいですかというのを

丁寧にヒアリングをされておられました。その後も温泉地の中を歩いて、現地を回

られたりと、とても現場を見られておりました。ほかの自治体さんとかでも、自治

体さんの職員さんが観光施設さんを月に２回訪問されて、ヒアリングをしていると

いうところも聞いたりします。そういったところを聞くと、県の職員さんが全県を

回っている。熊本県内各地を回っていらっしゃってというのを聞くと、こちらはぜ

ひ本町でも事業者さんも町も同じ方向を向いていると思いますので、コロナ禍だか

らこそ、ワンチームとなって向き合っていく必要があると思っています。 

これは本当提案なんですが、例えばプロジェクトチームのようなものをつくりな

りで町内の各施設さんにヒアリングに回っていただいてはどうかなと思っておりま

す。また、町としてのヒアリングをして、現状を知る。そして、ありたい姿を描い

た、その間のギャップで、やはり施策とか課題の解決方法というのはありますので、

まずは現状の把握をするためにヒアリングをしていただけたらなと思っております。 

あと、この質問をするに当たって、観光協会さんなどにもいろいろお話をしてき

たんですが、いろんな施策というのは町に提案されていると伺っておりますので、

そこと重複しないことで一つ御提案なんですが、例えば本町でも包括連携協定を結

んでいる自治体さんというのがあると思います。高森町さんとか新富町さんなど、

そういったところに、例えば３倍返しまではいかなくとも、倍返しの宿泊券などを

発行するなどで、この機会に南小国町のことを知ってもらって、ファンになっても

らうような取組というのができたらいかがかなと思っております。また、それらを

何か町長のほうでも今後お考えの施策があるということであれば、併せてプロモー

ションの強化というのはぜひともお願いしたいところであります。 

以上の３点、観光の事業者さんに対してのヒアリングを行っていただくというこ

と、また提携されている自治体さんに向けたお得な宿泊券の発行、またプロモーシ

ョンの強化というところで御検討いただけたらと思います。以上３点ですが、いか

がでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 私から大体大きな方向性としてお話をさせていただければと思

います。 

まず、上天草市さんとかは県内向けの商品券を今回の議会でつくられているとい

うお話もございましたが、本町でも繰越事業として阿蘇郡市外向けの商品券がまだ

予算がございましたので、まん防が明けた１４日からは公にＰＲまではしてないん
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ですけれども、販売をすることとしております。といいますのも、いかんせん県内

向けとか、そういうわけではなくて、九州管内向けでございますので、まだ緊急事

態宣言が発出されているような県もございますので、そういった中ではなかなか公

にまだ広告を打つということは厳しいんじゃないかといったところの判断で、しか

しながら、予約の受付はスタートしているということでございますので、まずはそ

この販売状況というか、そういったところを見ながら、まずはそこの予算を消化す

るのが大切なのかなとは認識をしているところです。 

あと、県の職員が県の施設を回っていらっしゃるというお話の中で、もちろんそ

れが一番理想的であろうと私も思うんですけれど、あとは職員の業務、そういった

ところとの兼ね合いも正直あろうかと感じております。そういった中では、商工会

とか観光協会さん、また旅館組合さんとか、そういったところの長となる方と、今

度６月の終わり、７月の頭ぐらいですかね、お話をさせていただくようにはしてあ

るんですけれど、ちょうど改選の時期でもあったということもありまして、そうい

ったところの長の方と協議をさせていただくこととしているところでございます。

そういった中で、観光協会の、例えば理事会だったりとか、商工会の理事会だった

りとか、旅館組合の二十日会だったりとか、そういったのがあろうかと思いますの

で、そういったところの意見を踏まえながら、こちらとしても次の一手といったと

ころも考えなくてはいけないのではないかと思っております。 

あと、協定を結んでいる自治体にそういった商品券をつくるというのも、それも

一つの選択肢であろうと思いますけれども、多分一番本町の中で多い県というのは

やはりどうしても福岡県のほうが多くなってしまうんじゃないかなと感じておりま

すので、そこをあえて連携を結んでいる自治体を割増しにするのかとか、そういっ

たところはまだまだ課題感はありますけれども、そういったところを踏まえながら、

そういった観光協会長だったりとか、商工会長だったりとか、そういったところの

また意見交換をさせていただきたいと思います。 

また、プロモーションに関しては、ある程度しっかりとワクチンの接種が進んで

きて、もうそろそろまた旅行とか、そういった人流が再開するんじゃないかといっ

たところを見極めながら、こちらとしてもできることは対応させていただきたいと

思います。 

私からは以上でございます。何か補足があれば。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 町長の答弁にもありましたとおり、そういったとこ

ろで町としても取り組んでまいりたいと思っております。 

また、先ほど県の職員が各宿泊施設等を回ってヒアリングをされているという話
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をお聞きしました。市町村それぞれ実情もありますし、うちの町の職員の実情もご

ざいます。職員の数も違えば、担当する業務の多さも違ってくるかと思います。そ

んな中で、うちの町としましては、せっかく観光協会、商工会、充実している団体

がございますので、例えば観光協会を例に取れば、観光協会の各地区の支部がござ

いますので、その地区の支部でそれぞれ宿泊業、飲食業、観光関連の業種の方々の

御意見をまとめていだだいて、その意見を町とすり合わせをしながら、また観光協

会の会長さん等とそういった情報交換を図りながら、うちの町に合った施策を考え

ていければと思っております。 

また、この施策においてはタイミングというのも非常に重要になってくるかと思

いますけれども、まだまだワクチン接種も進んでおりませんし、人流が進むことに

よって感染拡大へとつながる可能性もまだ秘めておりますので、そういった中で施

策を打つのは難しい部分もあるのかなというところで、まだ新たな施策までは打っ

ておりませんけれども、関係団体といろいろ協議を重ねながら、適切な時期に施策

が打てるように町としても準備を進めてまいりたいと思っておりますので、引き続

き御協力いただきますようお願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。 

先ほど課長からタイミングというのがあるとおっしゃったと思います。本当にタ

イミングというのは大切だと思っています。ただ、ワクチン接種が、じゃあ、どの

くらいになったらいいのかとか、この基準というのもあると難しいところもあると

思いますが、いつか旅行に行きたいよね、行ってもいいよねという雰囲気になった

ときに、頭の中に一番 初に南小国町を思い描いていただく必要というのはありま

す。それは、その状況を待ってからなのか、今でもできることはあると思っていま

す。事業者さんは本当に厳しいです。すごく切なる声も聞いています。その事業者

さんに対して、もう少し向き合う姿勢というのはあってもいいんじゃないかと思っ

ています。町としてもこういうことを考えているということの今考えていることだ

けでもお知らせいただいてもいいと思いますし、具体的にどういうことで困ってい

るのかという声というのも観光協会、商工会などの団体を通して集約されるという

のも本当に必要で効率的だと思いますが、役場の職員さんの数も限られているのも

分かりますが、その中でも事業者さんへ向き合う姿勢というのをもう少しつくって

いただいてもいいのではないかと思っております。 

この観光施策というのは、もちろん観光事業者さんからもですが、農家さんから

も声が非常に上がっています。やはり農家さんからも、観光地で町の経済を回して
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ほしいという声も出ております。宿泊施設が稼働しないとお米や野菜を出荷できな

いと、売上げも立たない、どのくらい作っていいか見込めないという声も聞いてい

ます。非常に切なる声というのを聞いています。もちろん事業者さんが各事業者さ

んで頑張ること、努力することも必要ですし、十分頑張っておられると思いますし、

組織で動かれるということも必要ですが、行政にしかできない、町だからこそでき

ることというのもあります。むしろ町にしかできないことというのもありますので、

今の時期だからこそ、効率化も大切ですが、ワンチームとなって、事業者だから、

町だからとかではなくて、もう少し寄り添って同じ方向を向いていけたらなという

のを思っております。ぜひ髙橋町長のリーダーシップのもと、動きを加速化してい

ただけたらなと思っております。 

感染症対策というのは非常に大切なのは重々承知しております。本町の高齢化率

４２.５％でしたか、社協に伺ったところ、高齢の方が感染すると重篤化しやすい

ということも重々承知もしておりますが、やはり経済も同時に回していくというの

も人が生きる上では必要なことですので、併せてお願いできればと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

私どもとしては、別に向き合っていないというわけではなくて、しっかりとそう

いったところの対策は、弾込めはしておこうと、次の一歩を少しでも早くするため

に弾込めはするべきであるという認識でございます。そういった中で、去年もそう

だったんですけれども、観光協会長だったりとか、商工会長だったりとか、旅館組

合長、そういった関係団体と協議をする場を複数回持ちまして、去年打ったような

施策を打ってきたという状況がございます。ですので、今度６月の終わりないし７

月の頭ぐらいに１回集まってお話をさせていただきますけれども、そういった中で

どういったものが必要なのかと、そういったところはしっかりと私どもも受け止め

ながら、じゃあ、町として何ができるのかといったところは対策としてつくって、

そのタイミング、いつ出すのかというのは正直これからのワクチンの進捗とか、そ

ういったところによって変わってくるのかもしれませんけれども、そういったとこ

ろにすぐ出せるような形で準備をしておきたいとは認識をしておりますので、そう

いったところで理解をしていただければと思いますし、やはりどうしてもそういっ

た現場の声が多分一番大切なところだろうと思います。どこまで職員が回れるかと

いうのは私も約束はできませんけれども、そういったまずは長となる皆様方の声と

いうのが多分現場の声を集約して、こちらに届けていただけると認識はしておりま

すので、そういった声を踏まえた上での対策を講じて、そして弾をつくりながら、
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適宜必要なときに出せるような準備だけはさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいところであ

ります。お願いいたします。 

それでは、２点目の質問に移らせていただきます。 

燃えるごみの袋についてですが、実際に現物を持ってきましたが、これが燃える

ごみの小の袋です。今、広域で使っているものですが、これの半分にしないと重く

て持てない、または半分しか埋まらない、そもそも物理的にごみが出ないという、

そういった意見というのは、本町のみならず、阿蘇郡市の至るところでも耳にして

おります。これは１枚１１円ですので、本来であれば１１円がた入れられるんです

が、やはり５円分、６円がたしか入れられないという、もったいない事象というの

も多々起こっておりますので、こういうことが起こっているのであれば仕組みで解

決するという必要があるかと思っております。 

また、答弁の中でもありましたが、熊本市さんのようなスーパーまたはコンビニ

などでお買物をする際に燃やすごみをレジ袋として販売する仕組みについてですが、

こちらが実際の現物です。これが小サイズと特小サイズというそうです。ちなみに、

これは阿蘇の袋と比べると、一回りというか、大分小さいものになっています。熊

本市なので、暮らされている方に伺うと、このサイズでもやはり一人暮らしだとい

っぱいにはなりませんということでお声をいただいていました。一人暮らしの方だ

と、こちらの特小サイズしか買ったことがないという方もいらっしゃいました。 

実際にこういうふうにごみ袋がレジ袋として小売店で販売をされるということの

メリットとしてですが、もちろん住民の方へのメリットというのもあるかと思いま

すが、阿蘇地域はやはり観光業が盛んで、観光とかいろんなところで阿蘇を訪れる

観光の方への利便性というのを高められると思っています。本町を含め、阿蘇地域

というのは、いろんな旅の目的地になっております。今は車中泊やキャンピングカ

ーの利用なども増えておりますし、もちろん日帰りでいらっしゃる方もたくさんお

られます。本当にいろんな方が訪れられます。 

そうすると、実際に町内で起こっていることなんですが、道路沿い、沿線沿いな

どにごみの収集ボックスがあり、その収集箱に明らかにその地区の方以外の方がこ

ういう指定の袋ではなく、普通の袋にごみを入れて、ポイッと捨てられているとい

うこともいろんな地域で起こっているそうです。もちろんこういう指定の袋以外で

すと、ごみ収集の方は持って帰られませんので、そうすると地区のごみ当番の方が、

誰が捨てたか分からないごみを御自宅に持ち帰って、広げて、仕分けして、御自身
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のところのごみ袋に入れて、また対応されているというのも多々伺っております。

もしこういう指定のごみ袋が小売店で購入したときのレジ袋として購入することが

できると、今お話ししたような負の事柄の解消の糸口にもつながるのかなと思って

おります。ぜひ現在の小サイズよりも小さめのごみ袋をレジ袋として販売できる仕

組みの導入というのを求めたいと思っております。 

実際に熊本市さんの担当課に伺ったところ、ごみ袋をレジ袋として販売している

仕組みというのは、令和元年９月からスタートされていたそうです。今年、デザイ

ンを変更されたところ、今まだアンケートの集計途中ということでしたが、満足度

も非常に高くなってきていると伺っております。買物後に持ち歩いても違和感がな

いよねというところで、デザインはすごく大切とおっしゃっていましたので、もし

制作等を依頼できるようになれば、デザインも重要視していただければと思ってお

ります。 

併せて、ごみ袋を作られている工場さん、発注先に関しても、可能でしたら、現

行のところと分けて発注することができたらなと考えております。と申しますと、

熊本地震の直後にこのごみ袋が入ってこなくなったということがあったそうです。

どんどん品薄になると、やはり品薄になるほどに買占めを行って、さらに深刻な品

薄になるということが起きていたそうですので、今後、自然災害というのは日本各

地どこでいつ起きてもおかしくありませんので、そういったリスク分散というのも

含めて御検討いただけたらと思っております。もちろんこちらは本町のみで完結す

る事柄ではありませんので、今後、これらの声、意見というのを阿蘇広域へも働き

かけていただければと要望いたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

先ほど持参いただきまして、その現物というものを拝見させていただきましたけ

れども、やはり２番議員の質問でもございましたけれども、高齢者だけの独居世帯

だったりとか、高齢者世帯だったりとか、そういった方々が増えてきているような

状況もございますので、今のごみ袋だけでは本当に大きすぎてしまうという御意見

があるのももっともだろうと考えております。 

そういった中で、熊本市の状況といったところも私も踏まえさせていただきなが

ら、広域の議長もこちらにいらっしゃいますが、そういったところとまたいろいろ

とお話もさせていただき、どうしても阿蘇郡市の７市町村で構成されておりますの

で、皆さん方の御理解といったところも必要だろうと思いますが、そういった課題

感というのは阿蘇郡市であれば似たようなところが私はあるんじゃないかなと感じ

ておりますので、そういったところでいろいろとこういった提案がありましたと、
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皆さん方はどうでしょうかといったようなお話もそういった組合の中でさせていた

だきたいと考えております。 

また、同時にごみ袋が熊本地震の際に入ってこなかったというお話もありました。

やはり多ルート化ということをしておくことは、何事においても、これはごみ袋だ

けじゃなくて、必要なことだろうと認識をしております。そういったところで、ど

こまでそういった今の発注先と別のところに頼めるのかというのは私も承知はして

おりませんけれども、そういったところは想定しながらやっていく必要はあるんじ

ゃないかなとお話を聞きながら感じたところでございます。 

以上でございます。何か補足があれば、よろしいですか。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。森永議員、いいですか。 

それでは、議長がこういう発言をするのはどうかなと思いまして、県と相談をい

たしました。それはいいでしょうという許可が出ましたので、議長の発言として、

今、森永議員の固形燃料ごみ袋、レジ袋の質問に対して、やはり町単独ではどうに

もならない案件ではないかなと思っております。阿蘇広域に関わる問題でもありま

す。明確な答弁は当町としては難しいと思われますので、幸いにして、今、町長が

おっしゃられましたように、阿蘇広域行政事務組合の議長を務めておられます井上

議員がここに御出席なされておりますので、向こうでは井上議長ですね、のお考え

をお聞かせくだされば、本当にありがたいなと、後押しをしていただければ、これ

は南小国町が発信して、阿蘇郡がこういうのを取り入れたということになれば、こ

れはまたすごいことだなと思いますので、その点は議長として活躍をしていただき

たいと思っております。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 大変申し訳ございません。現在、阿蘇広域行政事務組合は、管

理者が阿蘇市の佐藤義興市長でございまして、我が町の髙橋町長が副管理者の筆頭

におられますので、答弁はできないんですけれど、確かに森永議員の言うとおり、

その検討は絶対に必要だと思います。 

ただ、阿蘇広域行政事務組合の業務内容としては、基本的には収集と処理という

ことになっておりますので、それまでは基本的には各行政のやり方次第ということ

に、この前、阿蘇広域行政事務組合に相談したんですけれど、言われまして、それ

は阿蘇広域行政事務組合でやるとすればまた違う観点からやらなくてはいけないの

で、今すぐにはお答えできませんという話がありましたので、下城孔志郎議員もい

らっしゃいますので、今後、そのあたりを一般質問として議場でしながら進められ

ればと思っております。 

ちなみに、ごみのデータをもらいましたけれど、平成３１年度は、大が４５リッ
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トルなんです。小が３０リットルだと思うんですけれど、４５リットルは２１０万

強ありましたのが、令和元年度には１８０万台に減少しております。３０リットル

の小さいほうなんですけれど、これが平成３１年に６５万ほどありました枚数が５

２万ほどに翌年度は落ちているデータがこちらに入っております。ごみとしては、

減っている傾向でございます。 

ただ、ほかの市町村と違いますのは、阿蘇広域行政事務組合の場合には、ＲＤＦ

という燃料を固形して、またそれを燃料として使うというシステムでございますの

で、そのあたりはまたいろいろ副管理者等といろいろ打合せをしながら、今後協議

をさせていただければと思っています。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、阿蘇広域行政事務組合の４番、６番さんは南小国町

の名誉がかかっておりますので、一生懸命頑張っていただきたいと思っております。 

それでは、引き続きまた一般質問にいきます。 

消毒をその前にいたします。 

それでは、一般質問を続けます。 

１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） １番、穴井です。よろしくお願いします。通告どおり、質問を

させていただきます。 

今後の有害鳥獣対策はということで、このことについては、これまで多くの方が

質問されたと思いますが、また再度質問させていただきます。 

有害鳥獣による農地・山林等への被害が見られるようになって約２０年と記載し

ましたが、場所によっては３０年であったり、近年であるところもあろうかと思い

ますが、各農家もいろんな対策を行ってきたところです。 

町としても、南小国町鳥獣被害防止計画の策定、１１ページほどでしたか、大変

丁寧につくり上げていただいております。また、多額の予算も計上していただき、

有害鳥獣被害対策として、農家や猟友会が編成しています駆除隊等へいろいろな形

で支援をしていただいているところです。このことによって、本当に被害が出てき

たときよりも、近年のほうがかなり減少しているのではないかと感じるところです。 

しかしながら、まだまだ非常に深刻な状態には変わりないと思っているところで

す。また、今後新たな対策も行っていく必要があるのではないか、町長に伺いたい

と思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） １番議員の御質問にお答えをいたします。 

有害鳥獣対策については、かねてより様々な御指摘や御意見をいただいていると
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ころであります。また、御質問にある有害鳥獣対策関係の各種補助金事業等を町と

して実施し、令和２年度で総額１,０６１万３,０００円に上る対策等も行ってきま

した。しかし、令和２年度における農水産物の被害額は２４２万円となっており、

令和元年度と比較すると、２分の１ではあるものの、被害は深刻であると考えます。 

今後の新たな対策についてですが、全国の鳥獣被害対策を見ますと、優良事例と

言われている２８事例、またチャレンジ事例、これは対策と実験的に試行し、その

効果を踏まえ検討していく事例ですが、１９事例あります。それらのうち、本町と

関係するイノシシ、シカ、またサルの事例も合わせ３８事例があり、それらを大き

く分類すると、１つ目が集落または地域ぐるみによる電柵の設置と維持管理、２つ

目が有害鳥獣とのすみ分け、餌づけを行わないなど、集落や組織として取り組む活

動、３つ目が集落または地域を柵で囲む、４つ目がＩＣＴの利活用による有害鳥獣

捕獲に対する労力の軽減、５つ目が有害鳥獣対策に係る基本的な知識・技術普及の

取組となっております。 

その中でも、熊本県玉名市のある地域で実施された「えづけＳＴＯＰ！」対策事

例がありますが、有害鳥獣対策を地域ぐるみで実践し、被害軽減が行われたもので

す。この事例は、今まで個人ごとに行ってきた電柵等の設置や管理を地域が主体と

なり、勉強会を開催し、知識を習得し、効率的柵の設置や管理を行い、またえづけ

解消、潜み場解消に向けた点検も含めた環境整備を行い、ＩＣＴの活用も行われて

いる事例です。その地域の取組の秘訣として、地域に住むみんなができることを一

緒にやっていくことが重要との言葉もあるところです。 

また、同様の取組が隣接町村でも行われており、令和２年度に本町にお招きし、

講習会を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症予防対策により見送っ

たところでございます。しかしながら、地域ぐるみの活動は、長期的に見て、高齢

化や担い手不足の問題から難しい状況にもあると思います。それらを踏まえ、昨年

度作成した鳥獣被害対策マニュアルの周知と電柵メーカー等による講習会を実施す

るとともに、また農地の集積化等を含めた、さらなる対応を実施していきたいと思

います。１番議員におかれましても、現在に至るまでの経験や実績を踏まえ、御意

見をいただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） ありがとうございます。 

本町においての被害は、これまで水稲、野菜、またシカ等による杉、ヒノキ、そ

こら辺が主なところですが、何か近年多く見られるのが道路ののり面の崩壊、大き

く穴を掘ったり、また水田ののり面、非常に大雨の時期に被害が崩壊するのではな
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いかという懸念を感じているところです。 

熊本県全体としては、近年４億円から５億円の被害が上がっております。被害の

品目としては、小国、うちの町では水田等が一番の被害ですが、県全体として見ま

すと、野菜であったり、果樹であったり、そして３番目に米などの被害が出ている、

そんな状況みたいです。 

生息域も環境省が調査を始めた４０年近く前ですか、それから見ると倍以上に広

がっている。近年は温暖化で東北のほうも被害がなかったんですけれども、やっぱ

り越冬するようになって、被害が出るようになった。全国あらゆるところで被害が

出ているみたいです。 

対策として、町も先ほど申しました鳥獣被害防止計画も策定していただき、また

有害鳥獣対策補助金を、先ほど申された１,０００万円を超えるような金額で補助

をいただいているところです。農家としては、対策費として助成していただくこと

に対して、本当にありがたいと思っているところです。そういう対策費のおかげも

ありまして、かなり先ほど申したように、被害の軽減は見られるようになったので

はないかなと、そういう思いもあります。 

そこで、１点なんですけれど、この対策費の補助金の交付対象者が、「町内に住

所及び農地を有し、農作物を栽培している方」、こういう条件がありますが、ある

集落では、そこの集落を通っていって、その隣町から行っているわけじゃなくて、

集落から行くのに、昔からそこで耕作されているんですけれど、たまたまそこの農

地が隣町という場所があるんです。聞いたら、農地が違うから、隣町だから、補助

できないという、本人はこの町の納税者でもありますが、そういう方がおられます

けれど、何とかそういう方、小国町のどこかに農地を買って、そこで耕作している

のであれば仕方ないかもしれませんが、道もこの町からしか行けない。たまたま農

地が小国町というところですが、そういうところ、そういう方に補助していただく

ことはできないものでしょうか。お願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林町長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 質問にお答えいたします。 

有害鳥獣関係ではないんですが、先の水稲被害見舞金関係についてのことを申し

ますと、町内で耕作をされている方を対象という形で水稲被害見舞金を出した経緯

というのもございます。その際にも、隣の小国町で後継者がいないから、あえて作

っていると。農地を荒らすわけにはいかないから作っているというお声もいただい

た上で苦汁の決断をしたところでもございます。 

ただ、一方で、例えばなんですけれども、その隣接町村にあったとして、そこの

被害の軽減をすることが町内の農地にもつながるというものであれば、いろんな方
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向性はあるのかなと考えます。一農地、飛び地的なものであればなかなか難しいと

ころもあるかもしれませんが、具体的に現地を含めて見させていただいて、必要が

あれば要綱の改定とか、そういったものも考えていきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 今御意見いただいたお声に関しては私も把握はしておりまして、

その場所は違えど、そういった事例というか、そういったのは多分いろいろなバリ

エーションというのが多分あると認識をしております。どうしても昨年度に関して

は、ウンカ被害とか、例えば精米所の方に対する補助もそうだったんですけれども、

やっぱりある程度同じような要件の中で流れてきたものですから、後々そういった

問題を伺いはしたんですけれど、なかなか対応ができなかったということもござい

ました。ですので、今即答はできないんですけれども、そういったイレギュラーな

部分というのが十分に考えられると思いますので、そういったところを担当課とも

話をしながら、どういった対応ができるのかというところも協議させていただきた

いと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） ぜひとも御検討いただきたいと思います。 

町ももちろん頑張って対策をしていただいているところですが、国、政府も鳥獣

被害対策として、当初予算が１６２億円、これは前年度よりも６０億円ほど上乗せ

した金額だそうです。このことは、熊本県ではないかもしれませんが、県が独自で

捕獲の奨励金の上乗せを行うことで捕獲頭数が増えたという県もあり、国もまたそ

の対策で同様の効果を狙っているところもあるということでした。今国会でも鳥獣

被害防止特別措置法の改正が行われたところでもありまして、これは捕獲実施隊へ

の切替えのときの手続の軽減とか、講習の軽減とか、そういうことになるわけでは

ありますが、国も非常に問題視して力を入れているところです。 

私が、今、支部長をさせていただいているところですが、猟友会という組織がこ

の町にもありまして、その中から駆除隊を編成して、有害鳥獣駆除に銃器またはわ

なを用いて個体数の軽減に努めているところです。町からも捕獲の奨励金であった

り、駆除隊の助成金であったり、また免許取得に関わる補助金であったり、多くの

助成をしていただいて、本当にありがたく思っているところです。 

そういうこともありまして、しっかりと捕獲に努めているところではあるんです

けれど、この狩猟というのは、以前は私も４０数年になりますけれど、趣味の段階

ですか、南小国町にも２００人近く銃を持って、狩猟をしていました。現在では約

１７名です。昔は、いい銃を持って、またいい犬を持って、犬の芸を見たりとか、
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そういう趣味の段階でした。しかしながら、近年は有害鳥獣の駆除、それだけの猟

友会になってしまいました。町民の方から、本当に何とかたくさん減らしてくれと

いう声もあります。非常に負託を受けているわけですが、 近の猟というのはそう

いう負託の何か責務を感じながら行っているような状態です。しかしながら、みん

な仕事がばらばらで違う仕事も持っていますので、そう捕獲ばかりに努めるわけに

もいかないということで行っています。 

しかし、捕獲をしていかなければどうなるか、本当にどれだけ増えていくか分か

らないような状態です。年間にシカ、イノシシ、合わせて４００頭近くは捕獲して

いるところですが、一向に平行線で減らない、そんな状態です。捕獲して、しばら

くは獣道なんか、非常に毎日のように通っていた獣道が全然通らなくなったりとか、

やっぱり軽減につながっているのは確かなことだと思っています。 

対策の内容として、先ほど町長も答弁の中で申しましたように、免許取得者が行

う捕獲ということがあります。そして、農業者が行う侵入防止、それからすみ分け

ですか、地域住民が行うすみ分け、その３点があるかとは思うんですけれど、捕獲

については狩猟法という法律がございますので、狩猟免許の取得者でないとできな

い。今、南小国町、銃器、わな、合わせて３０数名だったと思いますが、４０名近

く、やっぱり自分の農地を自分で守ろうということで、わなの免許を取得された方

も数多くいるところです。 

駆除隊を編成して駆除に努めているところではありますが、免許を持たない助言

者といいますか、地域の住民の方々と情報の交換をしながら駆除に努めていく、捕

獲に努めていかなければならないかなと感じているところです。 

でも、捕獲を行うことの怖さといいますか、やっぱり銃器を持ってやりますので、

非常に殺傷能力もあります。危険性が一番です。そういう怖さも感じながら努めて

いるところです。わなにかかったシシを仕留めようとして死亡された方もいるよう

な事例も年に何回かあります。銃器で誤って人を殺傷してしまったと、そういう事

例もある中で気をつけながらやっているところであります。 

次に、侵入防止ですが、電気柵、ワイヤーメッシュ、それからネット等がありま

す。電気柵においては、非常に下の草刈りの管理とかをしなくてはいけませんし、

大体年間通して、電気柵は通しておいたほうが効果があるのではないかという意見

もあります。ワイヤーメッシュですが、地域の個人ごとじゃなくて、先ほど町長も

言われましたとおり、団地で行うことが有効ではないかと非常に感じるところです。

ネットについては、特にシカとか、植林をしたところ、そういうところに有効と思

われます。 

すみ分けですが、有害鳥獣は暗いところを好むといいますか、茂みを、ですので、
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やっぱり地域周辺の草刈り、こういうことが非常に大事になってくるし、収穫しな

い柿の木であったり、栗であったり、そういうのが近くにあると、近くまでどうし

ても出てくる。そういう餌になるようなものの撤去、これも必要かなと。そして、

すみ分けをちゃんとすることも大事ではないかと思っています。 

今後のことですが、有害鳥獣を寄せつけない集落づくりの取組が必要ですし、先

ほど町長も言われましたとおり、個人ではなくて、集落全体で取り組むこと、これ

が一番大事だろうと思っているんです。一番効果があるのは侵入防止柵であるワイ

ヤーメッシュ、これは電気も必要としませんし、それを集落でブロックごとに張り、

入り口だけが開閉できるような、そういう取組は必要じゃないかな、そして一番何

か有効的に成果が出るんじゃないかなと思っています。 

現在、ワイヤーメッシュについては、年間、個人に上限６万円の助成が行われて、

翌年に設置しようとすれば、また１人６万円の上限だったと思いますが、やっぱり

個人ではなくて、地域で団地で取り組んだときに計画書なりの提出をいただいて、

もう少し補助を上げるとか、そういうことができないものか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林町長。 

○農林課長（本田圭一郎君） まず、狩猟といいますか、駆除隊の方々におかれまして

は、非常に毎年苦労していただき、そしてまたお忙しい中に丸一日ずっと山の中で、

そして通常の維持管理費も非常に高額なお金がかかっていく中での御協力をいただ

いているということに非常に感謝をいたしております。 

また、免許取得についても、以前、多分、議員さんからも御指摘があり、職員、

それと議員さん方々も含めたところでの取得の拡大という部分のお話があったかと

思います。結果、すみません、私も現在まだ取れていないような状況なんですけれ

ども、昨年度は女性の参画もあり、その方はわなだったんですけれども、あと当時

の担当が実際取得をしまして、今後より一層、農林課としても進めていかなければ

ならないと考えています。 

その上で、補助の上乗せという部分なんですけれども、町長の答弁にもあり、ま

た１番議員さんのお話もあった団地での取扱いというのが私たちとしても非常に有

効であると考えています。当然ワイヤーメッシュの設置と、一般的にはどうしても

電柵の設置という要望のほうが現状ではまだ強いんですが、なかなか電柵のみでの

対策というのはある一定の限界を超えると非常に効果が薄いのかなと思っています。

そういったところでは、ワイヤーメッシュとの併用もしくはワイヤーメッシュのみ

における設置、そういったところがある中で、非常に現状の補助金のみではなかな

か負担が厳しい。団地という形の中でいけば、中山間地直接支払も利用でき、かつ
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現状の補助金においても、例えばなんですけれども、区割りを考えて、全体的なと

ころを見たところで個人さんごとに交付をする。結果、団地化という形の補助金の

適用もできるんですが、なかなかそれに対する負担というのも多くなってきている。

また、より一層飛び地という形になれば、また負担が大きく重なってくると。 終

的には、先ほどから出ています荒廃農地、そういったところにもつながってくると

思っています。 

ただ、一方で、現状の非常に厳しい財政状況というところもございますので、農

林課内部としてはいろいろと考えているところもあるんですが、今後の検討課題と

して、また御意見も聞かせていただきながら判断していきたいと思っています。す

みません、この場で明確にどうこうと言える状況じゃないんですが。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 今、農林課長からも説明がございましたけれども、やはりいか

に有効に対策を打っていくのかということに尽きると思います。どうしても電柵だ

ったら維持管理がすごく大変であるといったような課題感もあるでしょうし、そう

いった中でワイヤーメッシュはどうだろうかという話にもなってきます。本当財政

というのはもちろん考えなくてはいけない部分もあるんですけれども、そういった

ところで何か中身をやりくるなり何なりしながら、どうにかそういった声に則した

ような対応というか、個人であくまで上限６万円じゃなくて、もっと集まればこれ

だけになりますよとか、集まれば集まるだけ負担が減りますよとか、どういうこと

が、すみません、正直私もできるか分からないんですけれども、しっかりと前向き

に協議をさせていただきながら対応を考えてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） ありがとうございます。 

１０年ほど前でしたが、佐賀の武雄市に、ここは「いのしし課」という課があり

まして、そこが、当時ワイヤーメッシュの延長が３０数キロメートル張ってあると

いうことでした。その後、恐らく１００キロメートル近く張り巡らせてあるんじゃ

ないかなと思っていますが、その当時は国の補助事業か何かで行っているというお

話を聞きました。 

それから、大分もやっぱりそういうフェンスは早くから取り組んで、非常にシカ

よけも兼ねて、かなり高い高品質なフェンスを設置、筋湯とか、あっちのほうの稲

刈りに行ったときに、すごいなということで、２メートル近くのフェンスが農地を

囲んだ状態でありました。 

しっかりこれは対策を行っていかないと、農業新聞等によく載ってきますが、集
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落がなくなる、そのくらいの被害がやっぱり出てくる。何を作ってもやられる。ど

うしようもないからということで集落から出ていく。そういうことまでつながる可

能性もある。そういう場所も実際にあるそうです。 

去年の暮れですか、２０２０年１２月、熊日新聞で「荒れる奥山」と、熊日新聞

の特集が、何回でしたか、相当載ってきました。翌年、明けた１月には、「進め！

林業ハンター」という特集で、大きい見出しで相当載ってきていました。 

全国農業新聞、これは週１回、私も取っているんですが、「ストップ鳥獣害」と

いうことで毎週載ってきます。これは全国の優良事例を紹介しているんですが、何

か 近では、女性の活躍であったり、見守りの女性の活躍であったり、先ほどから

答弁にもありましたように、集落全体で取り組むことが一番大事なんだということ

で、全国の事例を今よく見るところです。 

本当に全国でいろんなところで大変な思いをされているところですが、 後にこ

の有害鳥獣がもたらす災害のリスクが重大な社会問題であることを認識してほしい

という思いから今回の質問をしたところですが、いろんな対策で被害が減少してい

くことを願いながら、この質問を終わらせていただきます。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。 

○１番（穴井則之君） はい。 

○議長（平野昭夫君） それでは、これにて本日は延会といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後３時４４分 
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令和３年第２回南小国町議会定例会会議録（第２号） 
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日程第１ 会議録署名議員の指名 
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予算書（第２号）） 

日程第４ 議案第45号 南小国町副町長を置かない条例の制定について 

日程第５ 議案第46号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の

増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更につい

て 

日程第６ 議案第47号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第３号） 

日程第７ 議案第48号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第１号） 

日程第８ 議案第49号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第１号） 

日程第９ 議案第50号 令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正予算書 

（第１号） 

日程第10 議案第51号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書 

（第１号） 

日程第11 議案第52号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第12 報告第１号 繰越明許費の繰越計算書の報告について 

日程第13  議員派遣報告について 

日程第14  議員派遣の件について 

日程第15  閉会中の継続審査について（総務文教常任委員会／経済建設

常任委員会／議会広報調査対策特別委員会／環境問題調査特
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 ５番  矢津田 道 夫           ６番  下 城 孔志郎 
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 ７番  児 玉 秀次郎           ８番  穴 井 千 秋 

 ９番  森 永 一 美          １０番  平 野 昭 夫 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため本会議に出席した事務局職員の職氏名。（２名） 

議会事務局長  河 本 孝 博    会計年度任用職員  室 原 明 子 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 

町    長  髙 橋 周 二    教 育 長  岩 切 昭 宏 

総 務 課 長  佐 藤   徹    建 設 課 長  北 里 能 蔵 

福 祉 課 長  朝 日 康 博    農 林 課 長  本 田 圭一郎 

                   税 務 課 長 
まちづくり課長  宮 﨑 智 博            松 岡   洋 
                   （会計管理者兼務） 

町 民 課 長  河 津 頼 子    教育委員会事務局長  穴 井 康 治 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） おはようございます。本日の出席議員は１０名でございます。

定足数に達していますので、これより令和３年第２回南小国町議会定例会の第２回

目の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（平野昭夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番、穴井千秋議

員、９番、森永一美議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 請願第１号 新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、請願第１号、新型コロナ禍によるコメ危機の改善を

求める請願を議題といたします。 

事務局長に請願を朗読させます。 

○議会事務局長（河本孝博君） 請願第１号。２０２１年６月７日。 

新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願。 

南小国町議会議長、平野昭夫殿。 

請願団体として、熊本市中央区神水１丁目３０番７号、農民運動熊本県連合会。 

紹介議員は、穴井則之議員となっております。 

請願の趣旨。コロナ禍における米の需要「損失」は２０１９年産米の過大な在庫

を生み、２０２０年産米の市場価格は大暴落し、年末年始における感染者拡大と自

粛要請、さらに緊急事態宣言の再発令により、需要減少に歯止めがかからず、２０

２０年産米の販売不振と米価下落は底なしの状態になっています。 

今年の１０月末には、古米在庫が６０万トンにも及ぶと試算され、３６万トンの

減産が実行されたとしても、効果自体が消散しかねない水準です。このままでは２

０２１年産米の大暴落はもとより、来年の６月末在庫が２５０万トン規模となり、

２年連続の米価下落にとどまらず、２０２２年産米価格も上昇することはかなわず、

３年連続の米価暴落となれば、大規模経営でも米作りから撤退することにつながり

かねません。 

コロナにより消滅した需要減少分は、国が責任を持って「過剰在庫」を市場隔離

すべきであって、その責任を生産者・流通業者に押しつけることは許されません。

政府による特別な隔離対策が絶対に必要です。 
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コロナ禍の中、各地で取り組まれているフードバンクには食料などを求めて多く

の方が参加されてきます。かつてない危機的事態の中で苦しむ国民と農家への支援

のために、従来の政策的枠組みにとらわれない対策が緊急に求められます。 

以上の趣旨から、下記事項についての意見書を政府関係機関に提出することを請

願します。 

請願事項。 

１、コロナ禍で生まれた市場に滞留する在庫を政府が買い取るなどして市場から

隔離し、需給環境を改善するとともに米価下落に歯止めをかけること。 

２、コロナ禍などによる生活困窮者・学生などへの食料支援制度を欧米並みに創

設し、政府が支援すること。 

３、国内消費に必要のない外国産米（ミニマムアクセス米）について、国産米の

需給状況に応じて輸入数量抑制を直ちに実行すること。 

次のページをお開きください。新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める意見

書（案）となっております。 

意見書の中身につきましては、ただいま読み上げました請願の趣旨、それから請

願事項と同内容となっております。 

提出先といたしまして、衆議院議長、参議院議長となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） お諮りします。請願第１号については、議会運営委員会及び会

議規則第９２条第２項の規定によって、委員会の付託を省略したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。したがって、請願第１号については、委

員会の付託を省略することに決定をいたしました。 

紹介議員の方から説明をお願いします。 

１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） まず、この内容を確認しまして非常に大事なことだということ

で紹介議員となりました以上、御説明をしたいと思います。 

御存じのとおり、コロナ禍で、新型コロナウイルスで自粛であったり、緊急事態

宣言が何度も出される中で外食米であったり、ここの黒川温泉もそうだろうと思い

ますが、非常に在庫を抱えた状態で、今、日本国中に、ここに数字が出ていました

が、相当の米の在庫が余っている状態です。各県、小国郷もそうですが、小国郷に

おいては特別栽培米、売れる米への切替えを要請したところですが、昨年のウンカ

被害等もあり、なかなか特別栽培米への移行というのが進まない状態であります。
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全国的には主食用米を畜産の飼料用米として変えていく取組が相当進んでおりまし

て各県ごとに努力をしているところですが、それもまだまだままならない状態とい

うことです。この米がまだ市場にあふれている状態の中で、国としてコロナ禍で非

常に貧困であったり、大変な思いをされている方にフードバンクとして政府米とし

て買い上げていただき、そういうところに提供していただく。また、子ども食堂で

あったり、そういうところに提供していただく努力をしてほしいというのがこの趣

旨でございます。 

趣旨は本当に大変いいことだと思って紹介者となったわけですけれど、先ほど議

員控室において皆さん方と御相談も申し上げました。本来であれば、これは趣旨採

択ということでできたらということでございましたが、なかなかこの場で趣旨採択

というのはできないような状態でございますので、私からこういうのもおかしい話

かもしれませんけれど、気持ちとしては皆さんに趣旨採択をしていただきたい。否

決か賛成かどちらかになるわけですけれど、否決になっても趣旨採択ということで

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） 今、紹介議員の１番、穴井則之議員から説明がありましたとお

り、紹介議員の方からは趣旨採択というお願いがございましたけれども、ここで皆

さん方に質疑を求めたいと思います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。本件に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をしますが、反対の方がない場合は賛成の方からの意見でも結構でございます。 

はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） 私は、賛成の立場で話をしたいと思います。 

うち自体も大体８２４トンぐらいの米を毎年作らせていただいております。うち

の場合は農協に出すわけじゃなくて、ほとんどが福岡とか佐賀とか熊本の問屋さん

に直接持っていくわけですけれども、逆に言えば、農協のほうが守られている部分

もあって、そっちのほうがいいのかもしれませんけれども、今までのお付き合いと

いいますか、その仲で福岡や佐賀のほうに主に問屋さん。ですから、市場価格がも

ろにこっちにどんと来るというのが事実のところでございますので、今ここに書い

てありますとおり、米の余りというのは大変な事情、厳しい状況になるというのは

目に見えておりますので、私としてはこの趣旨に十分賛成もできますし、また国に

もこれを大きな声で請願を申し上げたいということを思いますので、賛成の立場で

採決をお願いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） 反対の意見がありませんが、賛成の意見が出ました。ほかにあ
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りませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はそのほかにないようですので、これより採決に移りたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本件の採決に移ります。 

請願第１号、新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願に賛成の方の起立

を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立少数であります。よって、本件は不採択と決定をされまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第４４号 専決処分の報告について（令和３年度南小国町一般会計補

正予算書（第２号）） 

○議長（平野昭夫君） 日程第３、議案第４４号、専決処分の報告について（令和３年

度南小国町一般会計補正予算書（第２号））を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第４４号、専決処分の報告について（令和３年度南小国町

一般会計補正予算書（第２号））について、歳入については総務課長、歳出につい

ては各課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第４４号、専決処分の報告について。 

地方自治法第１７９条第１項の規定を適用し、次のように専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

専第６号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第２号）。 

次のページをお願いいたします。専第６号、専決処分書。令和３年度南小国町一

般会計補正予算書（第２号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

令和３年５月２０日、南小国町長、髙橋周二。 

次のページをお願いいたします。専第６号、令和３年度南小国町一般会計補正予

算書（第２号）。 

次のページをお願いいたします。令和３年度南小国町の一般会計補正予算（第２



 

－ 77 － 

号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４０万５,０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５８億２,９５２万１,０００円とする。 

令和３年５月２０日専決、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入です。 

国庫支出金、国庫補助金、教育費国庫補助金、今回１６０万円を増額し、４０５

万１,０００円とするものでございます。学校保健特別対策事業費補助金です。 

次のページをお願いいたします。繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、今

回３８０万５,０００円を増額し、１億２,７９０万５,０００円とするものでござ

います。予算ベースの基金残高は、７億６,７４２万３,５０３円でございます。数

字で申します。７６７４２３５０３です。 

歳入は以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 歳出でございます。 

民生費、社会福祉費、介護保険関連サービス施設管理費です。今回２７万円を増

額し、８０６万円とするものです。内容としましては、コロナウイルス感染症対策

の備品としまして湯夢プラザにサーマル付き端末１台設置に伴うものでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ９ページをお願いします。衛生費、保健衛生費、予防費で

す。今回４５万６,０００円を増額し、４,２４３万６,０００円とするものです。

内容としましては、需用費、消耗品費として二酸化炭素測定器等の購入をしており

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） １０ページになります。農林水産業費、農業費、農業総

務費、今回５３万９,０００円を増額し、９,２５８万３,０００円とするものです。

備品購入費となりますが、先ほど説明がありましたサーマル端末の購入費となりま

すが、総合物産館きよらカアサの２台分としての計上をしております。 

続きまして、交流促進センター管理費、今回２７万円を増額し、１,０５９万３,

０００円とするものです。備品購入費ですけれども、同様の備品購入としており、

温泉館１台分としております。 

続きまして、１１ページになります。林業費、林業振興費、今回２７万円を増額

し、８,４２８万１,０００円とするものです。備品購入費で先ほど同様となります
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が、木材拠点施設ファブラボ阿蘇南小国におけるサーマル端末１台分としておりま

す。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） １２ページをお願いします。教育費、教育総務

費、事務局費です。今回補正額３６０万円を増額しまして、９,７３０万３,０００

円とするものです。内容につきましては、需用費２８０万円の増額で消耗品費の増

額となっております。内容は、新型コロナウイルス感染症対策関連での物品等の購

入となっております。主なものとしましては、町内小中学校への二酸化炭素の濃度

計測器、また飛沫防止パネルとなっております。 

続きまして、１７の備品購入費です。８０万円の増額となっております。こちら

も、同じく新型コロナウイルス感染症対策関連での備品の購入となっております。

内容につきましては、空気清浄機、各教室への設置分と、南中の寮につきましても

設置を計画しているものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑はないようですので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、議案第４４号、専決処分の報告について（令

和３年度南小国町一般会計補正予算書（第２号））を採決します。 

お諮りします。本案を承認することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は承認することに決定され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第４５号 南小国町副町長を置かない条例の制定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第４、議案第４５号、南小国町副町長を置かない条例の制

定についてを議題といたします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第４５号、南小国町副町長を置かない条例の制定について

は、総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第４５号、南小国町副町長を置かない条例の制定につ

いて。 

南小国町副町長を置かない条例を別紙のように定める。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６１条第１項ただし書の

規定により、南小国町に副町長を置かないことを条例で定めるため、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案

を提出する理由である。 

１ページ、おめくりください。南小国町副町長を置かない条例。 

地方自治法第１６１条第１項ただし書の規定により、南小国町に副町長を置かな

い。 

附則、この条例は、公布の日から施行する。 

副町長を置かない場合には、地方自治法第１６１条第１項ただし書の規定により、

副町長を置かない条例を定める必要があるため制定するものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） 第１６１条第１項のただし書、これを読み上げてください。

というのは、私には副町長を置かない条例というのをつくらなければならない趣旨

がよく分かりません。これに今賛成するとか反対するとかいう基準がありませんも

のですから、そこを教えていただくと同時に、この公布の日というのはいつなのか。

公布の日から施行するということですから、公布の日というのはいつなのかという

のも、あえてお伺いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） それでは、第１６１条を朗読させていただきます。 

「都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないこ

とができる。」となっております。 

いつから公布するかということでございますけれども、この議会で議決をいただ

いた後、決裁を取りまして公布をするということになっております。流れとしては、
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議決をいただいた後、そして公布の決裁を回して、その後、公布となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） 今のただし書だと、条例をつくることができるという、そう

いう話だったですね。つくらなければならないということじゃなかったですか。今

のただし書だったら。 

○議長（平野昭夫君） あと１回、総務課長、朗読してください。 

はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 「都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただ

し、条例で置かないことができる。」となっております。 

○６番（下城孔志郎君） その条例をつくることができるということは、つくらなくて

もいいという、単純な話、そういう話にもなるわけですよね。つくらなければなら

ない。つまり、その条例をつくらなければならないという、そういう法律ではない

わけですね。この第１６１条第１項のただし書というのは、そういうことですよね。

私が疑問に思うのは、わざわざ副町長を置かない条例をつくる必要があるのかな、

そこにどんなメリットがあって、どんなデメリットがあるのかということの疑問が

あるわけです。前回、去年、町長が副町長を置きますよという話をして、議会で反

対で、それは置かれんごとなった。３月の議会で、町長は自分の任期中には置きま

せんよという話をしたわけですよね。それはそれで町長の提案のもとに議会がどう

判断するかというのはそのときの議会によって変わってくるというところもいっぱ

いあるでしょうから、そのときの状況によっては置く置かないというのは議会で採

決されるということだと思うんです。ですから、わざわざ置かない条例をつくる必

要がどこにあるんだろうというのが私の疑問です。 

また、もう一つ思いますのは、副町長を置くというのは町長の特権事項なのかな。

議会の中から副町長を置けよと、また町民の中から副町長、この人がいいけんが置

きなっせよという話をしたときにどうなるのという。つまり、そのときに置かない

条例がありますから置けませんよという、ただそのことでばっさり切ってしまうの

かということも思うわけです。ですから、先ほどただし書にあるとおり、置かない

条例をつくることができるという話であるならば、この条例をわざわざつくる必要

がどこにあるんだろうと。先ほど言ったように、町長の特権事項ということである

ならば、またこれは別ばってんが、議会の中から、また町民の多くの皆さん方が、

この人を副町長にという話が出たときにはどうするのということを非常に疑問に思

う次第です。 

だけん、そのあたりのことを、何か全か無かといいますか、百かゼロかという、
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そんな感じでしてしまうという条例というのは、あくまでも条例ですから、町の法

律ですから、そういう条例をつくる必要があるのかなというのが私の、これは質問

というよりも疑問ですからなかなか答えづらい部分というのはあると思いますけれ

ども、そのあたりもし思うことがあったら話をしていただければありがたいなと思

います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 地方自治法の第１６１条で、先ほども言いましたけれども、

都道府県に副知事、市町村に副市町村長を置くとなっております。置かなくてはな

らないんです。ただし、条例を定めて、置かないことができるとなっております。

置かなくてはならない。ただし、この条例を定めることで置かないことができると。

地方自治法では、副知事、副市町村長を置かなくてはいけない。ただし、条例で置

かなくてもいいという条例をつくればよろしいということです。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） すみません、それと、置かないということになれば、県か

らも条例を制定しなさいという指導を受けているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 分かりましたか。質問ありませんか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） そうしましたら、現状は置かなくてもいいという条例になって

いるんですかね。現在は。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 条文で、「地方自治法第１６１条第１項ただし書の規定に

より、南小国町に副町長を置かない。」としております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） すみません、ちょっと頭が悪いので、現在の条例なんです。置

かなくてもいいという条例じゃないんですか。今までの条例ですよ。この前、現在

の条例です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 現在は、副町長を置かない条例というのはございません。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。ありますか。 

はい、４番、井上則臣議員。 
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○４番（井上則臣君） すみません、私としては、やはり開かれたまちづくり、今後は

いろんな対応のために、いろんなブレーンを入れることで必要性があると思ってお

ります。ただ、置く置かないは町長の判断でございますので、あえてそこのところ

の条例というのは置かなくても問題はないんじゃないですか。あえてこういう置か

ないという、そういう何かシャッターを閉めるような条例じゃなくて、そういう条

例はつくれないんですか。置かなかったら置かないように、ちゃんと置かないとい

うぐらいに決めろというわけですかね。全く県がそういうところまでやれと指導す

ることそのものが僕は納得できないですね。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 皆様方が違和感があるというのは十分私も承知をしているとこ

ろでございまして、基本的には置くということが当たり前というか、前提になって

いるわけですよね。置かないことのほうが、どちらかと言えば、イレギュラーとい

う形で捉えていただければいいかなと感じております。ですので、置くことがもち

ろん前提になっておりますので、置かないとなればそれを制定しておかなくてはい

けないということで御理解いただければと思います。私ももちろん違和感はあるん

ですけれども、前回一般質問でいただいたように、私の任期中はまずは置かないと

いう形で、今任期中は置かないという形でお話をさせていただいておりますので、

この条例を制定させていただくということで御理解いただければと思います。もし

仮にまた誰か目ぼしい方がいらっしゃって副町長に置きたいということを考えたと

きには、この条例を撤廃して副町長の選任のこういった議案を上程するという流れ

になりますので、そういったところで御理解いただければと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） じゃあ、現在は条例違反ということになっているんですかね。

総務課長、お願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 今、副町長がおりませんので、この条例を制定しなくては

ならないということでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。よく考えて。じゃあ、ほかにこれの議論をすると

永遠に続くと思いますので、質疑がないようでありますので、これより討論に入り

ます。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。 

はい、４番、井上則臣議員、反対の意見ですね。反対のほうからですね。 

○４番（井上則臣君） あえてそういう非常に手間のかかるような、もっと柔軟性のあ
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る条例でいいかと思いますし、私はこれについては反対いたします。やはり開かれ

たまちづくりでいろんなことに対応できる緊急事態というのがあるわけですから、

そういうことに一々そういうブレーンがいるときに、議会を開いて、条例をまたつ

くり変えてという、そんな時代遅れも甚だしいと思いますので、反対いたします。 

○議長（平野昭夫君） それでは、賛成の方の意見を求めます。賛成の方の意見はあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論が終了いたしました。これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第４５号、南小国町副町長を置かない条例の制定についての原案に賛成の方

の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 賛成多数であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第４６号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数

の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更に

ついて 

○議長（平野昭夫君） 日程第５、議案第４６号、熊本広域行政不服審査会を共同設置

する地方公共団体の数の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更につ

いてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第４６号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公

共団体の数の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更については、総

務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第４６号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地

方公共団体の数の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、熊

本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体に新たに合志市を加え、熊本広

域行政不服審査会共同設置規約を次のように変更する。 
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令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

熊本広域行政不服審査会共同設置規約の一部を変更する規約。 

熊本広域行政不服審査会共同設置規約（平成２８年告示第２０８号）の一部を次

のように変更する。 

第１条中、「阿蘇市」の次に「、合志市」を加える。 

附則、この規約は、令和３年９月１日から施行する。 

提出理由でございます。熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の

数の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について、地方自治法第

２５２条の７第２項の規定により、関係地方公共団体の協議により定めるため、同

条第３項の規定において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定に基づき、

議会の議決を求める必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。新旧対照表がついております。左側が変更後で

ございます。「阿蘇市」の後に「、合志市」を追加するものでございます。 

熊本広域行政不服審査会は、現在１２市町村です。これにより１３市町村となり

ます。本審査会は、市町村長が審査庁として審査請求の裁決を行うに当たり、客観

性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審議手続の適正性や審査庁の判断の

妥当性を審議し、市町村長に答申するものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようでありますので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第４６号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の増加

及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更についての原案に賛成の方の起立

を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 



 

－ 85 － 

１１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第４７号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第３号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第６、議案第４７号、令和３年度南小国町一般会計補正予

算書（第３号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第４７号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第３

号）について、歳入については総務課長、歳出については各課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第４７号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第３号）。 

次のページをお願いいたします。令和３年度南小国町の一般会計補正予算（第３

号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５,８０４万４,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６０億８,７５６万５,０００円とす

る。 

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。第２表、地方債補正。起債の目的、災害復旧事業

債、今回１億８,９００万円を減額し、１億２,６１７万円とするものです。現在の

利率は０.３％です。 

９ページをお願いいたします。歳入です。 

町税、固定資産税、固定資産税、今回４,９６９万９,０００円を減額し、１億４,

０５２万１,０００円とするものでございます。固定資産税減免申請による減でご

ざいます。 

１０ページをお願いいたします。地方特例交付金、新型コロナウイルス感染症対

策地方税減収補填特別交付金、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別

交付金、今回３,９５４万２,０００円を増額し、４,９５４万２,０００円とするも
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のでございます。固定資産税減収に伴う補填特別交付金でございます。 

次のページをお願いいたします。分担金及び負担金、負担金、災害復旧費負担金、

今回１５１万４,０００円を増額し、２４１万４,０００円とするものでございます。

農林水産施設災害復旧費負担金です。 

次のページをお願いいたします。国庫支出金、国庫負担金、災害復旧費国庫負担

金、今回２億２４６万円を増額し、７億１,２０４万８,０００円とするものでござ

います。公共土木災害復旧負担金、補助率かさ上げによるものでございます。 

衛生費国庫負担金、今回１,７６４万３,０００円を増額し、２,２５０万３,００

０円とするものでございます。新型コロナワクチン接種対策費負担金でございます。 

次のページをお願いいたします。国庫補助金、民生費国庫補助金、今回３４８万

９,０００円を増額し、７１７万８,０００円とするものでございます。低所得の子

育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金２７０万円、低所得の子育て世帯生活支

援特別給付金事務費補助金７８万９,０００円でございます。 

衛生費国庫補助金、今回１,５２９万１,０００円を減額し、６５２万３,０００

円とするものでございます。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助

金の財源組替分１,５７２万８,０００円の減と、新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金４３万７,０００円の増となっております。 

次のページです。県支出金、県補助金、農林水産事業費補助金、今回８３万２,

０００円を増額し、１億１,６７４万７,０００円とするものでございます。熊本型

放牧高度化支援事業補助金でございます。 

災害復旧事業補助金、今回１億６９８万円を増額し、１億５,５２８万円とする

ものでございます。農林水産施設災害復旧補助金９,８９８万２,０００円、令和２

年７月豪雨被災者等支援交付金７９９万８,０００円、宅地復旧事業補助金４件分

でございます。 

次のページをお願いいたします。財産収入、財産売払収入、不動産売払収入、今

回４００万円を増額し、１,３４０万７,０００円とするものでございます。部分林

売払収入でございます。 

次のページをお願いいたします。繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、今

回６,６２１万２,０００円を増額し、１億９,４１１万７,０００円とするものでご

ざいます。予算ベースによる基金残高でございます。７億１２１万１,５０３円で

ございます。数字で申します。７０１２１１５０３です。 

土地開発基金繰入金、今回５,１３６万１,０００円を増額し、５,１３６万１,０

００円とするものでございます。農協跡地購入分でございます。予算ベースによる

基金残高は０円です。 
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ふるさと納税基金繰入金、今回１,７３２万１,０００円を増額し、３億３,１０

０万円とするものです。きのこセンター修繕料分です。予算ベースによる基金残高、

６億２,６１５万２,３１８円です。数字で申します。６２６１５２３１８でござい

ます。 

次のページをお願いいたします。諸収入、雑入、雑入、今回６８万円を増額し、

１,５４５万７,０００円とするものでございます。学校給食費私会計余剰金です。 

次のページをお願いいたします。町債、町債、災害復旧事業債、今回１億８,９

００万円を減額し、１億２,６１７万円とするものでございます。 

一般単独災害復旧事業債１,２００万円の減、過年発生災害復旧事業債１億７,７

００万円の減となっております。 

次のページをお願いいたします。歳出です。 

総務費、総務管理費、一般管理費、今回１８２万３,０００円を減額し、２億６

０３万４,０００円とするものでございます。報酬３９万７,０００円、給料６０万

２,０００円、職員手当等５６万６,０００円、共済費２５万８,０００円、ともに

減額でございます。人件費の増減については、人事異動や職員の異動によるもので

す。他の費目にも人件費が計上されておりますが、同じ理由ですので、説明は省略

をさせていただきます。 

財産管理費、今回８,７０４万１,０００円を増額し、２億７,２３６万３,０００

円とするものでございます。需用費、修繕料でございます。庁舎正面玄関通路暴

風・暴雪対策工事でございます。使用料及び賃借料７万５,０００円でございます

けれども、これにつきましては、駐車場の借上げ代でございます。公有財産購入費

につきましては、農協跡地購入費土地代でございます。 

続きまして、諸費でございます。今回３２０万円を増額し、９９５万４,０００

円とするものでございます。部分林の地元交付金でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ２０ページをお願いします。企画費です。今回５１

４万円を増額し、１億７,４４３万４,０００円とするものです。内容としましては、

委託料の増額です。新たに実施予定の移住定住の体験プログラムに係る業務委託３

５７万円、令和３年度ふるさと便実施に係る業務委託１５７万円の増額です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 続きまして、地籍調査費です。今回２４万円を増額し、８,

７３３万８,０００円とするものです。内容としましては、人事異動に伴う人件費
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の補正となっております。 

次の２１ページをお願いします。総務費、徴税費、税務総務費、今回５４７万２,

０００円を減額し、５,７６８万８,０００円とするものです。いずれも人事異動に

伴う補正となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ２２ページをお願いします。戸籍住民基本台帳費です。今

回１９万４,０００円を増額し、４,２６４万円とするものです。いずれも４月の人

事異動に伴うものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ２３ページをお願いいたします。民生費、社会福祉費、社

会福祉総務費です。今回５３８万１,０００円を増額し、７,０４９万４,０００円

とするものです。内容としましては、報酬から共済費まで人事異動に伴うものでご

ざいます。 

次のページをお願いいたします。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費です。今

回１２万４,０００円を増額し、１,０６１万８,０００円とするものです。内容と

しましては、こちらも人事異動に伴う増額でございます。 

続きまして、児童措置費です。今回９５８万９,０００円を増額し、２億２,５０

７万５,０００円とするものです。内容としましては、節の３から１１までは低所

得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に伴う事務に係るもので

ございます。委託料につきましては、同じく子育て世帯生活支援特別給付金に係る

システム改修業務委託料でございます。負担金補助及び交付金の施設型給付費負担

金につきましては、当初より小国幼稚園関係が転入等で５名ほど増となっておりま

すので、５３０万円の増としております。子育て世帯生活支援特別給付金につきま

しては、児童１人当たり５万円で７０名を見込み、３５０万円を計上しております。

支給対象者につきましては、児童扶養手当受給者及びそれ以外の住民税非課税の子

育て世帯となっております。７月初めより支給を考えております。 

続きまして、児童福祉施設費です。今回６８６万９,０００円を減額し、１億８,

８７２万６,０００円とするものです。内容としましては、報酬から、次の２５ペ

ージをお願いいたします、共済費まで人事異動に伴う減額でございます。当初、保

育士２名分の予算をお願いしておりましたが、１名分に減額でございます。 

次のページをお願いいたします。民生費、災害救助費、災害救助費です。今回７

９９万８,０００円を増額し、２,０８５万４,０００円とするものです。令和２年
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７月豪雨による宅地等への被害に対する補助金でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ２７ページをお願いします。衛生費、保健衛生費、保健衛

生総務費です。今回１２２万３,０００円を増額し、２億９,３１７万９,０００円

とするものです。給料から共済費までは、今回の４月の人事異動に伴うものになり

ます。繰出金３５万６,０００円の増額になります。介護保険特別会計繰出金とな

ります。 

予防費です。今回２３５万４,０００円を増額し、４,４７９万円とするものです。

内容としましては、需用費は新型コロナワクチン接種に必要な注射器用保護パッド、

手指消毒液の購入費用になります。役務費です。１８万６,０００円増額になりま

す。小国公立病院に現在コロナワクチンの管理をお願いしているんですが、そちら

の管理手数料になります。委託料です。２０９万７,０００円の増額になります。

７月に現在予定しております土曜日の接種に関する接種加算及び医師・看護師派遣

に対する費用負担になります。 

環境衛生費です。３３万円を増額し、１億９,３６７万９,０００円とするもので

す。内容としましては、繰出金３３万円になります。水道特別会計繰出金が１４万

３,０００円、公共下水道特別会計繰出金が１８万７,０００円になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） ２８ページになります。農林水産業費、農業費、農業委

員会費、今回１１６万８,０００円を増額し、６５９万円とするものです。委託料

１１６万８,０００円ですけれども、現在利用している農家台帳を全国農業会議所

が進める農地情報公開システムに載せ替えることで全国的情報による農地集積・集

約を進めるための委託料としております。 

続きまして、農業総務費、今回３３０万１,０００円を減額し、８,９２８万２,

０００円とするものです。節の２、３、４、それぞれにつきまして、先ほどから出

ている人事異動に伴うものです。委託料１１１万５,０００円、それと関連する負

担金補助及び交付金１２０万円ですけれども、昨年度も実施しているんですが、新

型コロナ対策ＥＣサイト活用販路拡大事業委託料として、町内在住者による生産者

へのインターネット販売及びＳＮＳ等の支援、情報収集活動を行うための委託料３

０万円、それと補助金の負担金補助及び交付金になりますけれども、インターネッ

ト販売を実施した生産者に対し送料等を補助するということにしております。また、

委託料の中の食関係事業委託料ですけれども、小国郷の食をテーマとして地域資源
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を活用したワークショップ等を開催し、地域資源の発掘、文化の継承、技術の継承

と、また災害等における人材育成等を踏まえ、おぐにの里の学校を新たに実施した

いと考えております。繰出金１００万円の減額です。農集特別会計への繰出金とし

ております。 

続きまして、畜産振興費、今回８３万２,０００円を増額し、７４８万８,０００

円とするものです。負担金補助及び交付金ですけれども、今年度より熊本型放牧高

度化支援事業、昨年度までは旧放牧活用型草原等再生事業という形になっておりま

したが、内容的にはほぼ変わっておりませんけれども、当初ではそういった正式名

称が決まっておりませんでしたので、今回の補正予算計上としております。 

続きまして、２９ページになります。交流促進センター管理費、今回２０万３,

０００円を増額し、１,０７９万６,０００円とするものです。需用費の修繕料です

けれども、温泉館及び福祉課の地域福祉センターに利用している温泉水の薬液注入

装置が故障したことによるレジオネラ菌等への対処のため、新たに購入をするもの

です。 

続きまして、３０ページ、林業費、林業総務費、今回１１４万５,０００円を増

額し、８５５万８,０００円とするものです。内容につきましては、人事異動に伴

うものでございます。 

林業振興費、今回５１万２,０００円を増額し、８,４７９万３,０００円とする

ものです。負担金補助及び交付金の主なものとしまして、林業作業道復旧事業補助

金としまして、昨年の７月豪雨災害により被災した林道以外の作業道の復旧工事に

対する補助を２分の１かつ上限５０万円として補助するということにしております。 

続きまして、きのこセンター費、今回１,７３２万１,０００円を増額し、２,３

６７万３,０００円とするものです。需用費、修繕料１,７３２万１,０００円です

けれども、平成７年度の建設以降２５年が経過し老朽化している状況にあり、生産

体制の増も含めた修繕を行うものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ３１ページをお願いします。商工費、商工費、商工

総務費です。今回２９２万４,０００円を増額し、１,６２２万円とするものです。

内容としましては、給料、職員手当等、共済費、全て４月の人事異動に伴う増額と

なっております。 

続きまして、商工振興費です。今回２５５万６,０００円を増額し、１,５９９万

９,０００円とするものです。内容としましては、負担金補助及び交付金の増額で

負担金の増額です。今回、新型コロナウイルス感染拡大によるまん延防止等重点措
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置に伴って、飲食店の営業時間短縮要請に係る協力金支給の県事業がございますが、

それの市町村負担分の２５５万６,０００円の増額となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） ３２ページです。土木費、土木管理費、土木総務費、今回

３５万５,０００円を減額し、６,５２４万２,０００円とするものです。人事異動

に伴う減額です。 

３３ページです。道路橋梁費、道路新設改良費、今回補正の増減はございません。

財源組替です。 

３４ページです。住宅費、住宅管理費、今回１２万８,０００円を増額し、３,４

２７万８,０００円とするものです。職員手当等、人事異動等に伴う増額となって

おります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） ３５ページをお願いします。教育費、教育総務

費、事務局費です。今回補正額１０７万４,０００円を減額し、９,６２２万９,０

００円とするものです。内容につきましては、節、報酬から共済費まで４月の人事

異動に伴う総計での減額となっております。 

３６ページをお願いいたします。教育費、小学校費、学校管理費です。今回補正

額３５万５,０００円を増額し、１億３６１万３,０００円とするものです。内容に

つきましては、需用費２０万５,０００円の増額です。修繕料の増額となっており

ます。りんどうヶ丘小学校のバックネットのワイヤー部分の修繕となっております。

その他２件の修繕が発生したことによるものです。節１７の備品購入費です。１５

万円の増額となっております。市原小学校での電子黒板用のパソコンが故障したた

め、新規購入となるものです。 

１ページ、お開けください。３７ページになります。教育費、保健体育費、学校

給食費です。今回補正額６８万円を増額し、３,８１５万８,０００円とするもので

す。内容につきましては、積立金６８万円となっております。私会計の余剰金を学

校給食センター基金への積立てとするものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） ３８ページです。災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、

農地災害復旧費、今回３,５００万円を増額し、５,７５４万円とするものです。工

事請負費３,５００万円の増額です。国庫補助金の予算配分額変更に伴う増額とな
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っております。当初では、令和２年度に８５％、令和３年度に１５％、補助金が配

分される予定でしたが、今回、令和２年度に４０％の配分、令和３年度に６０％の

配分となったため、事業費の増額となっております。 

農業用施設災害復旧費、今回８,８３０万円を増額し、１億４,０６６万１,００

０円とするものです。需用費、消耗品費につきましては、ミステリーロード通行規

制看板、バリケード等の安全対策用品分です。工事請負費８,８００万円につきま

しては、国庫補助予算配分額変更に伴う増額です。 

３９ページ、お願いします。公共土木災害復旧費、公共土木災害復旧費、今回予

算の増減はございません。国庫補助率確定による財源組替です。 

応急災害復旧費、今回３００万円を増額し、５００万円とするものです。機器使

用料、５月の梅雨に入りまして機器使用料の支出が増となったため、今回、梅雨後

半の豪雨に備えて増額補正するものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ９ページ、固定資産税の減額の件に関して、中小企業庁からの

支援策として固定資産税の減免措置がされていると思います。申請に当たって、２

０２０年２月から１０月までの任意期間で３か月間の収入が５０％以上減少してい

れば全額、３０％から５０％未満であれば２分の１という要件だったと思うんです

けれども、その数字、何件申請があって、それぞれどれだけの事業所なりがあった

のかということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 御質問にお答えいたします。 

今回固定資産税の減額ですけれども、申請件数、今のところ６０件の事業所から

申請が上がっております。それで、減額ですけれども、今回４,９６９万９,０００

円を計上しましたが、ほぼこの額が軽減措置に伴う減額となっております。 

ちなみに、９ページの次、１０ページに新型コロナウイルス感染症対策地方税減

収補填特別交付金、こちらが今回３,９５４万２,０００円を増額しておりますけれ

ども、当初予算の段階では金額があまり把握できておりませんで、１,０００万円

を当初予算で計上しておりました。それで、今回３,９５４万２,０００円を追加す

ることで、４,９５４万２,０００円となります。こちらは、９ページの固定資産税

の減免分を国が１００％補填するという内容となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 
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○２番（佐藤 毅君） ６０件のうち、売上げが５０％以上減額して、全額免除された

事業所が町内申請の全部ということですかね。その内訳が分かれば教えていただき

たいんですけれど。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） ６０件のうち、５０％以上か３０％以上５０％未満かは、

すみません、集計はしておりませんで、全体数が６０件となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 関連して質問させていただきます。 

６０件という事業者さんの件数です。商工会に加入されている事業者さんが１７

０件だったと思いますので、割合としては非常に高いと感じております。町には、

昨日の一般質問でもお伝えしましたが、ぜひ事業者さんの声にも耳を傾けていただ

けたらというのを願っております。 

質問ですが、すみません、町税というところで関連してお尋ねしたいのですが、

町民税には支払いとして特別徴収があると思います。町内の事業者さんにお勤めの

方の分の町民税は、事業者さんが代行するような源泉徴収から給料天引きという形

で徴収されているかと思いますが、この事業者さんからの町への支払い方法という

のは現状どうなっているのかというのをお尋ねしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 御質問にお答えします。 

町民税の特別徴収、いわゆる特徴なんですけれども、支払い方法はほとんどが振

込となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。 

ほとんど振込ということだったんですけれども、今、銀行さんが事業者さんに来

られて、そこで支払いとかも依頼とかをしている状態なんですが、銀行さんが事業

者さんに通うということは、今は無償で銀行さんの御厚意でされているんですが、

これから有償に変わりますということで聞いております。有償になると、肥後銀行

さんに尋ねたところ、銀行から事業者さんまでに通う時間と事業者さんで作業をす

る時間、そしてまた銀行へ戻る時間というところで、それぞれ１０分当たり７００

円かかるというところで伺っています。銀行から事業者さんに通っていくと、やっ

ぱり作業を含めて３０分前後かかりますので、大体３,５００円ほどがかかってく
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るようになります。今まで無償だった分が３,５００円かかるような状況なんです

が、例えば振込の方法を肥後銀行さんに聞いたときに、ＰａｙＢとかという手法も

あると伺っています。これは、町のほうが銀行さんと契約とかをすれば、請求書に

ＱＲコードだったかな、バーコードか何かついていて、それを携帯で読み込めば、

その場で振込完了となると聞いていますので、また事業者さんの振込手数料なども

かかりませんので、今後はこういった利便性の高いものというのも導入いただけた

らなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 貴重な御意見、ありがとうございます。確かに銀行による

手数料の問題は重要なものでございます。先ほど御提案いただいたＰａｙＢについ

ては、ぜひとも前向きに検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ２８ページの農業総務費の中の委託料、食関係事業の委託料と

いうことでおぐにの里学校という話がありましたが、こちらの委託先と、おぐにの

里学校はどういう内容での事業予定なのか、詳しくお伺いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 先ほどおぐにの里の学校と言いましたけれども、すみま

せん、まだ仮称の段階ですので、そこは御了承いただければと思います。 

まず、目的なんですけれども、小国町あわせたところで非常に自然豊かな大地で

育った大変おいしい高原野菜だったりとか、そこにいるすごく栽培技術を持ってい

らっしゃる方、また加工や販売として技術を持つ豊富な人材の方が多くいらっしゃ

るかと思っています。 

その一方で、なかなか南小国町と小国町との交流というのが、現実的には世代間

にもよるんですが、非常にその交流というのが難しくなっているというところがあ

り、また高齢者の方々の技術の継承、それと若い人たちの交流、それとまた新しい

技術も含めた多様な交流というのが非常に希薄しているというか、薄いものに感じ

るというところでもあります。 

また、 近では自然災害等が多く発生していまして、例えばなんですけれども、

避難所等における避難所での暮らし方、短期間になればそこまで考える必要はない

のかもしれませんが、仮に今後長期的になったときにそこでの居住の問題、例えば

ですけれども、地元食材を利用してその場で食べることができるような、言葉がい

いかどうか分かりませんが、アウトドア的な食を通じた技術、もしくは何らかの備
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えに対する知識、そういったものを、一個人になるんですけれども、現在はＳＭＯ

の中に位置している職員でありまして、現在に至るまで小国町において小国の食の

学校というものを開いております。開設当時というのは小国町の中でもいろんな意

見があったかと思うんですが、現在では抽選による学校の開催というもので、非常

に多くの参加者を集めているという現状です。 

一方で、町内におきましても、生活研究グループだったりとか、いろんなグルー

プがございます。そういったところとの 終的には連携といいますか、そういうと

ころも含めていきながら、いかに南小国町の野菜とかを通じた技術の継承、そうい

ったものを含めて、地域資源の再発掘も含めて進めていければというところで考え

ております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ありがとうございます。 

今、小国町との連携ということで話をいただきましたけれども、この事業自体は

小国町と連携じゃなく、取りあえず南小国町が単独で事業を行って、今後は小国町

とも連携を考えていくという形でよろしいでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 現実的予算としては、小国町からの負担金とか、そうい

うところの予算というのは今現状では考えておりません。あくまでも小国町に小国

郷の中に位置する町民・住民等を相手にして、またそこにいらっしゃる方の料理人

だったりとか、そういったところも含めて講師としてお願いしながらやりたいと思

っています。ただ、後々、広域的・連携的をより一層強化する上においては、小国

町との連携というのは多分に必要になってくるかと思います。ただ、やっぱり何ら

かの基盤がないことにはそういったお話も小国町にもなかなかできないというとこ

ろもありますので、今後の将来を見据えた形で、かつこちらの基盤をしっかりとし

たものにした上で話を進めていきたいと思っています。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ３１ページの商工振興費について伺います。負担金補助及び交

付金とありますけれど、これは今何件ぐらいあるのか。それと、書類の提出方法な

んですけれど、個人がやっているのか、僕は、議会で言っていいかどうか分かりま

せんけれど、税理士か何かの方がこういうのをもらえますよということで、代わり

に申請してその報酬の２０％なり３０％を得ているといううわさでございますけれ

ど、聞いておりますので、そのあたりのチェックがあるのかどうかもお答え願いた
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いと思います。 

それから、３８ページのミステリーロードの件なんですけれど、実際崩壊してい

るところの工事はいつから着工できるのか。これと、この前、湯田自治会から、阿

蘇側の北山のゲートを開けてもらえないかということを決議しておりまして、申請

に来ているかと思いますけれど、そのゲートを開ける時期について伺いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 負担金の件についてお答えいたします。 

こちらにつきましては、県が受付を行っているものなので、うちのほうで受付を

行ってないものですから、件数等はまだはっきりした数字は分かっておりません。

負担金の算定としましては、前回、県が行ったこういう支援事業の数値を基にして

計算をされて、その計算方法に基づいて市町村の負担金の金額を決定しているよう

で、その金額の提示がありましたので、今回予算を計上したものでございます。ま

た、申請につきましては直接県への申請となっておりますものですから、そういっ

たところで商工会とか観光協会には情報提供を申し上げているところでございます。

情報としては、今のところ、以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 南小国西部農免農道（ミステリーロード）の災害復旧工事

の進捗状況だったかと思いますけれど、現在、県のほうで代行事業となっておりま

す。契約事務、登記事務に今若干時間を要しているということで、本来ならば６月

契約だったかと思います。若干１、２か月遅れているという情報は得ております。

県のほうでどういう、一括発注なのか、例えばのり面工、道路工、舗装工、分割発

注なのか、そのあたりの 終調整を行っているということで、７月、８月入札、契

約になってくるのかと思っております。 

それと、阿蘇市側のゲートの開門についてですけれど、阿蘇市さんと事前協議は

しているんですけれど、その中でやっぱりゲートを開けることによって、誤って進

入してくる車両等も多くなるのではないか。どちらにしても国道２１２号には抜け

られませんので、そのあたりの周知看板等の設置や迂回路等の案内が必要ではない

かという指摘は阿蘇市側からいただいておりますので、今回消耗品等を予算計上し

ておりまして、そのあたりの看板の作成をして、阿蘇市側とこういう形でこちらは

対応しておりますので、開放に向けて考えていただけませんかというのを再度申し

入れたいと思います。また、県が代行工事を行いますので、県の意向もある程度は

聞かなければならないのかなと思っております。梅雨にも入っておりますので、梅

雨明けをめどに実際開放となれば、その時期を考えているところです。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。 

先ほどの商工会費なんですけれど、これはやはりそういう県に直接なんですよね。

だから、町もチェックできない。県も、はっきり言って、内容はつかみきれない。

ただ、書類上の審査だけでやっているということがあります。当然不正はないかと

思いますけれど、万が一そういうことが行われて、やはり公平性を欠くような事態

だけは避けていただきたいし、そんなことを何か県と協議していただきたいと思い

ます。一つ、よろしくお願いいたします。 

じゃあ、ミステリーロードは、町も湯田の自治会もこの前から早く開けろという

ことを言っておりましたので、それで決議して申出があったと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑はありませんか。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） １５ページの部分林売払収入ということで４００万円上がって

おります。その支出で３２０万円ほどは部分林のほうに支払いをしておりますが、

これはどこの造林組合で何月頃、売払いをしたのか。それと、伐採なのか、間伐な

のか、立米数はどのくらいあったのか、分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 造林組合が２造林組合ございます。下小原造林組合と小原

造林組合でございます。見積額が４００万円上がっております。それを歳入として

おります。部分林設定条例に基づきまして、全伐につきましては８割を地元に交付

するということになっておりますので、３２０万円を交付という予定にしておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 別に質問しましたけれど、何月頃それが発生したのか、いつ頃

と、ちょうど４００万円ということですから、立木で販売したのじゃなかろうかと

いう推測がされるわけでございますが、どこに売ったのか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） これは、５月２１日に造林組合から見積りが出ております。

この予算は、予算の議決をいただいた後に町として契約をいたしまして、そして伐

採をしていただいて販売するということでございますので、まだどこに売ったとか、
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そういうのはございません。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） まだ出てないということですか。そうばってん、金額は上がっ

とるけんな。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） この予算が通ってから、大体伐採申請書等は出てきており

ます。それについて見積りも一緒に出ておりますので、この予算を議決いただいた

後に町と契約して、販売して、そしてお金を入れてもらって、そしてその８割を地

元に交付したいということでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 昨日の一般質問の中にも、児玉さんから、今、木材の高騰が起

こっていると。非常に４月ぐらいから急激に木材の値段が上がってきております。

５０％ぐらいの素材での価格の高騰が今現在あるわけでございますが、これがどこ

まで進むかということはまだ分かっていませんが、一過性のものか持続的なものか

ということは分かっておりませんが、非常に高齢化の造林組合が多いわけです。伐

採を考えるところもかなりあるんじゃなかろうかと。伐採しても代金的なものが残

らないということで伐採を控えているといったところ、これが値段が高騰すれば、

その道に走る造林組合が多く現れてくるんじゃなかろうかという懸念も、伐採場所

が増えると、その後、植林すればいいですけれど、植林しないような状況も出てく

るんじゃなかろうかと。こういったときに、町との関係が、非常に造林組合、部分

林がありますから、町も非常に対応をかなり迫られてくるような状況がこの先起こ

ってくるんじゃなかろうかという懸念があるわけでございますけれど、そのことに

ついてどういった考えをお持ちか、お考えがあれば、お話をしていただきたいなと

思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 部分林を伐採した場合は、その伐採によりまして部分林契

約というのが解除されるということになっていると思います。その後、町に実際返

ってくるわけでございますけれども、町としてもその部分林を伐採した後、そのま

ま返してもらうと非常に管理が難しいものになってまいりますので、今のところ、

森林環境保全直接支援事業というのがございます。伐採後、整地といいますか、土

地を植林ができるようにして、そして植林して５年間まで下刈りをしていただける

という、何かそういう事業がございます。今回もその事業を使って、５年間は管理
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をしてもらおうと思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） これは予算関係にはならないと思いますけれど、３７ページ

の学校給食費の基金積立てとは別で、今、配送業務の方が長年給食センターでして

もらっていた中で、現在はＳＭＯに業務委託をしたという話を伺いました。そうい

った中で、給食配送業務、前町長のときから随時で業者の方にしてもらった記憶が

ある中で、これも一般質問の中でも募集をかける必要があるということも上がって

いました。そういった条例とか、そういうのはあるのかないのかを伺いたいと思い

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 申し訳ありません。今手元に資料がないので、

公募しなければならないかどうか、すみません、回答ができませんが、現在のとこ

ろが、毎年委託契約を起票させていただいて、現在のところＳＭＯに発注をして、

配送業務をお願いしております。特殊な作業等もありますので、もう一度確認させ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 教育委員会への質問かと思いましたけれども、前任

の担当でございましたので、私から補足で説明させていただきます。 

もともとＳＭＯの経緯に至った理由は、前任の委託されていた方が配送業務を辞

退したいという申出がありまして、そちらの中で新たな委託先を検討した中で、Ｓ

ＭＯにお願いをするという形になりましたけれども、やはり学校給食という業務で

あり、また安全性とか、また確実性という中で衛生面も気をつけていただかなけれ

ばなりませんし、また平日これが毎日の業務になりますので、何かあったときに、

「いや、今日はできません」と言われても困りますので、あとはそういった配送業

務に代わりの人員を配置できるという、そういう体制が整っているところはどこか

と言われた場合、町内でいくとやはりＳＭＯ南小国であったというところで、そう

いった判断でＳＭＯさんにお声かけをさせていただいたところです。やはり業務の

そういった特殊性もありますし、また公募した場合でも、この業務が確実に遂行で

きる相手かどうかというのを判断するのもなかなか困難な状況もございましたので、

そういった形でＳＭＯさんとの随意契約という形で委託契約を締結させていただい

たという経緯でございます。補足で説明をさせていただきました。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） 配送業務の金額にしても大体１２０万円ぐらいだったかなと

思っていますが、現在のＳＭＯとの契約金額はどのくらいになっているのかを教え

てください。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 当初１２０万円で予算計上させていただいておりま

す。その金額の範囲内で契約をさせていただいているところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ２０ページ、総務費の企画費の委託料で移住定住体験プログラ

ム実施業務委託料３５７万円とふるさと便の業務委託料１５７万円、いずれもＳＭ

Ｏ南小国へ委託ということでありますけれども、移住定住体験、これは旧平邸の矢

ヶ部住宅、こちらが昨年、移住定住体験ということで貸し出す予定にはなっており

ましたけれども、新型コロナウイルスの影響で利用しないまま１年が過ぎておりま

す。こちらが管理委託と水道光熱費、年間約５０万円近く経費がかかっていると思

いますけれども、このプログラムは旧平邸も含めてそういった体験プログラムを計

画しているのか、このプログラムの内容と、あと、ふるさと便、昨年も学生向けと

一般向けでふるさと便を送付していただいておりましたけれども、今回は１８歳か

ら２５歳が対象ということで伺いましたが、昨年度のふるさと便の発送でどういう

反響があって、今回１８歳から２５歳ということで年齢を区切ったのか、そのあた

りの内容をお伺いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

まず、移住定住の体験プログラムでございますけれども、こちらは、既存の事業

としまして移住定住に向けては起業型の地域おこし協力隊という形で、言わば実践

型といいますか、本格的に南小国町で起業したい、何らかの事業を起こして、なり

わいをこちらでして、こちらに住んで実際起業するという方が対象となりますので、

そういった方を対象に起業塾等を開催しまして、対象を選定しまして事業を実施し

ていたところでございます。こちらにつきましては、年間１名、２名程度の募集が

あったりとか、ある程度の実績を上げておりますけれども、やはり起業型の地域お

こし協力隊というのは移住ありきで受けられるという方がほとんどでございます。

そういった部分でいきますと、かなりハードルが高い内容となっておりますので、
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やはり南小国町にちょっと興味のある方とか、南小国町に一旦住んでみたいけれど

も、まだ移住まではどうかなとかいう方々とか、あとは南小国町のまずファンをつ

くるという目的で、その前段階のような形でハードルを少しでも低くして、移住は

したいと考えているけれども、起業まではちょっとなという方々も取り込んだ上で

フィールドワークとか、インターン的な意味合いで、こちらでちょっとした作業を

したりとか、仕事を体験してみたりとかいうところを体験するようなプログラムを

組んで実施をしたいと考えております。そういう対象者につきましては、矢ヶ部の

住宅を利活用してというところも構想の中には入っているところでございます。 

続きまして、ふるさと便の件でございますけれども、こちらは以前数回ふるさと

便を実施いたしまして、意見としましては、南小国町を思い出したりとか、ありが

たかったという御意見を多数いただいているところでございます。そういったとこ

ろで、今回また国の緊急事態宣言並びに熊本県内でもまん延防止等重点措置の影響

がありまして、南小国町出身の若者等が連休中とか、また連休以下の土日とかに帰

省しようと思ってもなかなか移動制限がかかって帰省できないという状況でござい

ました。その中で、真に困っているというか、不安を抱えていたりするのはどうい

うところかなと考えたときに、高校生としてはまだ保護者の保護の下といいますか、

保護者がまだ親身になってお世話ができる環境にあるというところで対象からは外

させていただいた中で、やはり１８歳以上の高校を卒業した学生さん、並びに就職

をしている一般の方につきましては、まだまだ家族の方の支援であるとか、または

両親や家族が経済的にも精神的にもよりどころとなっているのではないかと思って

おります。そういった中で、そういった年齢層をターゲットとして、またふるさと

便を実施して、ふるさとに帰省できなかった、そういった部分を少しでも気持ちが

晴れるような形で取り組んでいきたいという考えから今回上げさせていただいたも

のです 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） それでは、この移住体験は起業型を対象ということで、旧平邸

の宿泊体験施設は、あくまでそういった希望の方とか南小国に興味を持っている方

を対象に宿泊体験をさせるというのは、まちづくり課が主体で行っていくという形

でよろしいんでしょうか。 

もう１点、ふるさと便なんですが、これは２００名分ということで、昨年は何度

か同じ方にもふるさと便を送っているかと思いますが、例えばこれは１人何回まで

なのか、何回に分けて発送を考えておられるのか、そのあたりをお伺いできればと
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思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 移住定住の件につきましては、まちづくり課の起業

型地域おこし協力隊並びにその他移住定住に興味のある方についての入居も受け付

けますし、またこの体験プログラムでの利用というのも視野に入れておりますので、

幅広い移住定住につながるような希望する方にはぜひとも貸出しをして利用いただ

ければと考えております。 

ふるさと便につきましては、前回募集した方もまた今回応募できるようにしてお

りますし、対象年齢で保護者の方がこちらにおられる方は対象としております。前

回募集した方が応募できないということにはしておりません。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） まだありますか。 

じゃあ、 後に、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 昨年送付された方は今年度も対象ということですけれども、１

回で２００名分募集されるのか、例えば２回か３回に分けて、例えば夏と冬に２回

送るのに、そのうちにいずれか１回なのか。だから、該当する方が２回発送を町が

されるのであれば、例えば夏と冬の２回同じ方に送るのが可能なのか、それとも例

えば１人の方に対して夏か冬、２回に分けて送るのであれば、いずれか１回なのか、

その回数が分かれば教えていただきたいのと、体験施設は、昨年新型コロナウイル

スの影響でまだこういう施設がありますというのは、全然町としては公にしてない

ということで、もし体験施設を活用するのであれば、どの時期に町としてはこうい

う施設がありますので、体験をしてみませんかというのを公にするのか、そのあた

りが分かればお伺いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ふるさと便につきましては、この予算が通りました

ら募集を早速かけたいと思っておりますけれども、募集につきましては１回で、１

回につき２００名を限度という形で予算を計上しているところでございますので、

これを年に２回分でという形での計上ということではございません。あくまで１回

分という形で御理解をいただければと思っております。 

また、定住促進の住宅の利用につきましては、コロナの収束というのはまだめど

が立っていないような状況で、どこでこれをＰＲするのかとか、ホームページ、い

ろんな媒体を使って広く周知をさせていくのかというのは非常に悩ましいところで、

今のところいつの時期からという明確なビジョンはまだできておりませんけれども、

今ワクチン接種も進んでおりますし、これがコロナの収束に向かい、人流が回復で
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きる状況になれば自ずと広報もできる状況になってくるかと思いますので、そうい

ったところで国・県の動向を見ながら、そういった広報ができ、うちの町にも大手

を振って来ていただきたいということが言える状況になりましたら、改めて広報を

していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

それでは、１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１３分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

議案第４７号の質疑を続けて行います。質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） また幾つか質問させてください。 

１９ページ、財産管理費の中の需用費で修繕料が庁舎の正面玄関の暴雨・暴風対

策だと聞きましたけれど、具体的にどこの部分をどのように改良する予定なのか。

それが今回の増築工事との関連があるのかないのかですね。 

それと、使用料のところで土地借上げ料が駐車場ということだったと思います。

７万５,０００円ですね。職員駐車場だと聞いていますが、どこを借り上げるのか。 

それと、２４ページで給料のところで保育士の募集で１名減というところでマイ

ナスがあったと思いますけれども、本年度、保育士も募集をかけられているかと思

いますけれども、今現状どれぐらい応募があっているのかないのか、それに対して

取組をどうされているのか、お尋ねをします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 財産管理費の修繕料でございますけれども、正面玄関の暴

風・暴雪対策工事でございます。場所は、当然正面玄関の入っていくところでござ

いますけれども、夏場とか、非常に風が吹いて、そこがぬれます。そうすると、非

常に滑りやすくなったりします。選挙のときに使うビニールのシート等なども敷い

たりしておりますけれども、やはり段差ができて引っかかりやすくて非常に危ない

ということになっております。また、冬には冬で雪等が降って、そこががちがちに

凍って非常に滑りやすくなっておりますので、そこのケーブルテレビセンターの降

り口から、ケーブルテレビセンターの庁舎といいますか、ケーブルテレビセンター
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の施設がありますけれど、その間に高さが約１６０センチ、幅が１メートルぐらい

のパネルを立てて、暴風・暴雨・暴雪のためにやろうと思っているところでござい

ます。今の前の工事とは関係はございません。 

それと、使用料の件でございますけれども、職員駐車場ということで農協の駐車

場を今４０台ほど借り上げております。それと、この工事に伴って駐車場が減って

おりますので、場所的には向こうの肥後銀行の南小国代理店があると思いますけれ

ど、その先の橋を渡って右に下りたところとその反対側、ちょうど右側は小国緑化

さんが今使っているところとその左側も借り上げようとしているところです。料金

的には農協用地が大体９月までで１年間借りる予定で２４万円予算を上げておりま

したけれど、農協用地が半年分になりましたので、１２万円浮いておりますので、

その用地を借り上げるだけで半年分で１９万５,０００円の支払いが出るものでご

ざいます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 保育士の募集の件です。５月の１０日から６月の頭まで保

育士２名の募集をかけておりました。結論から言いますと、結果は０人というとこ

ろでございます。求人を大学、高校、専門学校に出させていただいて、大分のほう

にまで出すようにしましたけれども、結果は０人というところで、実際には私が学

校に出向いてお話をする予定でございましたけれども、コロナというところもあり

ましてなかなか行くことができませんでした。 

次に、７月の下旬あたりから９月の試験の募集のお願いをしたいと思いますので、

その前にはまた学校とかに私が行ければお話もして、どうにかして保育士の募集が

できればと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑はないですか。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 同じ財産管理費の中の農協跡地の購入費ということで８,５９

１万円上がっているわけでございます。このことについては何回も説明を受けまし

て、確認事項等も確認をされて、説明を受けたわけでございますが、その中に解体

に伴う近隣住民への事前説明と騒音等の対応は十分に行って、クレームや補償等は

ＪＡ、農協ですね、それと解体業者によって行うという約束がこの中でされている

わけでございますが、解体に当たっては、特にＡマートあたりのところは十二分に

万全な態勢をもって、足場、要は囲い等も恐らくするんだろうと思いますが、その

ことは十分にしていただきたいと思います。あそこの場所自体が道路に面して、そ
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してまた小学校もあり通学路的なところということで、子供たちが通学して危険性

のないような状況に態勢を取っていただきたいなとは思います。 

しかし、落下物等によって障害事故、危ないような状況、そして近隣の住宅あた

りに被害を及ぼすようなことがあってはいけませんけれど、もしあった場合に、責

任はＪＡと解体業者が持つということでございますが、被害者的なものが出たとき

に、町の対応として被害者側に立って要望していただけるのだとは思いますけれど、

そのことについて町長のお考えを聞きたいと思います。そして、また約束的なもの

をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（平野昭夫君） ちょっといいですか。農協跡地の件は全協でよく話し合ったこ

とだと思いますが、今の件は全協のときに言っていませんけれども、全協で一致し

たということで、今の問題についてだけ、町長から答弁をしていただければ。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） この前、協定書の中でお示ししたとおり、ＪＡさんと交わしま

して、そういった何かしら問題が起きたときに関しては、ＪＡさん、そして解体業

者に対応していただくということで契約書を交わしているところでございます。も

ちろん改めてまた解体に入る前に、そういったところはＪＡさんと解体業者、どこ

がされるか分かりませんけれども、そういったところは再三再度お願いというか、

依頼はさせていただきたいと思いますし、そういった事故が起きないということが

第一でありますが、そういった対策を講じていただきながら、もし万が一何かしら

事故が起きたときに関しては、そういったその場その場で何がしかのどういった状

況でこういうことが起きたのかというところによってはまた対応が変わってくるん

じゃないかなと思いますので、そういったところを適宜判断はしなければならない

と思います。しかしながら、まずは第一にそういった事故が、またクレーム等がな

いようにするということが私どもとして、業者さん、ＪＡさんにお願いすることか

と認識をしているところでございます。 

○議長（平野昭夫君） いいですね。農協の跡地の件ですか。農協の跡地は全協で十分

意見を尽くしたと思いますので。ほかの件ですか。全協のときにある程度意見は出

尽くしたと思いますので、そのときに言ってもらえば、大体今言ったのも全協でそ

ういう話も出たと思いますけれども。 

はい、あと１問だけ。 

○８番（穴井千秋君） よろしくお願いを申し上げたいなと思います。私も孫が小学生

で２人おって、通学路として通っておりますし、森永さんも子供が小学生として通

っておりますので、非常に心配的なものがあるわけでございますので、十二分に態

勢を整えてやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 私が 後ですかね。きのこセンターの件についてお尋ねをさせ

ていただきたいと思います。この議会定例会が始まる前に経済建設委員会があった

ということで、その中で委員の皆さんには説明をされているみたいですけれど、当

然私は委員ではございませんので、そのときの状況を委員長が説明していただくの

もありがたいんですけれど、そのとき配付された資料等があるならば、農林課長、

準備していただいて、他の議員にもお示しいただければと思います。 

なぜそういう話をするかと言いますと、建設から２６年たった施設であります。

この時期において修理、入替えを行って増産する目的というのは、どういうところ

にあるのか。それと、昨日、一般質問の中で児玉議員の中にありました町の施設に

関して、町長答弁の中で、経過年数等に応じて民間に売却するなり、そういうこと

を考えていくということをおっしゃられたと思います。なおかつ、また民間の力を

借りて、まちづくりに取り組むということだったと思いますので、そうであれば、

この２５、６年という経過年数からして、民間のほうで払下げなりして、そこで活

力を持ってもらって、民間の力でまた町の特産品づくりだとか、そういうことに取

り組むべきではないかと私個人的には思うんですけれども、その辺はいかがでしょ

うか。 

○議長（平野昭夫君） 資料配付をいたしますので、しばらくお待ちください。 

［資料配付］ 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 今お配りいたしました資料が６月１０日に経済建設常任

委員会に対して説明を行った資料と全く同じものでございます。ただ、正直、詳細、

そのときの説明と同様にやりますと非常に時間がかかるかと思います。不足する点

等があれば、また質疑応答等でそれも含めてお願いしたいと思っております。 

まず、目的なんですけれども、きのこ菌床培養等施設、通称「きのこセンター」

と言われておりますが、現在、令和４年３月３１日までの期間としてＡＳＯ小国フ

ァームのほうで指定管理者として運営が行われております。現在の生産状況としま

して、マイタケ、キクラゲの生産が行われています。 

そういった現状なんですけれども、まず令和２年度の販売量実績３,５０６キロ、

対前年比１.０６、売上実績５８４万６,０００円、対前年比１.１となっており、

他の指定管理者が行っていた平成２７から２９年度と比較しますと、生産量、売上

額ともに、今後それらを上回る勢いで現在の指定管理者が生産や販売を行われるこ
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とが見込まれると思っております。一方で、マイタケ、キクラゲの経験期間が短い

期間でありながらも、確実な成果を上げていると認識しているところでございます。 

また、販路につきましても、従来からの町内外の飲食店等への販売を行いながら、

スーパーや大型商業施設への新たな販路として指定管理者の営業努力として確保さ

れている状況にもございます。 

また、令和２年１１月１１日から１２日におきまして、福岡県のマリンメッセで

開催されましたＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥ ２０２０の商談会に参加しまして、その商談

の結果、一番 後のページにつけておりますけれども、１２社に上る企業等からの

商談の話がありましたが、一定の生産量ができない状況から一部の商談は困難とい

う形になっているような状況でもございます。 

また、平成７年度、平成８年４月から共用開始になりますけれども、２５年が経

過し老朽化している状況にあり、今後の生産量の維持・拡大が非常に困難な状況で

あると。先ほど言いましたＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥの商談会等におきましても、やは

りマイタケを仕入れて売る側からしてみれば、一定の生産というのが、毎月単位と

か、毎週単位とか、そういったところが必要になってくる中で、現実的にその生産

維持や拡大、そういったところも含めて困難な状況でもあるというのがなかなか商

談としても確立できなかったというところでもございます。 

また、５番目になりますけれども、売上げ増を行うには、より一層の生産量の拡

大、そして新たな販路拡大が必要と考えます。今現在、培養室Ａ及び発生室Ｃとい

うのが現在の指定管理者になる以前より故障しておりまして、過去に平成２９年度

に空調等の修繕工事を行ったんですが、その際にもこの２つの部屋については修理

等を行っておりません。そこで、結果、そういった生産体制の増にもつなげること

がなかなかできないと。 

また、新たな販路としてのさらなる手段として、コロナウイルス感染拡大による

新たな生活様式の転換として、先ほども予算を今回計上しておりますけれども、Ｅ

Ｃサイト等をはじめとしたインターネット販売の需要が拡大している中で情報発信

やＥＣサイト等による販売を行う必要がより一層あると思っております。そういっ

た中でも非常に困難な状況であるという現状です。 

これらの問題や需要に対応し、さらなる売上げ増を行って、将来、指定管理者に

よる自走を目標として、また特産品としてのさらなる需要を推進するために、生産

機能強化を行いたいと考えております。 

２ページ目になりますが、修繕内容としまして、空調設備・換気設備修繕、これ

に対する見積書が後ろのページになりますけれども、１３ページの見積書１,４４

９万６,３５０円、すみませんが、２番目の菌床仕込み機器修繕等もこの中に一部
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含まれております。 

まず、８ページの平面図を見ていただきたいんですが、培養室Ａ、発生室Ｃと言

われるもの、赤枠で囲んでいる部分が現在も使用されていないような状況です。流

れとしまして、菌床等の仕込みを行った後、培養室Ｂ、手前下側２つ、４つの部屋

の中の下側２つで培養を行いまして、その後４５日間を経て発生室のほうに移すと

いうことになります。その発生室で 終的な生産を行いまして、収穫を行うと、そ

ういった部屋があり、そこで生産することによってさらなる増ができるんですが、

空調関係、換気設備、そういったものが使用できないような状況であり、また現在

使われている発生室Ａ・Ｂ、培養室Ｂ・Ｃ、そういったところにおいても、一般的

に天井等にございます扇風機みたいなものを設置することによって空調の流れがよ

くなることから、全体として約５割から７割の拡大生産が可能であると考えており

ます。 

また、２番目としまして、菌床仕込み機器修繕、次のページ以降に、写真番号で

言います８番、ミキサーというものがございます。それと、９番、チェーンコンベ

アー、１０番、袋詰機というものがございますが、８番のきのこミキサーにおきま

して、おがくず・ふすま・おから等、そういったものを混入しまして、チェーンコ

ンベアーにより菌床をつくり、１０番の袋詰機で菌床を袋詰めして、そしてその菌

床の中に含まれる外菌、きのこ菌以外の菌を約２４時間かけまして殺菌を行い、そ

して培養室に運ぶという段取りになるんですが、こういった施設というのが老朽化

をしていまして、ほかの類似する施設では見られないような機械となっております。

その上で、現在の、先ほど言いました１１番、殺菌釜とございますが、現状での殺

菌釜の菌床の 大容量数としまして２００個となっております。そして、放冷する

期間とかを含めますと結果的に丸１日程度かかるわけなんですけれども、今回検討

しています殺菌釜につきましては、現状の釜が高圧釜と言われるもので、極力短時

間で済むものではございますが、常圧殺菌釜というものに変更しまして、時間はか

かるものの、内容量としまして２００個から４００個の増産ができるというもので

考えております。そういうところも含めまして、現在の修繕を考えているところで

す。 

また、一部設置に伴う壁や進入口扉等の修繕１６０万円、これについては、状況

によっては減額となる見込みが大いにあると思います。そのため、１番、２番の見

積書、それと今言いました１６０万円を合わせまして１,７３２万６５０円という

形で今回計上を考えているところでございます。 

参考資料としまして、１７ページから２０ページに現在の管理運営に関する協定

書、２番のきのこ菌床培養等施設、令和２年度事業報告書の提出写し、２１から２
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４ページになります。それと、２５ページにきのこセンターについてということで、

指定管理者より提出いただいた今後の一部計画と。それと、２６ページに、先ほど

言いました商談会の結果報告というところでの資料をつけさせていただき、それ以

下、１番から４番まで生産量、売上げ、そういったものについて記載をしていると

ころでございます。 

先ほど質問の中にもありました、また今後の売却とか、そういったところについ

てなんですけれども、先の議会におきましても指定管理者制度の抜本的な改革を今

後検討できないかというお言葉をいただいているところでございます。現状におい

ては、まだ答えは出ていないというところではございますけれども、指定管理委託

料を併せ、また先ほど言いました指定管理者による自走、そういったところも含め

考えていく必要というのが当然のことながらあると思っております。 

一方で、指定管理者制度というもの自体は、住民の福祉を目的として、住民の福

祉の増進をより一層することをもって、そしてその利用に供するための施設である

公の施設について、民間の事業者等の力を有するノウハウを活用するということが

指定管理者制度となっております。 

また、一方で、今回のきのこ菌床培養等施設の設置条例における本施設の目的と

しまして、各種きのこ菌床培養を行い、町民に適正な価格で培養製品を譲渡する。

２番目に、きのこ生産と販売を行う。３番目に、町内の観光と連携し、農林業の付

加価値を高め、発展を行う。４番目に、地域資源の有効活用を促進するということ

がございます。 

結果として、きのこ生産と販売を行い、町民に適正な価格で譲渡し、町内の観光

と連携し、かつ町内の農林水産物の活用を行うことで、さらなる付加価値を生んで

いく役割を持った施設であると考えます。例えばなんですけれども、食卓などを考

えた場合に、マイタケだけではなく、町内の農産物、牛肉、そういったところも含

めることによってより一層喜ばれる食材になると考え、また現在ふるさと納税にお

きましてもマイタケが出品されておりますが、非常に高評価も得られており、安定

した出荷ができることによってさらなる収入増が見込めると思っております。その

際にも、現在ＳＭＯ南小国が中心となって、他の事業者との連携を行うことによっ

て、町内でとれた他の農産物との連携がより一層できることによって、福祉の増進、

生産者の収入増、そういったところも含めてさらなる効果があると考えております。 

今後、指定管理者制度の見直し、指定管理委託料自体の今後の動向、そういった

ところは当然必要かと思いますが、売却をする上においても現在の施設では非常に

老朽化しておりまして、現在の施設のまま売却をするとなったとしても、その対応

する事業者というのはある程度の修繕、そういったものがないことには売却を行う
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としても非常に難しいと考えております。そういったところから、今回の修繕とい

うものを予算計上させていただいているところでございます。 

不足する点があるかと思いますが、また質問等でお答えしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 大体今、農林課長からお話があったので、大まかな内容、概要

に関しては御理解いただけたかと思います。もともと１回目の改装というか、空調

とか照明とかを変えさせていただいたんですけれども、大体その前に一度はなくし

てしまうのかどうするのかというお話も正直ございました。そういった中で、専門

の業者に見ていただいたところ、そういった空調だったりとか照明を変えることに

よって、また増産することができるだろうという御判断をいただき、１回目の修理

をさせていただいたところでございます。南小国町の特産品の一つとしてもマイタ

ケはそば屋さんで天ぷらで出てきたりとか、飲食店・旅館等々でも使っていただい

ているということで、それまでがどうしてもいろいろな維持費というか、燃料だっ

たりとか、そういったところがかかって、冬場は止めたりとか、何かそういったと

ころでなかなかうまく生産ができていなかったんですけれども、これを指定管理を

変えることによって、現在はマイタケの生産からキクラゲとか、そういったところ

の生産もできるようになったということで私としても大変ありがたく感じていると

ころでございます。今回そうやって新たに設備を投資して、また入れ替えさせてい

ただくんですけれども、やはりせっかくの特産品に関して、いろいろなフードエキ

スポだったりとか、そういったところに行って、商談はしたものの、なかなかまと

まった数量ができないということでチャンスロスというか、機会損失のような状況

になっているのではないかなと私も感じていたところでございます。 

そこで、今回予算を計上させていただいたところでございますが、まずはこれま

でずっときよらカアサがそこを担ってやっていたんですけれども、なかなか生産が

追いつかなかった、また品質的にもちょっと厳しい部分が正直あったと思います。

現在の指定管理者に移って、ある程度品物もよくなり、数量もアップしてきたとい

うことで、私としては多くの方に結構喜んでもらっているんじゃないかなと思って

おりまして、ぜひこれをまた増産して外に販路を拡大していただきたい。また、そ

れで地域に雇用が生まれたりとか、またそういった波及効果というのもあるんじゃ

ないかなと考えているところでございます。 

私が昨日、一般質問の答弁の中でも言いましたけれども、これから町有施設に関

しては、いろいろなところで民間への委託だったりとか売却だったりとか、解体、

修理、そういったところは耐用年数によって考えていかなくてはいけないという認

識はもちろんございます。そういった中でも、農林課長の答弁と重複する部分もあ
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るんですけれども、やっぱり売却とかをするにしても、民間に貸出しをするにして

も、いずれにしてもやはりある程度の施設が整備されていないことには、売却で買

う人もいないだろうし、借手もいないんじゃないかなと思いますので、今回整備を

させていただきながら、まずは指定管理者の下でしっかりと増産をしていだだく。

また、そして今後何かしらの不具合、そういったところが発生した場合には、指定

管理者との協議にもよりますけれども、今後そういった民間への貸付けだったりと

か売却だったりとかをしていかねばならないことだろうとは思いますけれども、ぜ

ひ今回は南小国町の特産品というものをさらに増産して販路拡大していくためにも、

そして少しでも地域から雇用を生み出すためにも、ぜひこういった設備投資を御了

承いただければと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） きのこセンターの条例等を見させてもらいまして、当然町の施

設ですから、私は町の施設の在り方に関して話を進めたいというか、思いがあるん

ですね。ですから、昨日の町長の答弁の中でもやっぱり町の施設の売却だとか、そ

ういうことをおっしゃられたところにおいて、当然築年数も古くなってきて、機械

が老朽化してくる。もっと言うなら、今後、建物自体も老朽化で雨漏りだとか何か

いろいろ修繕・修理が必要になる、もしくは建て替える必要が出てくるというとき

に、そこにまた町として新築なり移転とか改築なりをしていかれるのかというとこ

ろも、もう一度お尋ねをしたいんですけれど。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） その建物自体に関しては、やっぱりそのときの状況だと考えて

おります。老朽化の具合だったりとか、どれぐらい修理費用がかかるのだとか、そ

ういったところを見ながら、また指定管理の生産量が、例えば伸びているとか、そ

ういうことだったら、ある程度の支出というか、修理は必要になるのかとは思いま

すけれども、その程度によっての判断になるんじゃないかなとは思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） その程度によって売却なり町で維持するのかということを決め

る。それは、大きく修理しないといけないときには町がします。また、軽微だった

ら、そのタイミングを見て、指定管理者に売却をするという考えですかね。その程

度というのが、今から老朽化してきますから、当然あと何年か後にはそういうこと

が事案として考えられますよね。ちょこちょことした部分であれば、町のほうで対

応します。ただ、大きく改築・修繕が必要になったときには、指定管理者と協議し

て売却処分するようなことも考えていくということですかね。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） そういったところ、その程度によって町でやらなければいけな

い部分もあるでしょうし、そこはまずはやっぱり指定管理者との協議というのが必

要になってくるんじゃないかなと思います。実際動かしていただいているのはもち

ろん指定管理者のほうでございますし、そういったところでの協議はまずは必要に

なってくるとは認識をしているところでございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 町の建物ですから、そこを議員として私も聞いています。物産

館きよらカアサの過去の話もそうです。僕は、そのときは一町民でしたけれども、

やっぱり８,０００万円を投入して、あそこを改築するというところに町民として

かなりの異論はあったと思うんですけれども、実際そうされました。結果的にはよ

くなったと私自身は思っております。今回の費用に関しても、個人的に思う部分で

言うと、経営者感覚から言うならば、ぜひ町の物産品として増産してもらって、ふ

るさと納税の増額だとか返礼品でもっと取扱いができて、南小国がマイタケだとか

キクラゲで有名になる部分に関しては賛成するんですけれども。ただ、老朽化する

部分の今後のことを考えたときに非常に重いというか、だから、どこまで町が管理

していくのかというところを、明確というか、大体の期限とか、そういう判断を町

民にも説明できるような何か、どれぐらいたったら町はやらないよとか、もっと突

っ込むよとかいうところをある程度明確にというのが僕の質問の趣旨でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） そこは、いつまでにとか、なかなか明確には出せない部分が正

直あろうかと思いますけれども、今回リノベーションをさせていただきながら、そ

ういったところの生産量だったりとか、そういったところの推移をぜひ見たいと思

いますし、またやはりある程度相当な額はかかりますよと、中身はある程度充実は

したんですけれども、外側の部分に関して相当な維持費がかかるんじゃないかとか、

そういったところが今後懸念されるようであれば、そういったときにはやはり民間

とか、そういったところの力を借りなくてはいけないと考えております。具体点な

いつぐらいまでにという先々の見通しは、なかなか、すみません、私のほうでもつ

かない部分がございますので、そういった御理解でお願いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） いいですね。ほかに質疑はありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑がないようでありますので、これより討論に入りま

す。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の

方からお願いをいたします。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第４７号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第３号）の原案に賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４８号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第１号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第７、議案第４８号、令和３年度南小国町介護保険特別会

計補正予算書（第１号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第４８号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算

書（第１号）については、福祉課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 議案第４８号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正

予算書（第１号）。 

１ページをお願いいたします。令和３年度南小国町の介護保険特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７万２,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億３,７６８万１,０００円とする。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入でございます。 

国庫支出金、国庫補助金、介護保険事業費補助金です。今回３１万６,０００円

を増額し、３１万６,０００円とするものです。内容としましては、介護保険制度

見直しに伴うシステム改修事業費補助金でございます。 

７ページをお願いいたします。繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金

です。今回３５万６,０００円を増額し、６２２万４,０００円とするものです。内

容としましては、制度見直しに伴うシステム改修費及び地域支援事業事務費繰入金

による増額でございます。 
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次のページをお願いいたします。歳出でございます。 

総務費、総務管理費、一般管理費です。今回６３万４,０００円を増額し、１７

１万円とするものです。内容としましては、高額介護サービス費及び食費・居住費

の見直しと介護保険制度見直しに伴うシステム改修委託料でございます。 

９ページをお願いいたします。地域支援事業費、包括的支援事業・任意事業費、

認知症総合支援事業費です。今回３万８,０００円を増額し、１９５万円とするも

のです。内容としましては、認知症地域支援推進員研修負担金でございます。認知

症地域支援推進員とは、平成３０年度から全ての市区町村に配備され、必ず研修を

受講することとなっており、南小国町には１名いらっしゃいますので、その方の研

修分でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） 本案の質疑を行います。質疑ありませんか。質疑ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようでありますので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第４８号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第１号）の原

案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ８ 議案第４９号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第１

号） 

日程第 ９ 議案第５０号 令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正予算

書（第１号） 

日程第１０ 議案第５１号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書

（第１号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第８、議案第４９号、令和３年度南小国町水道事業特別会
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計補正予算書（第１号）を議題といたしますが、議案第４９号から議案第５１号は

議会運営委員会で一括議題とすることになっておりますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、異議なしと認め、議案第４９号、令和３年度南小国

町水道事業特別会計補正予算書（第１号）、議案第５０号、令和３年度南小国町農

業集落排水事業特別会計補正予算書（第１号）、議案第５１号、令和３年度南小国

町公共下水道事業特別会計補正予算書（第１号）は、一括議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第４９号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算

書（第１号）、議案第５０号、令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正

予算書（第１号）、議案第５１号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補

正予算書（第１号）については、建設課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 議案第４９号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正

予算書（第１号）。 

次のページをお願いします。令和３年度南小国町の水道事業特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,４０４万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４,６９９万６,０００円とする。 

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項・

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

４ページをお願いします。第２表、債務負担行為。事項、公営企業法適用業務委

託料。期間、令和４年度から令和５年度。限度額、１,４５８万３,０００円。 

５ページをお願いします。第３表、地方債補正。簡易水道事業債、今回８００万

円を増額し、１,０２０万円とするものです。現在の利率は０.５５％です。過疎対

策事業債、今回６６０万円を増額し、８４０万円とするものです。現在の利率は０.

０６％です。公営企業会計適用債、今回９３０万円を新たに計上するものです。利

率については、今後の契約による銀行等民間引受資金となります。計２,７９０万

円。 

８ページをお願いします。歳入です。 

繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回１４万３,０００円を増額し、３,
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４５６万３,０００円とするものです。一般会計繰入金の増額です。 

９ページをお願いします。町債、町債、簡易水道事業債、今回８００万円を増額

し、１,０２０万円とするものです。簡易水道事業債の増額です。 

過疎対策事業債、今回６６０万円を増額し、８４０万円とするものです。過疎対

策事業債６６０万円の増額です。 

公営企業会計適用債、今回９３０万円を増額し、９３０万円とするものです。公

営企業会計適用債９３０万円の増額です。 

１０ページをお願いします。歳出です。 

水道費、水道管理費、水道総務費、今回９４４万３,０００円を増額し、２,０９

０万１,０００円とするものです。職員手当等１１万円については、時間外勤務手

当の増額です。委託料９３３万３,０００円は、公営企業法適用業務委託の増額で

す。公営企業法適用業務委託については、簡易水道、公共下水道事業など、公営企

業について、人口３万人以上の市町村は令和元年度までに移行要請がなされており、

実際に移行されているところです。３万人未満の市町村についても、平成３１年１

月２５日総務省公営企業会計の適用のさらなる推進について等の通知により、令和

５年度までに法適用、公営企業会計に移行するよう強く要請されているところです。

令和３年度より約３年間の準備期間を設け、上下水道とも令和６年４月１日の法適

用、公営企業会計化移行を実施したいと考えております。 

水道維持費、今回１,４６０万円を増額し、４,５５６万４,０００円とするもの

です。工事請負費１,４６０万円の増額です。脇戸地区配水管布設替工事に３１０

万円の計上、黒川地区配水管布設替工事に１,１５０万円計上しております。 

以上です。 

続きまして、議案第５０号、令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正

予算書（第１号）。 

令和３年度南小国町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

４ページをお願いします。第２表、地方債補正。下水道事業債、今回５０万円を

新たに計上するものです。現在の利率は０.５５％です。過疎対策事業債、今回５

０万円を新たに計上するものです。合計は５００万円です。 

７ページをお願いします。歳入です。 

繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回１００万円を減額し、１,９３８

万８,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額です。 
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８ページです。町債、町債、下水道事業債、今回５０万円を増額し、４５０万円

とするものです。下水道事業債５０万円の増額です。 

過疎対策事業債、今回５０万円を増額し、５０万円とするものです。過疎対策事

業債５０万円の増額です。 

９ページです。歳出です。 

集落排水費、集落排水管理費、集落排水維持費、今回補正の増減はございません。

一般会計から地方債への財源組替です。 

以上です。 

続きまして、議案第５１号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予

算書（第１号）。 

令和３年度南小国町の公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６８万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億３,２９６万３,０００円とする。 

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項・

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

４ページをお願いします。第２表、債務負担行為。事項、公営企業法適用業務委

託料。期間、令和４年度から令和５年度。限度額、１,３６２万９,０００円。 

５ページをお願いします。第３表、地方債補正。公営企業会計適用債、今回６５

０万円を新たに計上するものです。利率については、契約による民間等引受資金と

なります。 

８ページをお願いします。歳入です。 

繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回１８万７,０００円を増額し、３,

６２７万８,０００円とするものです。一般会計繰入金の増額です。 

９ページです。町債、町債、公営企業会計適用債、今回６５０万円を計上し、６

５０万円とするものです。公営企業会計適用債の増額です。 

１０ページです。歳出です。 

下水道費、下水道費、下水道総務費、今回６６８万７,０００円を増額し、１,４

５３万１,０００円とするものです。給料等につきましては、人事異動等に伴うも

のです。委託料６５１万２,０００円、公営企業法適用業務委託、下水道部門にも

地方公営企業法適用、公営企業会計化への移行を行うための業務委託料の計上です。 

以上です。 
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○議長（平野昭夫君） ２時１５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５７分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を行います。 

議案第４９号、議案第５０号、議案第５１号の議案につきまして質疑を今からい

たします。質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 水道事業の歳出で１０ページ、水道維持費の中に工事請負費が

計上されておりますけれども、ここ数年、配水管の布設替工事が各地で行われてお

ります。全国的に見て、消火栓のボルトの劣化によるマンホールから水が噴き出す

という事例が各地で起きておりますが、町内の配水管、また消火栓あたりの維持管

理は現在どういった形でされているのかお伺いできますか。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 消火栓は消防担当になるのかなとは思っておりますけれど、

水道事業に関しましては老朽化対策というのはやっぱり非常に厳しい状況にはあり

ます。正直言いまして、事前の予防はなかなか難しいというのが現状ですので、や

はり老朽工事、対策工事、漏水工事をやっておりますけれど、現実的には水道の異

常計で判断するしかないというのが今の現状かと思います。それでも、微量の場合

は発見できない場合があって、やっぱり路面水が出てきてから対策工事を行うとい

う事例が多いかと思います。日々気をつけているのは、地区ごとの水量の量ですね、

そこあたりは警報等も水量が増せば鳴りますので、そこあたりで確認するという以

外に現実的にはないのかなと認識しております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 消火栓の維持管理ということでございますけれども、消火

栓については、各消防団分団にお願いをしております。機器の不具合といいますか、

そういうのがあった場合は、総務課に言ってもらって交換等をするようにはなって

おります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 今回の布設替えは何か道路改良等に伴う布設替えになるんです

かね、それとも配管の老朽化による布設替えの計画になっておりますか。 
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○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 脇戸地区配水管布設替工事につきましては、令和２年７月

豪雨災害でのり面等に配管してあったものを町道のほうに災害復旧の布設替工事と

して実施するものです。黒川地区配水管布設替工事につきましては、黒川地区の一

部、旧黒川保育園付近になるんですけれど、そこが極端な水量・水圧不足が生じて

おり、配水管の口径増設の布設替工事を実施したいと。昨年、設計委託料を上げて、

その数字が固まりましたので、今回、工事の本体分を計上したところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。ありませんか。ありま

せんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。本案に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第４９号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第１号）の原

案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

続きまして、議案第５０号、令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正

予算書（第１号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

続きまして、議案第５１号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予

算書（第１号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決をされま

した。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第５２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１１、議案第５２号、固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第５２号、固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、同意を求める。 

令和３年６月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、住所、南小国町大字満願寺８９２８番地。 

２、氏名、大塚嘉久。 

３、生年月日、昭和２８年４月１１日。 

提案理由。地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を得る必要があ

る。これがこの議案を提出する理由である。 

私から補足としての説明をさせていただきます。 

固定資産評価審査委員ですけれども、任期が３年となっておりまして、大塚嘉久

氏は現在１期目で御就任をいただいているところでございます。承認されれば、２

期目ということでございます。皆さん御存じのとおり、ＪＡの理事の要職を務めら

れておりまして、周りからの信頼も厚いと私自身感じておりますし、また固定資産

評価審査委員として公平・公正な判断ができるのではないかということで、今回審

議をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） 提案理由の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。本案に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、終了をいたします。 

人事案件の選任方法については、申合せ事項において無記名による投票となって

おりますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、投票といたします。 

議場の出入口を閉鎖します。 
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［議場閉鎖］ 

○議長（平野昭夫君） 開票立会人を指名します。会議規則第３２条第１項及び第２項

の規定によって、８番、穴井千秋議員と９番、森永一美議員を指名といたします。 

事務局より投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（平野昭夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（平野昭夫君） 異常なしと認めます。 

固定資産評価審査委員会委員の選任に同意される方は◯、されない方は×をお願

いいたします。また、会議規則第８４条の規定により、白票は否とみなします。 

ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票を願います。 

［投票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票漏れはありませんか。 

投票漏れなしと認め、投票を終わります。 

これより開票を行います。 

開票立会人は前にお願いをいたします。 

［開票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票の結果を事務局長に報告させます。 

○議会事務局長（河本孝博君） 投票総数９票、有効票９票、無効票はございません。

有効投票中、◯が９票。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、開票の結果、原案のとおり同意することに決定をい

たします。 

議場の出入口を開放します。 

［議場開鎖］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 報告第１号 繰越明許費の繰越計算書の報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１２、報告第１号、繰越明許費の繰越計算書の報告につ

いてを議題といたします。 

本報告について、説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 報告第１号、繰越明許費の繰越計算書の報告については、総務
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課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 報告第１号、繰越明許費の繰越計算書の報告について。 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和２年度南小国町一般会計

繰越明許費繰越計算書を次のとおり調整したので、報告する。 

令和３年６月１５日、南小国町長、髙橋周二。 

１枚、お開きください。令和２年度南小国町繰越明許費繰越計算書。一般会計で

ございます。 

総務費、総務管理費、南小国町地籍調査事業３,１６４万１,０００円のうち、６

７６万円が繰越しでございます。進捗率９０％でございます。 

衛生費、保健衛生費、災害等廃棄物処理事業、総事業費２,７６２万２,０００円、

うち繰越額１,３９３万７,０００円。進捗率につきましては、５月末現在でござい

ます。６７％でございます。 

農林水産業費、農業費、令和２年度団体営農業農村整備事業３,４５０万円のう

ち、３,２５０万円が繰越しでございます。進捗率５％です。 

農業費、強い農業・担い手づくり総合支援交付金、総事業費３,６４１万円、繰

越額３,５６６万９,０００円。進捗率９.５％です。 

商工費、商工費、南小国町３倍返し宿泊券発行事業補助金、総事業費１,０３１

万８,０００円、繰越額５００万円。進捗率７５％。 

商工費、南小国町倍返し飲食券発行事業補助金、総事業費６３１万９,０００円、

繰越額１００万円。進捗率８０％。 

商工費、南小国町「観光」商品券発行事業補助金、総事業費９５６万円、繰越額

６５６万円。進捗率４０％です。 

土木費、道路橋梁費、町道中湯田赤迫線外道路改良事業、総事業費７,５００万

円、繰越額７,０８１万９,０００円。進捗率１５％です。 

道路橋梁費、道路メンテナンス事業、総事業費３,７８０万円、翌年度繰越額２,

９００万円。進捗率５０％です。 

次のページ、お願いいたします。住宅費、南小国町営市原団地３号棟外壁等改修

工事、総事業費２,２００万円、翌年度繰越額１,３７２万５,０００円。進捗率９

５％です。 

住宅費、南小国町営市原団地３号棟外壁等改修工事現場監理業務委託２５０万円

のうち、２５０万円が繰越額です。進捗率９５％です。 

消防費、消防費、令和２年度消防団設備整備補助金１,５２０万８,０００円のう

ち、１,５２０万８,０００円が繰越額です。進捗率５０％です。 
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教育費、小学校費、各小学校空調設備設置工事他、総事業費７３１万８,０００

円、繰越額７３１万８,０００円。進捗率６０％です。 

中学校費、中学校空調設備設置工事他、総事業費３６６万円、繰越額３６６万円。

進捗率６０％です。 

災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、令和２年発生農地等災害復旧事業、総事

業費２億３,３００万円、繰越額１億１,１３６万９,０００円。進捗率２５％です。 

農林水産施設災害復旧費、令和２年発生林道施設災害復旧事業３,８５０万円、

繰越額２,７７４万２,０００円。進捗率９５％です。 

公共土木災害復旧費、令和２年発生公共土木施設災害復旧事業、総事業費２億６,

８００万円、繰越額２億６,８００万円。進捗率２５％です。 

次のページをお願いいたします。簡易水道事業特別会計でございます。 

水道費、水道管理費、黒川地区配水管布設替等工事設計業務委託、総事業費５０

０万円、翌年度繰越額５００万円。進捗率９５％でございます。 

水道管理費、南小国町地方公営企業法適用基本計画策定業務委託、総事業費２０

０万円、繰越額２００万円。進捗率９５％でございます。 

次のページをお願いいたします。特定地域生活排水処理事業特別会計。 

生活排水処理費、生活排水処理費、浄化槽設置工事、総事業費８１１万２,００

０円、翌年度繰越額２００万円。進捗率９５％です。 

次のページをお願いいたします。公共下水道事業特別会計。 

下水道費、下水道費、志津地区枝線管渠布設工事（８工区）、総事業費８５０万

円、翌年度繰越額６１４万６,０００円。進捗率３０％。 

下水道費、南小国町発注者支援業務委託、総事業費１００万円、繰越額１００万

円。進捗率３０％。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本報告の質疑を行います。質疑はありませんか。あ

りませんか。 

はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） 繰越明許、数がかなりありますが、こんなものでしょうか。ち

ょっと多いような気もしますけれど。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） 例年こんなに、今年何か数がすごく繰越分が多いような気もし

ますが、何か進んでないというか、毎年こんな状況でしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 今年度につきましては、やはりコロナ禍ということで、そ
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ういうこともあって事業が遅れたのもあるかと思います。また、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を使った事業なんかが、商工費が３本、教育費が

２本となっておりますので、そういうのも増えた要因かと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑はないようですので、報告第１号、繰越明許費の繰越計算

書の報告についてを終了いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議員派遣報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１３、議員派遣報告についてを議題といたします。 

閉会中に許可いたしました議員派遣につきましては、別紙のとおりですので、御

報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議員派遣の件について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１４、議員派遣の件についてを議題といたします。 

閉会中に議員派遣の必要がありますので、別紙のとおり許可をしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、議員派遣につきましては、許可することに決

定をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 閉会中の継続審査について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１５、閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

ただいまお手元に配付のように、総務文教、経済建設の両常任委員会、また議会

広報調査対策、環境問題調査、南小国町議会議員定数削減に関するの３特別委員会

及び議会運営委員会から継続審査の申出書が提出されておりますので、閉会中の継

続審査を許可することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。したがって、閉会中の継続審査を許可す

ることに決定をしました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、本定例会において議決された事

件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。したがって、この事案につきましては、

議長に委任することに決定をいたしました。 

お諮りします。本定例会に付された事件は全て終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は、本日で閉会するこ

とに決定しました。 

これで、令和３年第２回南小国町議会定例会を閉会といたします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時４１分 
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本会議の顛末に相違なきことを認め、ここに署名します。 

 

 

 

      南小国町議会議長 

 

 

 

      会議録署名議員  ８番 

 

 

 

      会議録署名議員  ９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録調製者  河 本 孝 博 

 



－ 127 － 

会 議 顛 末 

 

議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

請願第１号 新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める

請願 

６月16日 不 採 択 

議案第44号 専決処分の報告について（令和３年度南小国

町一般会計補正予算書（第２号）） 

６月16日 承  認 

議案第45号 南小国町副町長を置かない条例の制定につい

て 

６月16日 原案可決 

議案第46号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方

公共団体の数の増加及び熊本広域行政不服審

査会共同設置規約の変更について 

６月16日 原案可決 

議案第47号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第

３号） 

６月16日 原案可決 

議案第48号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予

算書（第１号） 

６月16日 原案可決 

議案第49号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予

算書（第１号） 

６月16日 原案可決 

議案第50号 令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会

計補正予算書（第１号） 

６月16日 原案可決 

議案第51号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計

補正予算書（第１号） 

６月16日 原案可決 

議案第52号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ６月16日 原案可決 

報告第１号 繰越明許費の繰越計算書の報告について ６月16日 報告済み 

 議員派遣報告について ６月16日 承  認 

 議員派遣の件について ６月16日 承  認 

 閉会中の継続審査について（総務文教常任委

員会／経済建設常任委員会／議会広報調査対

策特別委員会／環境問題調査特別委員会／南

小国町議会議員定数削減に関する特別委員会

／議会運営委員会） 

６月16日 各委員会 

継続審査 

決  定 
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