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日程第17 議案第57号 専決処分の報告について（令和３年度南小国町特定地域生活

排水処理事業特別会計補正予算書（第１号）） 

日程第18 議案第58号 専決処分の報告について（南小国町手数料条例の一部を改正
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日程第22 議案第71号 令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予算書（第

１号） 

日程第23 議案第72号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２号） 

日程第24 議案第73号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第２号） 

日程第25 議案第74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
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日程第26 議案第75号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計補正

予算書（第２号） 

日程第27 議案第76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

２号） 

日程第28 陳情第３号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移

転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的

に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情 

日程第29 陳情第４号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう

求める陳情 

日程第30 陳情第６号 所得税法第５６条の廃止を求める陳情書 

日程第31  議員派遣報告について 

日程第32  議員派遣の件について 

日程第33  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
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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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 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 － 

 

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、ただいまから令和３年第３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。 

それと、皆様も御存じのように、長期によりコロナ禍によりまして、県内の議員

の研修、課のオンライン、町内における各事業等が中止に追い込まれております。

その中においても、私たち議員は町民の皆様のために活動をしっかりしなければな

らないというのが責任だと思っております。 

それと、「令和３年第３回南小国町議会定例会議事日程（第１号）」の訂正です。

「令和３年９月１５日（火）」と書いてありますけれど、「（水）」と訂正をさせ

ていただきます。 

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、３番、井野和哉議

員、４番、井上則臣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きましては、去る９月８日に議会運営委員会が開かれ、本日

から２２日までの８日間とし、その間の会議日は、本日、１６日、１７日、２１日、

２２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、本日に決定をさ

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］ 
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○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、シニア世代を含めた一体的生

活支援体制整備への取組について質問をいたします。 

６月定例会にて高齢者住宅の整備を求めましたが、公設公営では行わないとの回

答でした。ハード面での整備が進まなければ、ソフト面の充実を進め、住み慣れた

地域や家で生活を続けていくことができるように一体的に支援を提供する体制の整

備を急ぐ必要があると思います。 

本町において、高齢化率は４０％を超え、６０歳以上で見れば、１,９００人弱、

４８％、町民の約半分は６０歳以上となっています。総合計画の進捗状況レポート

では、要介護認定者が３５１人、認定率２２.４％、この数字は県下でも上位とな

っているとありました。また、長引くコロナウイルス感染症の影響により、健康づ

くり、元気づくりの活動や老人クラブの活動も制限を受けています。高齢者の社会

的孤立も問題視されており、孤立が進むと、鬱になるリスクも高まり、要介護状態

にもつながります。併せて、６５歳以上の一人暮らしの世帯も２００を超えている

現状があります。 

各課関係機関で健康医療支援、介護予防・生活支援等、いろんな事業が行われて

いますが、改善が必要なところもあると思います。町民課、福祉課、地域包括支援

センター、社会福祉協議会がもっと連携を深めて、支援体制の一本化を図り、支援

を行う人材の確保や育成に取り組み、町民の福祉充実に向けての体制整備を加速す

べきではないかと思います。また、今後の取組においても、高齢者だけではなく、

５０代を含めたシニア世代の生活支援にも目を向けて、現況の確認や高齢者になっ

た後の継続的支援提供のためにも、もっと地域に根づき、積極的に各課が取り組む

事業を一体的に展開すべきではないかと思います。 

今後の高齢者になる町民を含めて、老後を地域で安心して暮らせる支援策、組織

体制の整備やケアスタッフの人材確保・育成について、町長のお考えをお尋ねしま

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。 

８月３１日現在で南小国町の総人口は３,９００人、そのうち６５歳以上が４０.
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５％、６０歳以上は４８.６％となっております。年々高齢化が進む中で、将来を

見据え、高齢者だけでなく、６０歳前後世代の現状確認や生活支援にも取り組んで

いく時期にきていると感じております。 

町民課では、１人でも多くの方が住民健診を受け、その結果を生かしていただけ

るように、各大字ごとに担当保健師を置き、必要な方に個別に会って、お話をする

体制を取っております。その中で、支援の必要な方に関しては、福祉課、地域包括

支援センター、社会福祉協議会と連携を取り、御本人を中心とした支援を行うこと

ができる取組も始めました。管理栄養士も食生活改善推進員とともに、食と健康を

地域に広める活動を行っております。 

そのような活動の中で、町民の方へやりがいを持っていただく一つの方法として、

今年度より、きよらの郷健康づくりポイントを実施しております。これは、健康ポ

イント対象事業に取り組んでいただくことでポイントを獲得し、１,０００ポイン

トたまった方の中から抽選で１５名の方に健康用品や防災グッズなどが当たるとい

うものです。最近スタートしたばかりですので、今後、ケーブルテレビ等で具体的

なＰＲを実施する予定にしております。 

福祉課では、地域包括支援センター、社会福祉協議会と日々連携を取りながら、

相談ケースの支援や介護予防事業の展開を行っております。保健師や社会福祉士等

の専門職がいないため、地域包括支援センターに社会福祉協議会から出向していた

だいた主任介護支援専門員１名と社会福祉士１名、町の会計年度任用職員の介護支

援専門員１名を配置し、その業務に当たっております。必要時には、町民課の保健

師とも連携し、戸別訪問や相談対応、高齢者の実態把握などを行っております。 

介護予防事業については、週１回型の介護予防教室の開催や身近な地域で住民が

主体的に集まり、体操を行う通いの場づくりを展開しており、町内で１３か所の自

主活動グループが週１回の活動を行っております。通いの場については、年齢、地

域関係なく集まっていただけるため、多くのグループで６５歳未満の方の参加もい

ただいております。 

社会福祉協議会では、福祉サービスや相談、ボランティアや住民活動の支援、共

同募金活動への協力など、全国的な取組から地域の特性に応じた活動まで、様々な

場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。民生児童委員や老人クラブ活動の支援、

生活困窮者への支援、子育て支援と幅広く御尽力いただいており、地域の様々な社

会資源とのネットワークを生かし、地域の最前線で活動しています。 

このような現状の中から、今後の高齢者が地域で安心して暮らせる支援策、組織

体制の整備のためには、まずは人材確保・育成が必要であり、今年度も保健師、社

会福祉士の職員募集を行いましたが、残念ながら、保健師に関しては応募がありま
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せんでした。引き続き関係教育機関などに出向くなどしながら人材の確保につなげ

たいと考えております。また、組織体制の整備に関しては、関係課及び関係団体と

協議しながら、円滑な事業運営ができる体制を整えたいと思います。 

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） ありがとうございます。 

今日の新聞の一面にもございました。１００歳以上の高齢者が８万６,５１０人

ですか、５１年連続で増加していると。２０４０年においては、９０歳以上の生存

される割合というのが、男性では４２％、女性では６８％、非常に高齢者人口がピ

ークになる時期になるということです。 

今後、当然この本町においても高齢者人口というのは増加していくことは考えら

れるところです。日常生活に制限のない健康寿命をのばす取組というのは、高齢者

になる前から、ぜひ早い年齢から積極的に取り組む必要というのがあるかなと思い

ますし、それが一番重要だろうなと思います。 

我々世代、ちょうど５０代半ばぐらいになりますと、個人差はありますけれども、

一通り子育ても落ち着き、仕事を早期にリタイアするだとか、早期定年を迎える人

もいます。ちょうど第２、第３の人生を考えるところなんですよね。やっぱりその

ときにこれから迎える老後生活において、本当に安心してこの町で生活ができるか

なとか、また生まれ育った場所に帰ってきて、老後を過ごしたいな、でも、大丈夫

かな、不安だなって、そんな思いをする人も多くいるかなと思います。昨今、結婚

しない、未婚のまま老後を迎える方だとか、介護が必要になったときに頼れる人が

いないとか、そういう状況というのはこの町でも十分考えられるし、そういうこと

を思うことによって、老後生活には非常に不安があるというのは事実じゃないかな

と思います。 

そこで、南小国町が高齢になっても、やっぱりいきいきとやりがいを持って生活

できる、健康維持や介護予防・生活支援等にも年を重ねても安心して生活できる支

援システムというか、一体的な体制があったらいいなと、ありますよと確立できた

り、またそこに子育て支援という部分も整って、ＰＲできるようになれば、今住ん

でいる町民もそうですけれども、Ｕターンして老後をふるさとで過ごそうとか、ま

たこの町に移り住んでみたいとか、移住を考える人たちにも魅力ある自治体、そし

て選ばれる自治体になるんじゃないかなと思います。 

先ほど答弁にもありましたけれど、現在、健康づくり、元気づくりのいろんな取

組はされていると。非常に大事なことですから、いいことですけれど、福祉課の中

で、先ほどありました、いきいき１００歳体操ですね、これも介護状態にならない
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取組、また通い場の創出を目的として、今現在１３か所、地域でされているという

こと。担当に聞きますと、その目標、どれだけの人が参加したら、この事業は成功

になるんかいという話をしたときに、目標は高齢者１,５００人の１割、１５０人

の参加を求めていますという返事でした。現状、何人、参加者がいるのか、後でお

答えしていただければと思います。 

また、町民課のほうで新しく健康づくりポイントの実施がされています。２０歳

以上ということで非常に幅広い町民を対象にされていますけれど、健康づくりの予

防に取り組むこと、ポイントをためる、景品と交換できる、非常に魅力的だろうと

思います。また、健康づくりへの意識づけというところでは、大変いい取組ではな

いかなと思います。 

ただ、それぞれの取組を効果あるものにするには、やっぱり参加者を増やさなけ

れば意味がないんじゃないかなと。先ほど健康ポイントに関しては、ケーブルテレ

ビで募集をするとありましたけれども、それだけで本当に参加者が増えるのかなと

いうところも思います。 

また、１００歳体操においても、運営主体を住民という位置づけにしています。

立ち上げは多分、福祉課がやられるんでしょうけれども、その後は、じゃあ、住民

でやってくださいよという感じなんですけれど。じゃあ、その後、フォローはしな

いのかい。辞めましたといったときに、何で辞めましたかという、そういう原因追

及だとか、改善策だとか、そういうことを練らないのかなと、ちょっと気になると

ころがありますので、これも、福祉課長、後で御答弁いただければと思います。 

これらの事業を効果あるものにするためには、やっぱり連携すること、強化する

ことが必要かなと思います。これは両方とも同じく健康づくりの取組でありますの

で、課の垣根を越えて、一緒にやってみてはどうかなと思うんです。例えば、１０

０歳体操を今実施している１３か所に、健康づくりポイントの説明をしに、町民課

のほうで動く。そして、参加を要請する。また、１００歳体操をやってないところ

には、行政組だとか自治会単位で合同の説明会をしてもらう。そして、こういう簡

単な連携で事業をより効率よく効果あるものに変えていけるんじゃないかなと思う

んです。 

近年、役場職員さんも町外出身者が多くなって、また若い世代が増えていますの

で、この町の現状だとか、地域を知ってもらうためには、やはり出向いていただい

て、肌で感じてもらい、町民の多様な意見とかを聞いて、今後の事業の展開に当た

ってもらいたいなというところを思います。今の取組に関して、町民課長、福祉課

長に御意見をお尋ねしたいと思います。 

それと、もう１点、地域での活動というところで、先月、コミュニティナースの
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取組ということで、地域保健室というテレビ番組、１５分ぐらいの番組があったん

ですけれど、そういう活動をしている番組がありました。これはＮＰＯ法人の活動

でしたけれども、定期的に地域集会所を巡回して、そこで血圧測定や健康観察を行

い、不安ごとや悩みごとを聞いて、医療・介護の現場や役所と連携するという活動

でした。十分な高齢者や地域住民の通い場になっているなと感じたところです。こ

んな仕組みが本町にあったらいいなと感じたところです。 

町長も、医療・介護・予防・生活支援を一体として提供できる地域包括ケアシス

テムの構築を急ぐと施政方針で述べておられました。今ある現在のシステムを再構

築、連携を強化することで、十分そういうシステムにはなっていくのかなという思

いをします。 

今、非常に私がこの問題提起するに当たって、連携という言葉を聞くんですね。

何かそれぞれがそれぞれの課の思いだけでしかやられていない。せっかくいい取組

なんだから、これをうまく組み合わせれば、もっと効率よくなるんじゃないかなと

いう話をよく聞きます。情報だとか、そういうものの共有がなされてないと。また、

それぞれの役割が明確化されてない。だから、そういうことを明確化して、また地

域と連携を強めることで、町民目線で対応できる、より効率的な効果を増す形がで

きるんじゃないかなと思います。 

これは個人的な支援体制の案なんですけれども、老後を含めて、住み慣れた地域

で安心して暮らすためには、やはり町である地域包括支援センターの活用というの

が重要かなと思っているところです。その支援センターの機能を拡充していただい

て、高齢者対応だけではなく、子育て支援や住民相談を含めて、町民の総合的な相

談窓口として地域包括支援センターをしてはどうかと。今、役場職員が地域包括支

援センターの中におられませんので、ここをきちっと職員の配置をして、住民情報

だとか、共有、連携を各課とやっていただいて、また相談内容を各所に振り分けて、

連携、共有して、支援に当たるような仕組みにしてはいかがかなと思います。保健

指導や相談、介護予防の健康づくり、元気づくりの活動等の取組については、社会

福祉協議会（社協）を強化すべきではないかなと。そこの人材を増員して、社協が

持っている機動力だとかを生かして、地域連携の実動、実行部門として活動に当た

ってもらうということも考えられるんじゃないかな。当然、今活動されている民生

委員さんたちのお力をお借りしながら、地域密着型の支援体制、組織を整える必要

があるんじゃないかなと思います。 

この人材に関してですけれども、町のほうでは社会福祉士を採用されるでしょう

けれど、社協においても、理学療法士、リハビリの先生だとか、運動指導士、保健

師、看護師等の有資格者、またケアするスタッフを採用していって、増員を図って
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もらうということができないかなと。この増員に関しては、将来もそうですけれど

も、今現在行っているデイサービスにおいても、また訪問介護においても、絶対プ

ラスになる部分だろうと思います。今後、少子化が進む中で人材の確保は難しくな

りますから、早く将来を見据えて、十分な人材を確保する必要があると思います。 

福岡の保育園の話ですけれど、人手不足により、尊い園児の命が失われたという

事案があります。これは介護の現場でも同じになると思います。人材不足によって

介護サービスが低下すれば、本当に重大な事故も起こしかねないということになる

と思いますので、ある程度余裕を持った人材の配置をしていただきたい。 

そういうことができるようになれば、ぜひ地域に足を向けて、健康支援だとか、

悩み相談だとか、介護予防の体操教室なんかを実施することで、通いの場の立ち上

げには十分つながっていくのかな。そして、その通いの場ができれば、保健福祉計

画だとか介護保健事業計画にも上げられています健康づくりとしてのアプローチ、

意識づけが十分行われて、認知症サポートだとかボランティアの育成にもつながる

んじゃないかなと思います。 

要は、町役場職員が動くのではなく、地域包括支援センターと社会福祉協議会

（社協）が中心となって、この町の医療・介護・予防・生活支援の一体化を図る組

織として、住み慣れた地域で安心して生活できるような支援体制にしてはどうかな

と思いますけれど、ここは町長に答弁いただきたいと思います。お願いします。 

○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をいたします。 

私から、まず１００歳体操、通いの場の部分のお話をさせていただきます。 

今現在１３か所つくっておりまして、人数的に参加者が今現在１０３名、６５歳

以下の方も、それとは別に１７名ほど参加をしていただいております。 

先ほどのお話のとおり、通いの場の参加人数を増やすというところでは、今この

人数の１０３名というところの中で、女性が９０名ほど、男性が非常に少ないとい

うところがあります。ここで、男性の参加者を増やす努力をしますと、参加者もお

のずと増えてくるのではないかなと今現在考えております。あとは、やはり町民課

と連携をして、先ほど議員さんが言われましたとおり、ほかのことも、これ以外の

ことを１００歳体操の場で違うことも入れていって、同じことをずっとしていれば

なかなか飽きてくる、そういうところもありますので、そういう部分も強化をして

頑張っていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 続きまして、町民課よりお答えいたします。 
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高齢者の方が安心して暮らせる地域づくりの一つとして、令和２年より高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施事業に取り組んでおります。その中で、毎月、保

健と福祉で話合いを重ねてまいりました。その中で、健診の受診勧奨に関してや結

果説明会の方法についても話し合い、現状少しずつ変化をしてきている状況です。 

例えば、今年度、地元に出向いて、個別に結果説明会を行うこととしておりまし

た。しかし、コロナに関する感染予防対策として、地域に幾つも出向いてというと

ころが難しい現状がございまして、今回、役場のみで感染防止対策を取りながら個

別の結果説明会を実施いたしました。例年、集団でありますと２０人から３０人の

御参加だったんですが、今年度は約１５０人の方に参加をいただきまして、その中

には重症化の予防対象の方も約３０名ほど含まれております。そういった結果説明

会の場だったり、そういったところで今回の健康ポイント事業についても、今後Ｐ

Ｒはしていく予定にしております。 

また、今話合いの中には保健と福祉と申しますが、町民課、福祉課、地域包括支

援センターの３つでのお話合いが昨年は主でしたので、そこに社会福祉協議会の方

も入っていただいて、またより幅広い皆様の御意見をお聞きできる場を今後継続し

てもっていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） もう一つ、最後の部分のところで福祉課からお話をさせて

いただきます。 

先ほど議員さんが言われましたとおり、今後、一体的に提供する地域包括ケアシ

ステム、そのことを念頭に置きながら、今、福祉課のほうで考えているのが地域包

括支援センター、その部分では６５歳以上の介護の部分を考え、そして子育て世代

包括支援センター、そこには子ども家庭総合支援拠点というのも併せ持っておりま

すけれども、その年代の部分も子育て関係を考えながら、そしてそれ以外の部分に

ついては社協の生活困窮自立支援事業、そういうものをつなげていって、窓口を１

つ、ワンストップという形で、町民の方が分かりやすいように総合包括センターの

ような形で、いろんな問題を抱えたり、いろんな相談があるときには、そこに１か

所に町民の方が来れば、そこで相談をすれば、いろんなところにつなげて、分かり

やすいというのが、町民の方のことを考えれば、それが一番いいのではないかと、

やりやすいということよりも、町民の方がどれだけ分かりやすい形が一番いいのか

というのがそういうものになってくるのではないかと思っております。そういうセ

ンターをつくっていけば、社協の生活困窮自立支援というところであれば、年齢は

いろんな年齢の方、いろんな相談をしてくれば、保健師等とも協力をして、その御
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家庭に入り、そこからいろんなものが見えてきます。虐待等にも関わってきますし、

いろんなところが見えてくるということがありますので、そういうものを町として

つくっていければと考えております。その分に関して人材の確保、そこに力を入れ

て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、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 御意見と御提案、誠にありがとうございます。 

今、福祉課長、町民課長からもございましたけれども、現在、担当課、福祉課、

町民課、そして地域包括支援センター、そして社協、いろんな会合を通じながら連

携を深めているところでございますけれども、またあと情報の共有もさせていただ

いているところでございますが、やはりこれだけ高齢化も進んできている、また子

育て世代のサポートも必要であるということから、総合的なワンストップ型の体制

をつくるのがいいんじゃないかということで今協議をしているところでございます。

少しでもそういったところの町民の方の不安を払拭する、また早い時期から健康づ

くりの意識づけ、そういったことをしていただく、そういったきっかけづくりをす

るためにも、私としてもそういった体制整備というものは必要だろうと考えている

ところでございます。 

地域包括支援センターも、現在、管理センターに入っておりまして、本来であれ

ば、こちらの役場に一緒に入っていただくことが理想ではあったんですけれども、

スペースの問題とか、そういったところで別の場所にあるというところが、立地的

な部分ですぐに連携が取れる状況にはない。そういったところが課題でもあると私

も感じておりますし、できれば社協と地域包括支援センターと役場職員が一緒に入

った組織体制というか、場所があるのが多分一番理想だろうと考えております。 

そういった中で、今後どういったところで、例えば管理センターにある程度何人

か持っていくとか、町民課には保健師とか管理栄養士の資格を持った職員もいるん

ですが、福祉課にはいなかったりもしますので、そういったところの課を超えた連

携なのか、例えば町民課と福祉課を一緒にして住民課にするのかとか、そういった

ところもございます。そういったところは、関係課だったりとか団体とまた協議し

ながら、どういった仕組みでやることが一番スムーズに進んでいくのかといったと

ころも考えてまいりたいと思いますし、また有資格者を募集してもなかなか来ない

ということもございまして、１つの町だけで資格者を維持するというのもなかなか

難しい部分もあろうかと思います。そこは、例えば小国町と連携しながら、人材を

流動的に小国郷として考えながら、その枠組みの中でやっていくということも今後

は一つ考えなければならないことかと思いますし、どうしてもそこにはやっぱり公
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立病院だったりとか医療機関の御支援ももちろん必要となってまいりますので、そ

ういったところを含めて、やっぱり総合的に小国郷として、南小国町の中でまた何

ができるのかといったところも今後考えていかねばならないことだろうと感じてお

りますので、今の御意見をいただきながら、またしっかりとこちらでも協議をさせ

ていただきたいと思いますし、コミュニティナースの件に関しましては、これは島

根県の雲南市かなとは思うんですけれども、そういった取組もこちらもリサーチし

ながら、今後、南小国町で何がどういった形でできるのかといったところも考えさ

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、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 子育て支援を含めたところ、これは目標が本年度４月からやる

というところで子育て世代包括支援センターですね、これも遅れているというとこ

ろで、福祉課長のお話の中で、総合地域包括支援センターの設立、町長も言われた、

こういうものを立ち上げていただくということは非常に町民目線からしても、相談

ごとを各課に振り分けて、たらい回しにされるわけでなくて、１か所で相談が完結

して、その対応がすぐできるということは非常にありがたいことだと思いますので、

そういう組織であって、風通しのいい組織であって、またスムーズに対応ができる

ような、支援ができるような組織をぜひつくり上げていただきたいと思います。 

コミュニティナースの話は、八代市の坂本町の復興支援の中で出てきたところで

す。非常に行き場がない高齢者とか地域住民のために、１人のナースが立ち上がっ

てやっているというところでございました。ですから、こういうのを役場職員とい

うよりも社会福祉協議会とか、そういうところのほうが機動性は柔軟に取れるのか

なというところで、私はその実動部隊を役場に置かずして、社協のほうで人員確保

して動いていただけると非常にスムーズにいくのかな。そして、その後、また介護

とかになったときにでもデイサービスだとか、いろんな支援ができるのかなという

ところで思っていたところでございます。 

ぜひ包括支援センター設立、よろしくお願いいたします。早期に稼働できること

を望むところです。人員の確保に関しても、確かに今、介護職員、いろんな施設に

行って、話をすると人材不足を言われていますので、有資格者も数が限られていま

すので、流動的な使い方ができるのであるならば、それは公立病院を含めて、小国

町、南小国町共同で何かそういう仕組みができるならば、それも非常にありがたい

なと思います。 

この高齢者仕組みの中で、あと２点ほどお尋ねします。 

本年度策定された高齢者の保健福祉計画及び介護保健事業計画の中で、高齢者が
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活躍する社会づくりという重点措置施策の目標がありました。その中で、高齢者が

生きがいづくりと社会参加の促進をするという具体的な取組をしていくというとこ

ろがあったところです。これは通いの場ともつながるんですけれど、生きがいを持

って、生きがいづくりの場というところで、今あった１００歳体操だとか、それを

集会所とかでやるだとか、健康観察をするだとか、それだけではないのかなと。行

き場というか、通いの場というのはまたほかにあるのかなと。例えば、農園だった

り、作業場とかいうことも通いの場、生きがいにつながるのかな。 

そこの生きがいとか社会参加というキーワードで考えていたときに、ぱっと思い

出したのが、葉っぱの町、徳島県の上勝町ですか、あそこは葉っぱビジネスで高齢

者女性が農産物を生産して、収入も得ているという、そういう意味で社会参加もあ

りますし、生きがいづくりも何か両立できているのかなというところを思いました。

少しホームページを探ってみましたら、高齢者のおばあちゃんが、「仕事が忙しく

て、病気になっとれんわ」という話もあったり、地域創生のモデル地域として映画

にもなったそうです。農業体験者や移住者も増えたという紹介がありました。これ

は、まさに生きがいと社会参加の両立がなされているなというところを思ったとこ

ろです。 

こういう仕組みを本町でも何かないかなと思ったところですけれど、家庭菜園と

か畑をつくっている地域住民とか高齢者は多いんだろうなと。その中で、生きがい

だとか、やりがいづくりというのは、最適かなとふと思ったんです。これが販売と

いうところで収入につながれば、社会参加の促進だとか、収入のプラス、自立支援

にもつながっていく。こういう葉っぱビジネスみたいなものが、この南小国ででき

ないかなと思うところなので、過去にこういうことを農林課なんかで考えたことが

あるのか。また、何か適した作物があって、こうやれば、こういうことが高齢者も

参加できて、できるよというものが、今突然ですけれども、思い当たるならば教え

てもらいたいし、また今後こういう高齢者だとか女性だとか、そういう方たちを巻

き込んで農業を展開するということはできないのかなという思いをしているところ

です。これは、農作物だけではなくて、林業、木を使って、アクセサリーをつくる

だとか、それを地域の老人クラブだとか、そういうところに委託すると、そういう

のもあるのかなと思いますけれど、そこを農林課長の意見を聞きたいと思います。 

それと、もう１点、グループホーム森園の運営についてです。今現在、小国町の

社協が運営をされていると思いますけれども、前の経営者から何らか譲渡の話とか

いうのは町のほうになかったのかなと。もしあって、購入というか、運営に至らな

かったら、その経緯をお尋ねしたい。 

もう一つ、この施設というのは、町民が利用している施設でありますので、町と
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しても施設介護の場としては重要なところかなと思います。今後、小国町の社協か

ら譲渡いただいて、南小国町の社協で運営するということも可能ではないかと思う

んですけれど、これについて、町長の御意見をいただきたいと思います。 

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） 御質問にお答えいたします。 

徳島県上勝町、多分、株式会社いろどりだろうと思います。あくまでも個人的な

動きとして、２年ほど前に、あまり施設の整備が必要ない中で誰でも取り組めるの

ではないかということで、何人かの方にお声かけしたことが過去にございます。そ

この中で、上勝町の株式会社いろどりも一緒だと思うんですけれども、現在では恐

らく令和２年度で多分１億円を超える、１億５,０００万円程度じゃないかと思う

んですが、それぐらいの収入はあるかと思うんですけれども、当初は４人程度の参

加だったのではないかと聞いています。結果として、実績が伴って、現在の２００

件程度に至っているのではないかと思っているんですけれども。いずれにしろ、や

はり売れないことには広がらない。一方で、旅館関係、黒川とかも、すみません、

私よりはお詳しい方がいっぱいいらっしゃるかもしれませんが、現在、旅館等でそ

ういった刺身の横に置かれている「つま」と言っていいのか、あれなんですが、そ

ういったものが大体５００円から１,０００円の範囲の中で買われているという現

状もあるものですから、そういったところで生かせないかな。株式会社いろどりみ

たいな組織ではなく、例えばなんですけれども、株式会社ＳＭＯの中というか、物

産館の中にある出荷者協議会の中でもそういった販売ができないかなという形で動

いたことも過去にはございます。現状でもたまに売られているところもあるんです

が、結果的にはなかなかあまり広がってないのかなと思います。 

先ほどホームページという話もありましたけれども、過去を見たときに、やはり

販売ルートだったりとか、予約の注文だったりとか、そういった販売体制が整って

ないと非常に難しいのかなと思っています。一方で、売られているものを見ますと、

南天だったりとか、葉わさびだったりとか、町内でも採れるものはあるのかなと。

非常に有効活用ができるのかなと思っています。 

ただ、町としてそれをやるとなったときに、過去にいろんな新しい作物を作って、

紹介をして、それを作ってもらったりとかしたこともあるんですが、結果、それが

長続きしない。それは何が原因なのかということを考えたときに、行政主体でやる

こと自体がどうなのか。それよりは、例えばなんですけれども、夢チャレンジ補助

金だったりとか、今後また紹介をさせていただきたいと思いますが、農林課のほう

で行います農業担い手育成事業補助金、そういった補助金を利用していただきなが
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ら、やはり中心となる方がいて、そして周りを巻き込んで、そしてなおかつ実績を

上げていきながら、よりどんどん効果的なものを上げていくということが必要なの

かなと思っています。行政として、農林課として全面的なバックアップをしていく

ということは当たり前のことなんですけれども、そういった人材を発掘していくと

いうこと、かつ物産館、そういったところでの小さなところからでの取組というの

が必要ではないかと思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） グループホーム森園の件に関してでございますが、すみません、

私も詳細な経緯というか、そういったところに関してしっかりと把握していないの

で大変恐縮なんですけれども、確か前任の方が事業をどっか譲渡したいというお話

があった中で、そのお話自体は金融機関に多分話をされて、その金融機関がどっか

そうやって事業を譲渡できるところはないのかということで探されたのが小国町の

社会福祉協議会だったと認識をしております。ですので、私のところにも話が来た

ときには、小国町の社会福祉協議会が事業を受託してから、あそこはされますとい

う感じの話だったと思っているんですけれども。そういった中で、また南小国町で

できるのかというところに関しては、やはりそこに人手というか、人材がまた必要

にはなってまいりますので、最初は当時の事務局長と話したときには、「あら、と

んと隣にあっとだけんが、どぎゃんかしてから、うちの町でできんとだろか」とい

う話も、すみません、正直させていただいたところはあったんですけれども、先ほ

ど申し上げたような人材の部分というところが、どうしてもやっぱりただでさえ足

りないのに、また不足するんじゃないかといったところの懸念もあり、また経営的

にも小国町の社会福祉協議会さんは経営の基盤もしっかりしている状況もございま

したので、まずはそちらにお願いしながらという話だったかと認識をしております。

ですので、今後、どうするのか、うちの社会福祉協議会でできるのかといったとこ

ろは、どうしても私の判断ではなかなか難しいところもありますので、そのあたり

はこういった御意見があったということも社会福祉協議会の事務局長にも共有させ

ていただきながら、当社会福祉協議会としてできるのかできないのか、そういった

ところは判断させて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、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ありがとうございました。 

今後、高齢化が進む中において、いろんな関係、この役場の中でもいろんな取組

を進める中で、少し高齢者の生きがいづくりだとか、通い場とか、社会参加だとか
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いうことをちょっと頭の中に入れていただくと、発想を転換するというか、思考を

変えることによって、各課を巻き込んだ話ができるんじゃないかな、連携ができて、

そしてそれがまた町民の福祉充実のためになるんじゃないかなと私個人的には思う

んですね。ですから、今後、いろんな施策、取組を行うときに、ぜひ限られた部分

だけではなく、視野を広げていただいて、町民の福祉向上というか、充実のために、

またいろんな町民課、福祉課がメインになるとは思いますけれども、取り組んでい

ただいて、ぜひ安心して老後なりを迎えられるというか、過ごせるように、介護率

が上がらなくて、健康寿命がのびるような町として活動を取り組んでいただきたい

と思います。 

以上です。 

○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５１分 

再開 午前１１時０４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。 

一般質問を行います。 

３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 通告に基づきまして、２点質問をいたします。 

１点目は、今後の職員の確保と育成についてであります。 

ここ数年、少子化の影響を受け、職員の新規採用試験の受験者も減少してきてお

り、地元出身者の採用も難しい状況になっております。また、新規採用された職員

も思うような研修ができずに、戸惑いながらも業務をこなしていただいているよう

に思います。今後もこのような状況が続くと思われますが、いかに職員に指導し、

町の行政を担っていく教育をしていくのか、お伺いをいたします。 

２点目は、保育園の体制の見直しについてであります。 

常日頃から町内の保育園では、子供たちの個性に見合った細やかな保育がなされ、

ほかの自治体で言われるような待機児童もおらず、順調な運営に思われますが、慢

性的な保育士不足は深刻な状況であります。今の状況が続けば、保育園に子供を預

けられない事態も出てくることも考えられます。早急な対応が必要だと思われます

が、どう対処していくのか、以上、２点についてお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ３番議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、１点目の職員の確保・育成についてでございます。 
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まず、職員確保につきまして、ここ数年の採用試験の状況を御説明しますと、一

般事務については採用予定人数に対して２倍から４倍の応募があっておりますが、

保育士、保健師、社会福祉士などの専門職については採用予定人数以下の応募や応

募なしという状況が数年続いており、受験者確保に非常に苦慮している状況です。

専門職の採用試験については、試験の実施時期を通常よりも前倒ししたり、町民課

や福祉課など関係課が学校等を訪問し、採用試験の案内を行ったりと、受験者数を

増やすため、試行錯誤しているところではありますが、今年度実施する採用試験で

も、保育士と保健師の受験者はゼロという結果となりました。 

すぐにでも確保したい職員数が確保できない厳しい状況にある中、今後は地方公

務員法の一部改正によって、段階的に定年年齢が６５歳まで引き上げられることに

より、さらに長期的な視点での人員管理も必要となってまいります。このことから、

長期にわたり安定的な行政運営を実現することを目的に、令和４年度以降の南小国

町職員定員管理計画を今年度策定する予定としておりますので、今後はその定員管

理計画に沿って必要な時期に必要な数の職員が確保できるよう積極的な採用活動を

行ってまいります。 

次に、職員の育成についてですが、各課局の担当事務に関する能力向上を目的と

するものは各課局長の判断による個別研修への参加などにより行っており、役職別

や全職員を対象とする基礎的能力向上を目的とするものは南小国町職員人材育成基

本方針に基づく研修事業等により行っております。育成基本方針では、職員が高い

レベルの能力を身につけることにより、多様な課題に打ち勝つことのできる力強い

役場づくりを実現するため、研修への参加、人事評価制度の活用、資格取得の推進

の３つの手段を柱として職員を育成していくこととしております。 

これまでも育成基本方針に基づき職員の育成に取り組んでまいりましたが、今年

度は新たな取組として、入庁３年目までの職員１８名を対象とした若手職員研修を

外部委託により実施しております。この研修は、これまで実施してきた職員の知識

と技術向上のための研修や地方公務員として受けるべき画一的な研修とは目的が異

なり、若手職員が今後、南小国町の職員として南小国町の発展に向けて活躍してい

くために、実際に町内各所の現場に伺い、南小国町の人、産業、文化に行政がどの

ように関わり、つながっているかを学び、町民の方々の思いを今後の町政にどう反

映させていくか考える力を身につけることが目的です。 

今年度５回にわけて実施を予定しており、現在、第２回まで完了しておりますが、

今後も町民の方々、事業者の方々の御協力をいただきながら、町内各所を巡り、研

修をさせていただく予定ですので、研修の中の職員を見かけられましたら、ぜひお

声かけをいただき、激励と御指導をいただけますと幸いです。 
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冒頭に説明しましたとおり、思うように職員が確保できていない状況の中で、採

用された職員の能力を最大化するための取組は、将来の町政運営に大きく影響する

重要な課題であると認識しています。今後も目まぐるしく変化する社会情勢に対応

するために、職員に求められる能力は何かを見極め、職員の能力向上のための取組

に力を入れてまいります。 

続きまして、２点目の御質問に対する答弁でございます。 

まず、保育園における必要保育士の人数といたしましては、０歳児３人につき１

人、１～２歳児６人につき１人、３歳児２０人につき１人、４～５歳児３０人につ

き１人と定められており、規定としての保育士数は現在満たしている状況ではござ

いますが、規定の保育士数だけでスムーズに保育を行うことは難しい場合が多々ご

ざいます。 

全国では、過去におやつを喉につまらせたり、遊んでいる最中に遊具でけがをし

たりなど、危険な事故も起こっており、そのような事故などを防ぐためにも、保育

士の配置人数は、子供にとっても保護者にとっても重要なものとなります。 

また、見守りなどの支援が必要となるお子さんの人数により、各年度の必要保育

士数は異なっております。現在、保育士の募集を行っても応募がないような年もあ

り、担当課も関連する教育機関などを訪問し、採用試験等の案内を行っているとこ

ろです。 

今後も引き続きこのような活動を通して、応募への働きかけを行うとともに、ど

のような条件ならば応募しやすいのかなどの情報を収集しながら、保育士の人材確

保に努め、安定した保育行政ができるよう尽力したいと思います。 

○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。 

特に、昨年度から新型コロナウイルスの影響でなかなか新しい職員がいろんな現

場で町民の方と触れ合うという場所、時間が奪われております。例年であれば、例

えばきよら祭りであるとか、各地のいろんなそういう夏祭りや、あとはイベント等

に役場の職員も顔を出して、町民の方と触れ合いながら、やはり一番は町民の方と

のコミュニケーション、これが役場の職員としては一番大事な部分でないかとは思

います。特に、ここ数年は町外出身の職員が増えてきております。なかなか町内の

地理であるとか、先ほど町長が言われたように、人、産業、文化、そういった部分

を学ぶ機会が少ないのではないかと思います。部局によっては現場に赴くような課

もありますけれども、やはり１日、庁舎内で仕事をして、そして我が家へ帰宅する

と、なかなか町内に出回るような機会の少ない職員も多いのではないかと思います。 

以前は、町の、例えば社会体育のソフトボール大会であるとか、バレーボール大
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会であるとか、そういったスポーツ大会、レクリエーションの際にも、役場でチー

ムを編成して、参加をしていただいて、職員同士の交流もそうですけれども、そこ

に参加した町民との交流というのもあって、気軽に役場を訪ねられる環境が整えら

れておりました。 

現在は、そういう役場を訪ねても、お互いにマスクをしておりますので、なかな

かどこの誰という認識もできない状況で、なかなかお互い心を通わせたやり取りも

できない状況ではないかと思います。 

そして、課長、局長クラスになれば、親と子供ほど年も離れておりますので、な

かなかコミュニケーションを取るとか、そういったことも非常に難しいのではない

かと私ながら推察をしております。実際、親子でもなかなか子供の考えとか、今の

子供の行動というのは、やはり私たちの世代とは全然違う状況で、ＳＮＳでつなが

って、話をしなくても、気持ち、言葉がお互いやり取りできるという状況で、なか

なか以前のように外に出て、いろんな人と交わるという機会も減っているのではな

いかと思います。 

その中で、一つの提案なんですが、例えば入庁１年目の職員に対して、顔写真入

りのパスを発行して、町内の商工関係、飲食店であれば、そのパスを見せたときに、

食事の後にコーヒーを１杯サービスをするとか、あとは温泉あたりに行けば、露天

風呂をそのパスで無料で利用できるとか、そういった形で職員が赴くような形、ま

たは町民がそうやって職員の方々を歓迎して、いろんな形でお互いにお互いを知る

という機会をつくるのも一つの手立てではないかと思います。職員も１人で訪れる

ということはまずないかと思います。例えば家族であるとか、友だちであるとか、

そういった部分を連れて行けば、商店にしても集客にもつながりますし、職員から

すれば、それでいろんな場所を知ることもできます。先ほど言ったように、よけれ

ばＳＮＳあたりで食事処であるとか温泉であるとか、そういった部分をＰＲしてい

ただければ、いろんなＳＮＳで拡散をして、それが町のＰＲにもつながるのではな

いかと考えます。例年、何百万円も使って、町のＰＲ活動を行っておりますけれど

も、やはりそういった口コミとか、友だち同士の情報交換というのが一番確実なＰ

Ｒの効果が上がるのではないかと思います。職員に対しても、南小国町はこういっ

た形で新しい職員さんを歓迎しますよと、町全体で皆さんを応援しますよというア

ピールにもつながるのではないかと。現に、黒川温泉では、例えば温泉街の商店あ

たりに手形を見せれば、買物の価格の５％割引きとか、ワンドリンクサービスとか、

そういった形で実際に行っている、そういう事例もありますので、難しいことでは

ないのではないかなと。やはり職員が町の中に足を運ぶような、そして町民の方も

町の職員を知ることができるような、そういった形をつくるのが必要ではないかと
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思いますが、そのあたりいかがでしょうか。 

○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。 

確かに、特にコロナが流行し始めて、なおさら町民とのコミュケーションが取り

づらいという状況になっておりまして、本当に町外から職員も数名こちらにおりま

すので、そういったところでなかなか顔も知らないとか、そういう状況になってい

るかと思います。 

先ほど申し上げはしましたけれども、現在、委託先はＳＭＯ南小国なんですが、

入庁３年目までの職員に対して、もっとさらに地域の中に入り込んで、町の産業、

文化、人、そういったものを知っていただくための手段としての研修、またそれが

町とどういうふうにつながっているのか、またそれをさらに発展させていくために

はどうすればいいのか、そういった機会を設けながら研修を積んでいるところでご

ざいます。それで、少しでも地域の方々に顔を覚えていただく、そういったきっか

けになればなと考えております。コロナ禍でまん防が出たりとかしながらの開催で

ございますので、スケジュールよりも少し遅れているところはありますけれども、

そういう研修をしながら、まずは南小国町を知る、そして人を知る、地理を知る、

そういったきっかけになればと考えているところでございます。 

御提案のパスを持って、町内を回りながら、いろんなサービスを受けられるとい

ったところも一つのアイデアかなと私も感じておりますし、同時にそれで自らの足

で地域を回ることにもつながっていき、それで人を覚え、事業所を覚え、主要産業

を覚えたりとか、いろいろなメリットもあるんじゃないかなと考えております。そ

こにまた一定の費用負担とか、そういったところはどうしてもかかってしまうもの

ですから、そういったところをどうするのかというところを事業者に負担していた

だくのか、もちろんそこは町が予算をつけるべきじゃないかとか、そういったいろ

んな意見もあろうかと思いますので、そういったところはこちらで考えさせていた

だきながら、どういったことができるのか、少しでも顔を覚えていただくために、

また南小国町の地理を知っていただくために何ができるのかといったところは、今

いただいたアイデアも踏まえながら、どういったことができるのかを協議させてい

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、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 各商工会関係のお店、旅館さんあたりも、町からこういった形

でということで話をすれば、全部ではないにしても、かなりの理解は得られるので

はないかと思います。実際、小国公立病院の先生方は、そういったパスをお持ちに
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なられています。小国郷内のそういう温泉施設あたりは、そのパスを提示すれば無

料で利用できるという形で、これは各旅館ではなくて、多分、各旅館組合とか、そ

ういった部分で了承を得ていただいて、発行されているものだと思います。ですか

ら、そういった形でお互いにお互いを理解できるという面では、そういった部分も

ぜひ活用を考えていただきたいと思います。 

それから、令和２年度から嘱託、パートの職員が会計年度任用職員ということで

１年１年の更新という形になっております。本町の庁舎内でもかなりの数の会計年

度任用職員さんが仕事をされておりますけれども、昨年の南小国町の採用の募集要

項、これを眺めておりましたら、要項の中に書類審査というのが載っておりました。

他町村の状況はということで隣町、小国町さんであったり、高森町さん、西原村さ

んあたりを確認したら、書類審査及び面接ということでありました。 

町長、今年度から人材確保、人材バンクでＳＭＯにそういう人材還流事業という

ことで町のほうで人材を確保して、いろんな業種あたりとマッチングを行っていく

という計画をされております。ぜひ今年度の採用試験の際は、面接という部分を南

小国町も取り入れていただきたいと。というのは、現在、既に職員として働いてお

られる方は、各部局長の評定であったりとか自己評定でそれぞれの自分の仕事の状

況であるとか人となりは評価をされていると思います。ただ、中には、新たにその

町の職員として仕事をしたいという方が何名かおられると思います。それは、書類

審査だけではなくて、やはりその人となりを知るということが大事なのではないか

と。先ほど言ったように、例えば役場の職員が無理でも、ほかの業種、こういった

仕事がありますけれども、いかがですかというマッチングもできるのではないかと。

全然相手の顔が見えない形で採用、不採用という形を出すのではなくて、やはりお

互いを知った上で評価をしてあげるというのが、相手にとっても納得がいく形が得

られるのではないかと。ただ、書類を出して不採用ですという通知だけでは何か人

間味というのがないのかなと。そのあたりが今言われるように、人材不足、労働力

不足というのが叫ばれている中で、あえてそうやって町に応募してくれた方の気持

ちを少しでも理解していただいて、今後、町内でほかの部署でも仕事ができるよう

な、そういった形を組んでいただければと思います。確かに人数によっては、面接

あたりの町長とか各部局長あたりも大変かもしれませんけれども、よその町村がで

きていますので、南小国町ができないということはないと思います。そのあたりど

ういうふうに職員の確保について対応していくのか、考えがあればお伺いしたいと

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） ３番議員の御質問にお答えいたします。 
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現在、会計年度任用職員はおりますけれども、その更新については各課局長の人

事評価等を考慮して再任をするようにはなっておりますけれど、新規採用会計年度

任用職員については、当然書類審査と面接を行った上で採用ということを今やって

いるところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） すみません、私の認識不足であれば申し訳ないんですが、選考

方法、南小国町については書類選考により実施という形になっております。これが、

ほかの町村は書類選考及び面接という文面が添えられております。やはりこのあた

りで、例えばこれを読む限りでは、書類を出して採用か不採用か、南小国町は決ま

ってしまうのかなという私は受け取り方をしたんですけれども、表記の部分だけで

あれば、そのあたりは来年度の分には一考をお願いしたいと思います。 

２点目の保育園の件でありますけれども、現在、南小国町では正職、フルタイム、

パートタイムの任用職員、合わせて３５名の方が町内の保育園で保育に当たってい

ただいております。この中で、６０歳以上の方が５名、また今後５年後には６０歳

以上の方が１０名、６０歳未満の方がこのままいけば２５名ということで、非常に

保育園の運営が厳しくなってくる状況であります。また、３５名のうちの２１名が

町外出身と。結婚されて南小国町に来られた方、もしくは近隣の町村から南小国町

の保育園に仕事に来られている方ということで、もともとの地元出身の方が４割し

かいないと。これも公立の保育園では非常に少ない割合ではないかなと思います。 

過去５年間を顧みますと、新規採用が２名ですけれども、今年度の採用の職員は、

会計年度任用職員から採用ということで、実質プラマイゼロ、過去５年間で１名職

員を採用して、今頑張っていただいているという状況です。 

先だって、今どきの保育士を目指す子供たちはどういった状況なのかということ

で話を伺いました。４年制大学の場合は、３年生のときに現場実習がありますけれ

ども、その際に、保育園、幼稚園、それから障害者あたりの福祉関係ともう１校、

３年生の間に４校実習に行かれるそうです。その実習先というのは、地元、自分の

出身の保育園、幼稚園があればそこに行きますけれども、あとは先輩からのアドバ

イスと。なかなか自分で探すということは、出身校以外は難しいということで、例

えば先輩の行かれた保育園とか幼稚園、または卒業されて保育園に通われている、

そういった先輩方のアドバイス等を受けて現場実習を行うそうです。実際は、私立

あたりでは、その時点でこの子はという子には前もって打診をして、４年生の７月

ぐらいには内定が出ると。町の採用試験前には、ある程度就職先が決まっている子

がかなりいますということでした。 
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以前は、公立の保育園に就職すれば一生心配ないという、どうしても私立のほう

が、待遇が厳しくて、拘束時間が長いという話でしたが、現在はやはり国の施策も

あって、私立の保育園、幼稚園あたりもかなり状況が改善されて、逆に今、私立あ

たりのほうが、待遇がいいと、働きやすいと。将来のことよりも、現在、今が満足

すればそれでいいと。退職金が幾らもらえるとか、そういうのではなくて、求人票

が一斉に貼り出された際に、まず地域性と待遇、これで判断するそうです。 

昨年から福祉課では各学校を訪問していただいて、ある程度の評価はいただいて

いるみたいですが、やはりなかなか子供たちまではその状況が伝わらないという話

を聞いております。ただ、先ほども言いましたように、時期をもうちょっと早めに、

例えば学校を訪問して、南小国町はこういった形で募集をしますよということであ

れば、ある程度の効果は得られるのではないかと。時期が遅くなればなるほど、子

供たちは就職先または自分の受験先を決定しているということでした。 

県内では、調べたところ、公立の保育園、それから私立の保育園、幼稚園とこど

も園、そういった部分を合わせて約８３０園あります。これに、例えば企業である

とか、会社の保育施設とか、そういったところを設けているところもありますので、

９００近い、そういう子供を預かる場所がある中で、保育士を育成する学校という

のが県内で大学、専門学校を含めて９校で、大体３０名から４０名程度ですから、

年間３００人から３５０人ぐらいの保育士が県内で育っているという形になります

けれども。ただ、大きな大学になると県外から熊本県内の大学あたりに進学をして

きている子供たちもいますので、やはりこの状況を見ると、かなり保育士の確保は、

これは町内だけではなくて、どこの自治体も難しいのではないかと思います。 

一つ考えるのは、町で保育士の養成プログラムをつくって、例えば今の中学校あ

たりに将来、保育士を目指している子供に対して、保育士養成のための奨学金制度

をつくって、試験もありますけれども、例えば町内の保育園に就職して１０年間勤

務してくれれば、その奨学金は返済しなくていいですよと。やはりそういった形で

町を挙げて保育士の育成に進んでいかないと、これは保育園の運営に対しては非常

に厳しい状況にここ数年のうちに陥ってしまうのではないかと思います。 

その中で、ここ数年、町内からの子供も保育士を目指して進学はしておりますけ

れども、町内の保育園に就職を希望していないというところは何が要因なのか。ど

ういったところで地元じゃなくて、ほかのそういう保育園、幼稚園を選んだのかと

いうのを私も機会があればそういった部分は確認をしたいと思いますけれども、や

はりこれは募集をしても集まらない現状ではなくて、集まらなければ町で育成する

という方向に向いていかなければ、それでも５年、６年かかります。 

あとは、その潜在的な、まだ町内に保育士の資格を持って、例えばほかの仕事を
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されていたりだとか、現在子育てで仕事をされていない方がおられると思いますの

で、そのあたりを掘り起こして、いざというときのために応援できるような、そう

いったシステムづくりができないのかなと。特に、こういった田舎のほうは、冠婚

葬祭で先生方が急遽休まなければならなくなったりだとか、あとは若い先生もおら

れますので、今後、出産育児で産休に入られたりとか、または急遽体調を崩されて、

長期休暇をやむなくされる方も出てこないとも限りません。現在は、規定定員には

足りているかもしれませんけれども、やはり規定定員プラス１ぐらいの余裕のある

保育園の運営をしていかないと、先ほど佐藤議員も言われたように、ほかの自治体

では保育士不足で目配りができずに、子供たちがけがをしたりとか、命を落とした

りとか、そういう事例も出てきております。南小国町においては、そういう事例は

あってはならないことでありますし、やはりこれだけ子供の数が減ってきている中

で、地元で子供たちを育てながら育んでいくという、この保育園の重要な存在とい

うのをいま一度見直す必要があると思いますけれども、その保育士の養成について、

どういうお考えがあるのか、お伺いいたします。 

○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をいたします。 

３番議員がおっしゃるとおり、規定数は満たしていても、慢性的な保育士不足と

いう現状があります。そして、少子化に伴い、園児数は減少していく傾向ではあり

ますけれども、園児一人一人の状況に合わせてきめ細やかな対応をしていかなけれ

ばというところで、本年度も学園大学とか、平成音楽大学、尚絅大学、九州ルーテ

ル学院大学、そしてそのほか専門学校、そのあたりも福祉課のほうで回って、お話

をしてきました。ほかにも大分県、福岡県もリストを作って回るところではありま

したけれども、コロナというところでそのあたりまでは行けませんでした。 

そこの御担当の方とお話をしたところでは、今年度は特にまた地元の方がなかな

かいらっしゃらなくて、地元の方がいらっしゃれば、もう少しお話ができるという

ところもあったという部分と、あとは試験のところでありますけれども、教養試験、

そのあたりを熊本市内はピアノの実地試験ですか、実技、そっちのほうに変えてい

るところ、そういうところがあると、やっぱり学生もそちら側に流れやすいという

ところも確かにあるようです。 

あとは、熊本県も前年に募集の人数のお話を伝えたりとか、そういうところもあ

るみたいで、議員さんがおっしゃるとおり、少し募集もやっぱり早めにやっていか

なければならないのかなと思っております。 

今、保育園の中の年齢層の問題もありますし、給食の先生方もやはりどなたか年

齢の違う方を入れて、すぐに１人ではできませんので、１年間はまたどなたかにつ
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いてやるとか、そういうことで時間もかかってきますので、そのあたりを併せて募

集をこちらも頑張っていきたいと思っております。 

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） すみません、先ほど３番議員のお尋ねの中で答弁した内容、

私が答弁したんですけれども、訂正をさせていただきたいと思います。 

今まで嘱託職員として勤められておりまして、今年度から会計年度任用職員にな

った方については、今までの勤務状況や能力等を評価して、会計年度任用職員とし

て雇っております。今、新たに申込みをされた方については、書類審査のみで、ど

んな経験があるかとか、そういうのを判断して、採用とか不採用とかを決めており

ますので、面接等は行っていない状況でございます。 

ただ、今回採用予定、１人増やすということ。保育園の件はございません。すみ

ません。 

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、総務課長から補足をさせていただきましたけれども、会計

年度任用職員、現在、今いらっしゃる方に関しましては、やっぱりこれまでの実績

とか、そういった人となりであったりとか、能力という部分がある程度こちらで分

かっておりますので、そういった中で書類だけを提出していただければ、もちろん

課局長がヒアリングとかはさせていただくんですけれども、そういったところでや

らせていただいておりまして、今年度から新たに採用というか、募集をかけて、応

募があったときには、そういった書類だけではなくて、面接といったところもしな

がら、どのような能力があるのかとか、そういったところを見極めることはしなけ

ればならないと思っておりますので、先ほどの答弁とちょっと誤解を招くところも

あったかと思いますので、そういったところで対応させていただければと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） すみません、先ほどの質問の中で、保育士を養成するために、

独自で町のほうでそういう奨学金制度なりをつくって、時間はかかりますけれども、

５年、６年かけて保育士を養成していくという考えがあるのか、その点をお願いし

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 先ほどの福祉課長の答弁を私は聞いてなかったので、そこで誤
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解があるといけないなと思いながら、すみません、お時間をいただいたところでご

ざいましたが、現在、公立病院でも奨学金を出させていただきながら、看護師の確

保といったところに努めさせていただいているところでございます。先ほど来お話

があっておりますとおり、これは保育士だけではなくて、それ以外の有資格者とい

ったところに関しても、やはり人材の確保というのはこれからますます困難になっ

ていくんじゃないかなと考えているところでございますので、そういった中でそう

いった有資格者を確保するための奨学金制度といったところも、今後考えていかな

くてはいけない部分かなと感じております。もちろん財政の部分との協議とかもご

ざいますし、こちらはまた教育委員会部局といったところとの協議も含めてやらな

くてはいけない部分でございますので、それをただ有資格者のみに限るのか、もし

くは一般の学生とか、そういったところにも幅を広げるのかとか、そういったとこ

ろの議論すべき余地はまだまだあろうかと思いますけれども、そういったところは、

まずは協議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。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 人材投資という面においては、非常にこれは有効な見返りが見

込めるものだと私は思っておりますので、先ほど言われたように、有資格者だけな

のか、それ以外に広めるのか分かりませんけれども、やはり町独自でこれは取り組

んでいかないと緊急を要する課題だと思いますので、ぜひ早急に検討をお願いした

いと思います。 

福祉課長の話の中で、例えば試験の内容、これが一般事務の職員とそういう社会

福祉士や保育士あたりの試験の内容が教養の試験と専門試験ということで、ただ、

実施要項を見る限りは、教養試験、高等学校卒業程度ということなんですが、やは

り専門学校、大学に通われている子供たちは高等学校卒業以上の教養は備えている

ものだと思います。ここに重きを置くのではなくて、やはりその専門的な分野、先

ほど言われたように、ピアノであるとか、あとは子供に対するそういう気持ちであ

るとか、そういった部分を専門職あたりは重きを置いて採用を考えていいのではな

いかと思います。何でも横並びではなくて、その専門分野は専門分野に精通した、

そういう能力を持つ人を率先して、今後の採用に当たっていただければと思います。 

最後の質問は、このまま新規採用がなくて、現状の保育士のまま保育を続けるの

であれば、保育園の統合見直しも必要になってくるのではないかと考えております。

現在、町内３保育園ありますけれども、今回、南小国町の過疎地域持続的発展計画

というのがありますけれども、その中で公共施設等総合管理計画の中に市原保育園

と中原保育園は将来的には集約化という表記がなされております。中原保育園も建
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設から４０年たっております。今後、町としては、やはりニーズに応じて、その維

持をしていく考えだとは思いますけれども、このまま保育士不足が続けば、一時的

にでも、例えば市原と中原の保育園を一緒にして、保育士を集約して、子供たちの

保育に当たるという形も必要なのではないかと。今のように３園に分散して、中原

保育園あたりは子供が大体今の世代ではピークあたりで、しばらくは中原地区は子

供たちが減少するのではないかという話も伺っております。福祉課長も言われたよ

うに、あとは一番重要な食べると、子供たちの食という部分で、給食担当の先生も

来年度以降は６０歳未満の方が１人、そして将来的にはその先生が栄養士の資格も

持っていますので、数年後には栄養士を確保するのも厳しい状況になってくるので

はないかと。やはりそういった５年後、１０年後を見通したときに、例えば今の時

期、子供が多いのであれば、そのあたり市原保育園に集約をして、保育士の人数を

確保しながら保育を行っていくという方法もあるのではないかと思いますが、今後、

その３保育園を現状のまま維持をされていくのか、将来的には集約をして保育園の

運営を行っていくのか、そのあたり、町長のお考えがあれば、お伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

可能な限り、私個人としては３つの保育園を維持できればとは正直思っていると

ころでございます。しかしながら、現実を見ていただければ、今おっしゃっている

ように、保育士の数は足りていないというところ、またあと子供の数の将来推計、

そういったところも踏まえなくてはいけないでしょうし、また同時に建物の維持費

といったところ、そういったところを総合的に勘案しながら、どう判断するのか、

将来的に集約するのか否かといったところ、そういったところを判断する必要があ

るとは考えております。現在のところ、集約するとかしないとか、そういったとこ

ろの判断までは、まだ全然正直言って、ないんですけれど、例えば中原小学校の中

で保育園の機能を持たせられないのかとか、やはり地元にあることが私は一番大切

であろうと思っております。ですので、そういったいろいろな選択肢を踏まえなが

ら、また情報を集めながら今後判断していきたいと思いますし、もちろんそこには

関係機関、関係課、また保護者の皆様方の御意見も必要になってくると思いますの

で、そういったところの情報もいただきながら判断していきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、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。 

町長も感じられているように、非常にこれは喫緊な課題だと思いますので、早急

にこのあたりの対応をお願いしたいと思います。本当に昨年からの新型コロナウイ
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ルスの影響で、医療従事者はもとより、地域の経済あたりを支えている方たちは本

当に感染の恐怖に怯えながらも必死にそれぞれの業務をこなしていただいておりま

す。役場の職員もそうですけれども、その中で保育士もそういった方たちが安心し

て働けるように、保育園の子供たちの保育運営を行っていただいております。以前

にも増して、特に未満児あたりは、床、そのあたりをハイハイしますし、いろんな

おもちゃを口に持っていったりとか、いろんな遊具を手にする機会が多くて、その

都度消毒をされたりとか、細心の注意を払いながら、本当に気力と体力勝負の仕事

であります。ですから、そういった中でも少しでも保育士の負担が減るように、そ

して、将来、南小国町の保育園に就職して働いてみたいという子が１人でも増える

ように、これは、行政だけではなくて、我々議員もそうですし、やっぱり地域を挙

げて、そういった形をつくり出していかないと厳しい状況だと思いますので、今後、

本当に保育園の運営に関しては熱心な議論をしていただいて、一日でも早く安心し

て子供を預けられるような保育園体制を築いていっていただきたいと思います。 

以上です。ありがとうございます。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。 

それでは、１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に続きまして会議を行います。 

一般質問を行います。 

８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） ８番議員の穴井でございます。通告に基づきましての一般質問

をさせていただきます。 

森林環境税、そしてまた森林環境譲与税についてお尋ねをしたいと思います。 

令和元年に森林環境税、森林環境譲与税に関する法律が創設されました。目的と

しては、地球温暖化対策、そしてまた最近、非常に地球規模の災害が頻繁に起こっ

ております。日本国内においても毎年のように災害が起きているわけでございます

が、国土保全的な目的、また水源涵養的な目的ということによって、国民の生命、

財産を守るということにつながりを持って、市町村においては森林整備を行って、

人材育成、そしてまた担い手の確保、木材利用の拡大促進といったこと等々を図る

ことを目的としているわけでございます。 

また、令和６年度からは、森林環境税として国民１人当たり年額１,０００円が
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課税の対象とされるわけでございますが、町民においてもこのことを知らない人が

非常に多いんじゃなかろうかと思うわけでございます。非常にコロナ感染拡大もし

ておりますし、その影響で非常に大変な状況だろうと思いますが、林業においては

経済活動も回っておりますし、素材単価も高値をつけておりますので、この森林環

境譲与税の具体的な使い道、市町村においてはこの利用法、使途的なものを公表す

る義務化がされているようでございますので、令和元年度においてはネットによっ

て公表されているようでございます。計画も立てているかと思いますので、町内に

そのことを知らしめる必要があるんじゃないかと思いますので、このことについて

御答弁をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ８番議員の御質問にお答えをいたします。 

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るた

めの森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として、平成３０

年に創設されました。実際に課税されるのは、令和６年度からとなっており、個人

住民税均等割の枠組みを用いて、国税として１人年額１,０００円を市町村が賦課

徴収することとなっております。 

一方、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年

度から譲与が開始され、私有林人工面積、林業就業者数及び人口による基準で譲与

されているところです。本町の譲与税額としては、令和元年度が９９２万４,００

０円、令和２年度及び令和３年度が２,１０９万円となっております。使途につき

ましては、質問にあるとおり、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や

普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。 

また、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第３４条第３項の規定により、

決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく森林環境譲与税の使途に関する事項に

ついてインターネットの利用、そのほか適切な方法により公表しなければならない

とされていることから、本町におきましても町ホームページにて令和元年度分の使

途を決算審議終了後に公表しており、令和２年度分についても本議会終了後に同様

に公表したいと考えています。 

御指摘のとおり、森林環境譲与税を今後どのように利用していくのか、またそれ

らの町民に対する公表や周知の方法は大変重要と考えています。現在、森林組合に

委託しています森林所有者への意向調査を踏まえ、また他県における事例等を参考

に令和４年度中の効果的な利用や公表等を確立し、その後の検証や新たな対策等も

検討していきたいと考えております。 



－ 33 － 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） ありがとうございました。 

森林環境譲与税を活用しての非常に全国的な取組が今現在なされているわけでご

ざいますが、それを見てみると、どうしても森林整備的なものに着手する状況と、

そのための人材の育成、そしてまた確保と担い手の確保、労働力の安定を頭に持っ

てくる市町村が非常に多いようでございます。間伐、除伐、下刈り等は、どうして

もやっぱり人の力、人力が必要であるわけでございますので、そういったことにな

り得る状況があるかと思いますが、それと現林業従事者の高齢化ということも相ま

って、そこで高齢になって辞める方もおられますし、従事者の減少といったことが

傾向に全国的に見るとあるわけでございます。林業による雇用の創出で移住定住を

目指す、そしてまたその方向性で動く市町村が増加しているのも事実としてあるわ

けでございます。それからまた、コロナ禍の影響によって、都会から地方へ移住を

目指す若者たちが増加しているという報道的なものもあるわけでございますので、

言えば、雇用を求めるのには今が非常にチャンス的な時期であることは間違いない

ような感じがするわけでございます。全国市町村いろんな例がありますけれど、一

つの担い手を確保するための案的なものがありますので、そのことを御披露したい

と思います。 

高知県の本山町、そしてまた島根県の津和野町では同じような取組を、これも早

くから行っている。何かといいますと、地域おこし協力隊制度を利用しての担い手

の確保ということで活動している状況がございます。地域おこし協力隊、これは町

内にももちろん何名か今活動していただいているわけでございますが、３年間、林

業に特化したものとして地域おこし協力隊を採用するという状況はできないだろう

かと思うわけでございます。３年間のプログラムを組んで林業の知識あるいは機械

等の技術を習得していただきまして、３年間でそういった状況をつくり、任期満了

の３年後においては地元において林業の担い手として働いていただく状況をつくっ

ていくと。移住定住を基本として、３年間で得た技術を林業のなりわいとして継続

して続けていっていただくということでありますけれど、これも多くの市町村がそ

の取組に取り組んでいこうとしている状況も少なからずあるわけでございます。つ

まり遅くなれば、今の絶好のチャンスを逃してしまうということも、そういうこと

にもなりかねないということでございます。必要な資金的なものは、譲与税の資金

を活用して、その使途として使っていただければいいかと思いますし、地域おこし

協力隊を使うことによって、いろんな問題点も出てくるかと思いますけれど、長い

目で将来的なことを考えたときに、確実な人材の育成・確保ができるんじゃなかろ

うかと思うわけでございます。この地域おこし協力隊の活用といったことについて、
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どうだろうかと私としては思うわけでございますので、そのことについて、町長の

御意見があれば、答弁があればよろしくお願いをしたいと思います。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） ありがとうございます。 

地域おこし協力隊の活用ということで、確か以前の議会等においても同様の提案

といいますか、意見というか、そういったところをいただいたかと思いますし、自

伐林家の活用という部分でもいただいたかと思っております。また、現に先ほど御

紹介があったとおり、他県においてはそういった活動もされているという現実もあ

り、実際、阿蘇森林組合からもそういった活用ができないかという御相談はきてい

るという状況です。 

一方で、質問にある中では森林環境譲与税の使途ということがメインになるかと

思いますが、地域おこし協力隊におきましては基本的には別の交付金枠制度等がご

ざいます。ですので、森林環境譲与税を使うことなく活動はできるんですけれども、

一方で、先ほどお話があったとおり、任期終了後、どういった形でやっていくか、

やはりそこが非常に重要になってくるのかなと思っております。 

これも他県の話になるんですけれども、人材の育成・確保という観点から、全く

無知識といいますか、林業をやったことのない方を対象として森林環境譲与税を利

用したいろんな講習会をやったりだとか、研修会をやったりだとか、そういった活

動を譲与税を財源に利用しているという部分もございます。林業従事者の就業者数

が非常に少ない中では、いろいろな手段を用いてやっていく必要があると思ってお

りますし、一つの御意見として今後も検討していきたいと思います。 

ただ、一方で、地域おこし協力隊ということだけに限らず、ある面で進められて

いる起業型地域おこし協力隊、そういった、私たちとしては何らかの林業経営体と

いうものが町内にあるともっと活動がスムーズになるのでないかという考えもござ

いますので、またいろんな御意見等もお聞かせいただきながら検討を進めていきた

いと思っています。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） ありがとうございました。 

非常に地域おこし協力隊的なものをもってくるとなかなか難しい面も出てくるし、

３年後、任期を終えた後にどういった状況でこの協力隊を雇っていくような状況も

なりかねますので、そういったことも踏まえて、やっぱりどうしたらいいかという

ことも非常に難しい問題ではなかろうかと考えます。３年後ですから、技術的な習

得的なものは非常に上がっている状況があるのではなかろうかと考えますし、しか
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しながら、今の林業にとっては即戦力的な人材が必要、求められているというのが

現実ではなかろうかと思うわけでございますが、前から何回かお話ししています、

今の素材の高値といったところで、今後どうなるか分かりませんけれど、推移して

いるというのが現状でありますし、森林組合の間伐の申出等も非常に殺到しており

ますけれど、なかなか森林組合としてもその思いに応えることができないといった

ことが現状にあるわけでございます。６月頃からの出荷量を見ますと、非常に大雨

あるいは長雨等と農繁期的なもので減っているということもありますけれど、まず

は林業従事者、担い手がいないということが大きな原因ではなかろうかと思うわけ

でございます。この担い手対策をこの譲与税によって活用の使途として多くのこと

を考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それから、冒頭にも話をいたしましたが、使途についてはネットによって公表さ

れていると。林家によってされているということでありますが、内容的な、私もネ

ットを開いて、出しまして、どんなものに使われているのかということを見たわけ

でございますが、やはり森林環境譲与税ですから、林家の方に関することによって

非常に使われているのが多いと。そうなってくると、一律１,０００円ということ

で林家も非林家も納税をするわけでございますので、非林家の方にとっては意味が

分からないといった状況が出てくるんじゃなかろうかと思うわけでございます。環

境税の、町長もお話しされましたけれど、大きな目的を公表する必要があるかと思

います。令和６年でございますから、ちょっと期間的なものはありますけれど、早

めにお伝えを、ネットというとなかなか開かない人もいますので、広報あたりでお

知らせができたらなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。そのこ

とについて。 

○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、徴収関係について、また税のほうからお話

があると思いますので、その前に、人材確保という点でお話をさせていただきたい

んですが。すみません、先ほどお話がありました使途について、内訳表等が必要で

しょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 令和元年度については、私としては持っておりますけれど、こ

の議会で承認されなければ令和２年度においてはまだ出せないということだろうと

認識しておりましたので、それは分かっております。それが出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、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 当然、決算についてはこの後の審議という形になるんで
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すけれども、決算審議にかけるための資料として、令和元年度、令和２年度、令和

３年度の予算ベースでの内訳の資料を用意しておりますので、今から配付させてい

ただければと思います。よろしいでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、配付を許可いたします。 

［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） すみません、Ａ４版にしますと文字が小さかったもので

すから、拡大をしております。一番上段が令和元年度ということで９９２万４,０

００円に対します内訳なんですけれども、その中で新たな組織の設立というところ

で林業担い手対策協議会負担金というものがございます。先ほどの人材育成という

部分で考えたときに、なかなか南小国町だけで新たな人材を確保するというのが非

常に難しいのではないかと考えています。そういった中で阿蘇管内全ての市町村が

加入して林業担い手対策協議会をつくりまして、そこに負担金等を、この事務は県

が集約してやっているんですけれども、その中で、以前もお話ししたことがあるん

ですが、例えば男性に限らず、女性の参画も含めたところで阿蘇の山モン会という

のも現実、南小国町で活発的な活動、意見交換会も含めて行われたということもご

ざいます。非常にその際も活発的な御意見が出まして、私たちでやるというぐらい

の強い意気込みまで感じたところでございます。 

また、令和２年度、令和３年度におきましても、それとは別に木育サポート事業

補助金、これは子供さんだったりとか、一般的な林業に従事されてない方を対象に、

これもある女性の方が中心となって活動していただいて、何らかの小国杉だったり

とか林業を分かっていただくということを趣旨にこういった事業を行っていただい

ているところです。 

それと、もう１点、話がちょっとそれますが、農業関係におきましても収穫時期

がやはり限られた時期になってきます。そういった中で年間収入を考える上におい

て、逆に農業者の方が林業のほうに入っていくような雇用の機会ができないかとい

うところを今いろいろと模索しておりまして、現段階では、例えばなんですけれど

も、雇用する側の農業従事者の方を一時的に雇用する際に、例えば２か月以上とか

になったときに保険とか、そういったものが雇用者側にはかかってくるかと思いま

す。そういった部分の補助ができないかとかいうところも含めて、なおかつチェー

ンソーの購入費用というのが従来から補助制度としてございますが、これは新規に

林業に就労される方というのが対象となっておりませんので、そういった部分が手

厚くできないかとかいうふうに考えおります。 

一方で、一人親方の方々が２０名弱ほど森林組合に登録されているんですけれど
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も、なかなか現場で作業をやる上においても、非常に１人でやられているケースが

多いと。じゃあ、これを２人にしませんかという話をしたとしても、なかなか非常

に難しい点もあるみたいでして、そういった部分を何らかの形でカバーできないか。

やはり事故が起きたとき等も含めて２人体制以上は必要だと思っていますので、先

ほども御指摘があったとおり、森林環境譲与税の財源も含めたところで考えていき

たいと思っております。 

私からは以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 税務課からは森林環境税の課税について御説明したいと思

います。 

まず、先ほど議員もおっしゃられたとおり、令和６年度から森林環境税として１,

０００円が課税されることとなっております。経緯としましては、平成２６年から

令和５年度まで東日本大震災の復興財源として復興特別税という名目で個人住民税

の均等割に１,０００円が上乗せして課税されております。正確には、町民税分に

５００円、それから県民税分に５００円、合わせて１,０００円です。そして、令

和６年度からは、森林環境税と、それから森林環境譲与税という新たな仕組みを創

設する財源として、この１,０００円の上乗せが継続されるということになってお

ります。したがいまして、令和６年度から森林環境税という、さらなる増税がある

わけではございませんけれども、大切な税金をお預かりする以上、町民の皆様に対

し、広報誌などを通じて本税に関する周知徹底を進めてまいります。 

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） このデータについて、どのように使われているかというのは、

令和元年度においては分かっておりましたけれど、令和２年度については初めてこ

れを見るわけでございます。使われ方として、中身をあまりここにおいて問題視す

る状況は今日の一般質問では控えさせていただきますけれど、非常に林業にとって

は、先ほども言いましたけれど、時期的なものとして丸太の高値というのが続いて

おりますので、これを山林所有者としては生かさないわけにはいかないというのが

私の根本的なものでございますので、どうやったら木材は出てくるのかということ

になれば、どうしても担い手というのが非常に大きなウエイトを占めているという

のは間違いないかと思います。環境税を担い手中心に利用していただいて、もっと

状況を変えるような状況をつくっていただきたいなと思います。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。大丈夫ですね。 
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それでは、８番、穴井千秋議員の一般質問を終わります。 

その前に、発言者の席を消毒いたします。 

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。今日は、町の再生可能エネルギーについてお

尋ねしたいと思います。 

再生可能エネルギーといいますと、太陽光発電であったり、バイオマス、風力、

水力、ほかにもあるんですが、本町においては今年度の当初予算において小水力発

電への取組推進助成金を上げているところです。小水力発電は、中山間地における

農業用水路の活用としてとても有効であり、農村の活性化につながるのではないか

と思っているところです。町として小水力発電に向けてどのように推進していくの

か、お聞きしたいと思います。 

また、最近になってメガソーラーですか、何万キロワットという発電能力のある

施設が近隣町村で多く見られるようになりましたが、この開発について、町として

どのように捉えているのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） １番、穴井議員の御質問にお答えをいたします。 

再生可能エネルギーについては、昨年度に立ち上げたエネルギー対策プロジェク

トチームが中心となり、共有ビジョンをもとに南小国町再生可能エネルギー導入ロ

ードマップを作成しました。このロードマップは、本町が災害や停電等、有事の際、

電気等のエネルギー供給が遮断されても、住民生活や行政運営に必要最低限のエネ

ルギーを再生可能エネルギー等で賄え、難局を乗り越えることができる町になるこ

とを目指しており、このロードマップに基づき本町のエネルギー施策の取組を進め

ていこうと考えております。 

そこで、まず本年度当初から太陽光発電設備設置に係る補助事業を新設しました。

現在１件の申請があり、その他数件相談をいただいております。また、本年度に、

御質問の小水力発電についても、本町の実情に合わせて規模の小さいマイクロ水力

発電の設備設置を自治会または水利組合を対象として募集、審査の上、１団体に対

し、マイクロ水力発電設備の設置、その後、次年度以降の５年間、発電量や維持管

理経費などのデータ並びに課題などを提供いただき、今後の導入可能性などの検証

を行う実証事業の実施を予定しております。 

現在、補助金交付要綱、募集要項を作成、実証事業申請者の募集に向けて準備を

進めており、今月末までには募集を行う予定です。この実証事業によって提供いた

だいたデータを基に情報分析、導入可能性を検証し、その後、町として小水力マイ
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クロ水力発電の有効性や補助制度の創設など、導入に向けた取組の可否を検討して

まいります。 

また、メガソーラーについては、政府のＣＯ２削減、再生可能エネルギー推進も

あり、各地で設置が進んでおりますが、大雨による土砂の流失など、様々な問題が

発生しており、他の市町村も苦慮しておられると思います。一部の市町村では、条

例によって設置を許可制としているところもあるようですが、法令による規定がな

く、条例自体が適正であるかの判例も出ていないため、近年、許可制など設置を規

制する条例を制定する市町村が増加しているものの、全国的には１割に満たない状

況です。 

現在、阿蘇地域は、世界文化遺産登録を目指し、景観保全に取り組んでおり、阿

蘇関係市町村と連携して、国・県への法令整備の要望や阿蘇全体としての取決めに

ついて協議しているところです。本町としてもそれらの動きと連動しながら、メガ

ソーラー設置に関しての在り方を見いだしてまいりたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） 今答弁いただきましたが、うちの町で再生可能エネルギーとい

いますと、既に木質バイオマスの給湯において実施されているわけです。個人とし

てもバイオマス発電、今休止しているみたいですけれど、１基、それから小規模の

ソーラーであったり、個人宅の屋根の発電だったり、そういうことが行われている

わけです。先ほど町長も申したように太陽光発電、また風力発電、また蓄電システ

ムには補助金を出しているということで、非常にありがたいなと思っております。 

そういう中で、私は、小水力を進めるに当たって、小水力の長所といいますか、

メリット、こういうのはやっぱり昼夜、年間を通して安定した発電ができる、そう

いうところが一番のメリットだと。そのために、出力の変動が少ない。また、設置

面積が非常に太陽光に比べて少ない。そしてまた、こういう立地条件でありますの

で、非常に農業用水がいろんなところに張り巡らされている。設置としては条件が

合わないところには非常に難しいかと思いますが、そういうところです。 

短所としまして、デメリットですね、先ほど言いましたように、設定場所が限ら

れる。落差とか水量とか、そういうところがあるわけです。水ですので、水利権と

か、そういうところも発生しますので、利害関係が出てくる。そこら辺のデメリッ

トはあるかと思います。 

九州でも大分県とか宮崎県では非常に小水力を早くからやっています。全国的に

見ると、長野県、岐阜県、富山県、ここら辺は３,０００メートル級の非常に高い

山がありますので、そういうところの立地条件を生かした水の流れであったり、急

傾斜であったり、そういうところで非常に昔から小水力の発電施設はできていたそ
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うです。古くは明治後半、その頃から発電をしながら地域の発展につなげていると

いう実情があるそうです。 

この小水力発電に対しましては、すぐ近くの大分県竹田市、ここには何度も議会

であったと思いますが、農業用水路を利用した小水力発電、またそれから近年では

バイオマスの竹を利用した発電を行っているそうです。特徴として、小水力発電は、

非常に問題となっていたごみとか木の枝とか、こういうものを水の流れの速度を生

かして、ごみを下流に流す活気的な技術を開発して、これは特許を取得しているそ

うです。竹のバイオマス発電においては、チップではなく、長いまま入れるという、

そういう発電をしているそうです。ここでは、発電した電気で農業用の電気自動車

などを走らせるプロジェクトが進んでいるそうです。来年度には、また観光用の電

気自動車、こういうのも完成予定ということで、非常に進んだプロジェクトを行っ

ているということです。ここでの取組というのは、非常に土地改良区での水田面積

が減少していく中で、水の利用を考えたということ。それから、非常に竹林が多く

て、以前は有明海の海苔の養殖だったり、真珠のいかだに使ったりとかで非常に竹

が出ていたのが、近年ほとんど出なくなって、放置竹林といいますか、そういうと

ころが増えたために、これを何とかせんといかんということで、バンブーといいま

すか、竹のバイオマス発電を行っているということです。また、いろんなところで、

最近ガソリンスタンドの撤退が始まったということで、廃業が多くなり、非常に農

家として不便を感じるようになり、そういうところで発電した電気で電気自動車を

動かすというのがいいのではないかということで、農村のビジネスモデルになるの

ではないかということで注目を浴びているそうです。 

先日の新聞でも大津町ですか、小水力発電に着工という記事が載っていました。

事業費は４億円で、年間４,０００万円の売電ということで計画しているそうです。 

このように近隣でやっているわけですが、ここで本当は予算計上した上でどのよ

うに進めていくのかということをお聞きしたいと思いましたら、既にこの補助金の

募集が来ているということで大変よかったなということです。農業用水路の小水力

発電はなかなか取組が難しい。数年前にかなりの予算をかけて調査検討したわけで

すけれど、立岩地区、脇戸、手形野用水路だったり、非常になかなかまだ前に進ま

ないような状態で、その事業は終わったわけですが、今回新しく導入の実証事業と

いうことで、こういうのがどんどん進んでいけばいいかなと思っています。実際ど

ういうところで進め方をするのかとお聞きしたかったわけですが、一つだけ質問は

省かせていただきます。 

うちの町では、小水力発電に対して非常に昔から実績もあります。中原の横道と

いう場所がありまして、ここでは集落に電気を引いたとき、そこまで集落から数キ
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ロ山奥に入って、大分県の県境です。ここでは、非常に町の中原地区あたりの町水

道も担っているような水がどんどん出ているところで、ここに河津さんという１軒

の家がございますが、ここは何年前から始めたかは分かりません。やめたのは電気

が来てからですので、やめてから約３０年近くなると思いますが、その間、水車を

回して、家の電気を発電していた。まだ今その名残もあるわけですけれど、非常に

冷蔵庫とか電気製品とか普通の家にない時代からそこにはあったという話を聞いて

おります。 

こうやって昔から電気がなかったから、そういうことだったろうと思いますが、

非常に実績はあると思います。本当にそこでは水車を利用したということで、私も

小水力発電をいきなり売電とか何とかを目指すのではなくて、水車等を利用した、

ほかに機材があるかもしれませんが、いろんな水路を利用して、例えば防犯灯であ

ったり、そういう売電ではなく、身近な電力として一度つくってみる。例えば、大

字赤馬場地区内でも千光寺、竹の熊にかなりの水量をしております水路、また矢津

田地区もあります。杉田地区、それから馬場にもあります。こういうところで水車

等を使った売電ではなく、防犯灯の発電とか、そういう取組をしながら、町民の意

識を高めていくことも大事ではないかと思っています。こういう取組は、町長、い

かがですか。いきなり売電ではなくても、身近なところから電気を起こすというこ

とを考えられたら。 

○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させていただきます。 

まず、今回この実証事業を行うのは、以前にも平成２７年度、平成２８年度だっ

たかと思いますが、実証事業が立岩地区等で行われておりまして、その中でもなか

なかそのときの結果では、町内で導入に向けた取組であるとか、そういったところ

を判断するにはまだまだ足りない部分がございますので、今回１か所、モデル事業

として実施をして、実際、町内の水路でどういう発電ができるものなのか、実際で

きるのかできないのかというところも含めて判断をさせていただきたい。水路であ

るとするなら、深さはどれくらい必要なのか、幅はどれくらい必要なのか、流れの

速さとか、流量がどれくらいなのか、そういった詳細な部分を調査しながら、それ

で設置をしたときにどれくらいの工事費がかかったりとか、また水路の加工が必要

なのか必要じゃないのかとか、あとはその発電でどれだけの発電能力があるのかと

いうところをきちんと把握した上で、本町に導入するにはどういう条件なのか、ま

た導入したとしても、これはメリットのほうが少ないんじゃないかといった場合は、

導入は難しいんじゃないかという判断にもなりますので、そういった判断をするに

おいても、やはり実証事業は必要だと考えております。 
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その中で、議員がおっしゃるように、いきなり売電目的というよりも、地域の防

犯灯であったりとか、公民館の電気だったりとか、あとは集落で使う何かの施設の

電気だったりとか、そういったところに活用ができる部分があるようでしたら、ま

ずはそこあたりを実施いただいて、規模はある程度小さな規模でも発電ができる可

能性があるのであれば、そこを模索していきたいと考えております。売電をすると

なったら、それなりの規模がないとなかなか売電ができませんし、うちの町内の水

路が果たしてそういう規模にあったものなのかというのも含めて、今回の実証事業

でつかんでいって、その内容を基に検討を深め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、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） 今のをお聞きして、私も大変安心しました。水路利用というこ

とは、管理者等があり、水利権等もありますので、非常に町民の理解も得ていかな

ければならないと思いますが、ぜひそういうところから進めていただければと思い

ます。 

次に、メガソーラーについてですが、現状では皆さんがよく通るミルクロードか

ら見える部分で、あそこは大津町ですか、それから市内から見れば、旭志、鞍岳の

裏のほうに相当大きいメガソーラーがあります。高森町でも現在２か所、１か所は

２００ヘクタールにも及ぶ開発を今行っているそうです。小国町においては、現在

２か所で運用していますが、もう１か所はちょうど風力発電の向こう側、裏側です

ね、あそこに今、広大な敷地を造成中です。また、うちの町のすぐ近く、瀬の本高

原、大分県側ですか、あそこも建設予定ということで説明がありましたが、近くで

も本当にメガソーラーの設置がどんどん進むわけです。 

そのような状況の中、小国町は昨年の７月豪雨ですか、１か所については大変な

土砂災害が起きたところで、先日、菊水町においても造成中に土砂災害が起きて、

近隣住民に迷惑をかけているということ。それから、つい先日の新聞でも、菊池市

の設置をしたところのメガソーラーの土砂が市道に流れ込むという新聞記事もあり

ました。 

メガソーラーについては、設置者は、設置すれば、したことで、すごく利益を上

げるわけですけれど、災害については、非常に保険があって、すごく保険でいろん

な災害は対応していくそうです。リスクはほとんどないという記事もありました。 

町として今後いろいろ町長も考えていくということでしたが、町としてのメリッ

トというのは非常にないに等しいのではないか。そういったものの、うちの町は瀬

の本高原であったり、それから押戸石の丘、こういう景勝地、すばらしい眺めがあ

ります。そういうところから目の前にメガソーラーの設置ができてしまうと景観的
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なデメリット、これは非常に高いのではないかと。設置をした場合なんですけれど。

うちの町でも景観条例が設置してありまして、第２条第２項には、建物等も規制で

定めるようになっています。景観条例の施行規則の第２条には、いろんな建物の種

類があります。中には、１２番目に太陽光発電施設ということもうたってあります

が、これは規模が明記されていないので、家庭用なのか、メガソーラーなのかは分

かりませんが、一応規制の対象になっているということであります。 

先ほど町長の答弁の中にありましたように、阿蘇の景観を守る宣言というのが昨

年、令和２年１月１６日に熊本県と阿蘇地域７市町村が一丸となって、阿蘇の世界

文化遺産登録を目指す決意表明として阿蘇の景観を守る宣言を行った。今後も阿蘇

の景観を後世に残していくために、熊本県と阿蘇７市町村が連携をしながら、意識

醸成や景観を阻害する無秩序な開発が行われないように景観条例や各法令に則り景

観を保護していく、こういう宣言を行ったということでありますが、カーボンニュ

ートラルという政府が進めている、そういう視点からはメガソーラーというのは非

常に有効なのかもしれませんが、うちの町、この景観という視点から見た場合、メ

ガソーラーが有効だとは非常に言いづらいなと思いますが、そこのところは、町長、

いかがですか。町長の御意見、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） 御意見、ありがとうございます。 

主に化石燃料とか、そういったところを使わない、自然をベースにしたエネルギ

ーというのは必要だと、再生可能エネルギーを利用するというのはもちろん必要だ

と考えております。 

しかしながら、今御指摘のメガソーラーとか、そういったところに関しては、そ

ういった一定の国の方向性とか、そういったところにはそぐう部分もあるのかもし

れませんけれども、やはり一番大切なのは、乱開発とか、そういったことを防ぐと

いうことが私は必要だろうと。それをすることによって、例えば本当に住民の生活

に危害が及ぶとか、景観を壊すとか、そういったことは、私は適切ではないんじゃ

ないかなという、それが基本的なスタンスでございます。でございますので、うち

の町としては、太陽光発電とか、そういった家庭用の部分に関しては補助金とか、

創設はさせていただきますけれども、そういったところでしっかりと再生可能エネ

ルギーを使いながら、よく私が言います、電気とか灯油とか、そういったところで

少しでも地域にお金がもれないような仕組みづくりで、少しでも再生可能エネルギ

ーを使うことによって、地元にお金が落ちる仕組みをつくっていこうというのが、

一環として、そういった太陽光発電だったりとか、小水力の可能性、実証実験とか、

そういったところで考えているところでございます。 



－ 44 － 

メガソーラーに関しては、ほかのところでもいろんな問題も起きておりますし、

無秩序な開発というのは、やはりそこは違うんじゃないかなと考えておりますので、

何がしかうちの町としても条例整備だったりとか、そういったところもやっていく

必要があるんじゃないかということで、以前、確か菊池市さんか何かがそういった

ところの条例も整備をされたということもございましたので、そういった情報も集

めながら、あと同時に、先ほど申し上げましたような世界文化遺産の推進室という

か、協議会があるんですけれども、阿蘇郡市７市町村と、あと県とかが入って、そ

ういった中でも、この前、私も発言をさせていただきまして、ぜひその枠組みの中

でそういった無秩序な開発行為に関して、どうにか規制できるような枠組みをつく

ってもらえないかと、それも早急につくってもらえないかということを課長には伝

えさせていただきました。なかなか一つの町だけではせっかくこのすばらしい景観

が損なわれてしまいますので、やはりそこは足並みをそろえていく必要があろうか

と思いますので、そこはしっかりと阿蘇地域連携しながら、国や県への法令整備の

要望だったりとか、そういったところを要望していきたいなと考えておりますし、

町のほうで何かできることがあれば、そちらも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） 今のお言葉を聞いて、非常に安心したところであります。今後

とも、阿蘇の景観を、またうちの瀬の本高原だったり、押戸石の丘からの景観を後

世に残していけるように、ぜひ努力していただくことをお願いしまして、私の質問

を終わりたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、２時２０分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時０６分 

再開 午後２時２０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。 

一般質問を行います。 

５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） ５番、矢津田です。通告書に基づき、１点質問したいと思い

ます。 

危険木伐採補助金ということで、自然災害が多くなっている近年、住宅への被害

を食い止めるための伐採依頼が多くなることが予想されるかと思います。３月の当
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初予算で５０万円を計上していますが、予算が足りなくなった場合、補正予算を組

む必要があるかと思いますが、その点を１点、お聞きしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ５番議員の御質問にお答えをいたします。 

御指摘のとおり、近年多くの自然災害が多発しており、本町でも令和２年７月豪

雨による土砂災害等により土砂や立木が河川等に流れ込み、大きな被害へとつなが

りました。また、家屋等に隣接する山林の杉などの大径化により、自然災害の発生

時における危険性も多くみられると考えます。 

そこで、御承知のとおり、令和３年度当初予算において、支障木伐採事業補助金

を創設しました。この補助金は、居住する住宅からおおむね３０メートルの範囲に

ある立木で、人や住居などに支障を来すおそれがあり、作業時にクレーン車等が必

要など、建物に傷をつけることなく伐採を行う特殊伐採と呼ばれる経費に対して、

森林組合に委託した場合に、上限１０万円とし、２分の１の額を補助することとし

ております。 

本年度の予算は５件分の５０万円ですが、今後の申請件数の状況次第ではありま

すが、補正予算の対応も必要かもしれません。 

一方、他県において、今年７月に発生した土石流災害においては、森林の伐採や

開発による影響を指摘する報道もなされています。このようなことも踏まえ、伐採

作業時における各種届出の必要性を周知し、また関係機関と連携した上で適正な指

導へとつながるように努めていきたいと考えます。 

また、先の一般質問にも関係しますが、管理の行き届かない森林が災害を招くこ

ともありますので、森林環境譲与税を財源に適切な森林整備を推進していきたいと

考えます。５番議員におかれましても、これまでの経験も多くあるかと思いますの

で、御意見等をお願いできればと思います。 

○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） 先ほどの危険木伐採ということで、今度の予算は支障木とい

うことで、近年、本当に民家近くの立木、これは何年も前からそういった補助金を

つけてもらうことはできないかということで言われていましたが、前回質問をした

中で、この５０万円という予算で、先ほどの３０メートル以内で上限が１０万円と

いうことで、本当に特殊伐採という、切る人たちもなかなか特殊で切りきれないと

いう声を聞いていますが、クレーン車などを使った場合、それに対しての何かしら

の補助金とかはつけないということでよろしいんでしょうか。 

それと、また上限が１０万円と決まっているもので、なかなかクレーン車と作業



－ 46 － 

運搬、そういった車両を使うと結構経費がかかってくるかと思いますが、その点に

ついてお尋ねします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 御指摘のとおり、当初予算の計上時から１件当たり１０

万円の５件分ということで、非常に補助金が安いのではないかというお話はいただ

いていたかと思っております。その上で、現状、今考えています要綱におきまして

は、特殊伐採に要する全体の経費に対して上限を１０万円という形で設定しており

ます。 

しかしながら、御指摘のとおり、特殊伐採に関して言えば、恐らく３０万円以上

は確実にかかるというところがあるのではないかと思っています。 

ただ、一方で、例えば住宅に隣接しながら、ある程度でできる部分、クレーン車

等を要せずにできる部分というのもないわけではないとも思っていますので、今後

の要綱の改定が当然必要になってくるということを認識した上で、今後の状況も見

ながら森林環境譲与税を財源にすれば、ある程度のことは可能になるのではないか

と考えていますので、今後の改定はやっていきたいと思っておりますけれども、今

年度の予算においてはこういった１０万円を上限という形で、まずはスタートして

いきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） なるべく町民の方が安心して生活ができるように補助金関係

もよろしくお願いしたいと思います。 

それと、自宅近くで山林者が違う方がいるんですよね。山主さんが違う方、そう

いった方に町としての伐採、切ってもらうような要望とかは今後もしていってもら

うことはできるんですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 違う場合というのは家屋の所有者と山主が違う場合とい

うことで思っておりますけれども、当然それが非常に多いんじゃないかと思ってい

ます。ただ、最終的にお金を誰が出すかというところにもつながっていきますので、

まずは、例えば被害を受ける方が山林の所有者に対して何らかのお願い、もしくは

そういったところをやった上で、何か非常に厳しい状況であるとか、そういったと

ころでうちとして何らかのサポートが必要であるとかいう場合には、できる限りの

対応はしたいと思っています。ただ、強制力とか、そういったものはないものです

から、協議、話合いという状況で進めていかざるを得ないのかなと思っています。 

以上です。 
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○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） 分かりました。 

次、建設課長にお聞きしたいと思いますが、道路沿線上、道路周り、大変雑木関

係、杉、また大きくなった杉の枝とかで、温泉館を見てもらえれば、枝が張って、

台風のとき、現在、台風１４号が来ていますので、何も起きなく過ぎればいいんで

すけれど、なかなか沿線上、どこの町道を回っても枝が道路に覆いかぶさって、枯

れ木といいますか、枯れた雑木なんかも立っています。この前、奥の湯の上に行っ

たら、松の木も何本か枯れて、いつ倒れてもいいかなというふうになっていますの

で、建設課としてはそういった道路支障木の点検とかはやっているのか、またそれ

に対して補助、予算関係もあるかと思いますが、その予算とかはあるのか、お聞き

したいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 道路上の支障木ということだと思いますけれど、道路上に

張り出している支障木については、歩行者及び自動車等の通行の支障になる場合が

あることから、所有者、管理者にお願いしているのが大原則かと思います。倒木に

よって通行ができない場合など、道路管理者が通行の支障となる支障木を緊急的な

場合は伐採するということはあるかと思います。原則は、やはり所有者、管理者に

お願いしたいというところでございます。 

まだ補助制度等につきましては、具体的な補助制度は実際のところありません。

例えば、機器使用料関係では南小国町除雪及び崩土等除去作業における機器使用料

交付制度がございまして、異常気象の後の倒木だとか危険な支障木を、例えば業者

さんにお願いするんですけれど、なかなか業者さんもすぐには対応できない、そう

いう場合には、除雪だったり、支障木だったり、倒木だったり、自治会が中心とな

って活動する場合もあるかと思います。そういった異常気象に関連する場合の倒木、

支障木撤去の補助制度はこれを利用して交付いただいているところでございます。 

建設課としても、パトロール等をして、道路管理者として危険が迫っているとい

うことであれば、なかなか管理者、所有者が対応できない場合は、緊急的にする場

合もございますが、最初に述べたように、大原則は、通常の枝打ちとか、大きなト

ラックに当たるといった感じのものに関しては、所有者、管理者にまずはお願いし

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、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 森林環境譲与税に関係する部分なんですけれども、ライ

フライン沿線における予防伐採に関しても森林環境譲与税が利用できるという部分
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がございます。御承知のとおり、小国町では予防伐採として２分の１の補助を出し

て、確か上限が３０万円だったと思います。 

ただ、森林環境譲与税は、既存の補助事業には充当できない。町の単独事業であ

っても、新規の補助事業であれば、森林環境譲与税を充当できるという形になって

いますので、先ほど御指摘のありました上限の１０万円の件を含め、またライフラ

イン沿線上における予防伐採というところも含めて、町長協議等も含めて、今後、

どういうふうに進めていくか、当然、基金をそのまま残しておくということは絶対

あり得ないことだと思っていますので、できる限り早急な形で検討を進めていきた

いと思っています。 

○議長（平野昭夫君） はい、最後にまとめてください。５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） 予算関係は、小国町が現在１２７万円ぐらいの予算をつけて

いるんですけれど、また今度１００万円ほどまた補正をつけるということを今聞い

ています。それと、沿線上についても、こっちのほうは金額的に４００万円という

金額をつけていますので、町長にも災害等を未然に防ぐということでそういった予

算関係を計上してもらえたらと思っております。 

それと、最後になります。通学路におきましては、本当に危険なところがあるん

です。新町住宅の反対側ですね、平さん行く、その上の雑木がいつ倒れてもおかし

くないんです。どこでもいい、りんどうヶ丘小学校関係はスクールバスと思います

が、通学路の安全対策じゃないんですけれど、そういった枯れ枝とか、そういった

のを点検してもらい、子供たちが安心して登校できるようにお願いしたいと思いま

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） 予防伐採の件に関してでございますけれども、担当課とまたど

ういった対応ができるのかというところを協議させていただこうと思っております。

どうしてもやっぱり高齢化だったりとか、所有者が、例えば町内にいらっしゃらな

かったりとか、いろんな場面というか、そういったところが想定されますので、町

としてどういった対応ができるのかといったところに関しては、今の御意見をいた

だきながら、また関係課と協議をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） それでは、矢津田道夫議員の一般質問を終わります。 

発言者の席を消毒いたします。 

それでは、引き続き一般質問を行います。 

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

す。 

まず、１項目目は、子供たちの居場所づくりについてです。 

本町では、子育てに関する経済的支援も手厚く、子育て環境整備に御尽力いただ

いていることと感じます。町民の方が子供たちを歓迎してくださる方ばかりで、こ

の町で子育てをする一人の保護者としてもありがたく感じております。 

出産から遡りますと、生後１０か月から利用できる一時保育のサービスが誕生し、

保育園も現在のところ待機児童なしで入園でき、保育園の先生方も愛情たっぷりに

子供たちに接してくださいます。また、小学校では少人数制なので、先生方の目が

行き届きやすく、教科書に沿った勉学だけではなく、これからの普遍的な未来を生

き抜くための力を身につける主体的で創造的な教育カリキュラムも用意されていま

す。これらは、南小国の新たな魅力となっており、町民からも町に対する感謝の思

いも耳にします。町の子供たちも「南小国って、いいよね」と、「南小国、大好き」

と話していたりするのもよく聞きます。子供たちにもしっかりと町の思いは届いて

いると思います。 

しかし、一億総活躍と叫ばれて久しい昨今、女性の社会進出、核家族化、ひとり

親世帯や共働き世帯の増加など、家族の形が変わってきている中で、本町でも子供

の居場所について、切なる声が上がってきているのも事実です。 

そこで、次の２点についてお尋ねをいたします。まず、１点目は、１０か月未満

の乳幼児の一時預かりについて。２点目が、小学生の放課後について。この２点は、

移住定住の促進をするに当たってもこのあたりの環境整備はとても重要になってき

ていると思います。生活の土台と言える部分かと思います。今後の展望を含め、町

のお考えを伺います。 

２項目目は、町の図書室についてです。 

読書には知識や教養の習得のみならず、想像力や思考力の向上、ストレス解消な

ど、様々な効果があると言われています。ＩＴ化が進み、人との関わりが変化する

今の時代だからこそ、本の必要性は高まっているのではないかと思います。 

本町では、子供たちが本に親しむ取組を積極的にしていただいていると感じてお

ります。乳幼児健診の際にブックスタートとして本のプレゼントから始まり、保育

園では週に１冊の本の貸出しサービスが毎週行われています。小中学校にもそれぞ

れ図書室があり、積極的な読書促進をされています。 

子供たちが図書室を利用することは、教育格差の是正にもつながると感じていま

す。我が子のことですが、小学２年生の娘は今年の４月から約半年で２７０冊の本

を学校から借りて読み終えております。１冊１,０００円だとしても２７万円です。
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これだけの本を一般の家庭で買って与えるということは、とても難しいです。図書

サービスというのは、教育格差の是正につながっているということをありがたく感

じております。 

一方、町の図書室には１万３,０００冊以上の蔵書があり、毎月新刊図書を購入

し、その都度「広報きよら」でも紹介されていますが、利用者数は限定されており、

もったいない状況だと感じております。町民のさらなる利用向上のため、今後の対

策をお尋ねいたします。 

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。 

まずは、１点目の子供たちの居場所づくりについてでございます。 

１０か月未満の未就学児の一時預かりについての答弁でございます。 

南小国町には御質問にありますように、一時預かり事業を要綱として定めており

ます。年齢等の基準はなく、保育園においては１０か月から利用可能としているた

め、一時預かりに関してもおおむね１０か月程度からとしております。ただし、園

内の園児数や使用面積により園児以外を預かることが難しい場合もございます。特

に、０歳児３人に対し、保育士１人と定められておりますが、１０か月未満の未就

学児を受け入れる場合は、未就学児１人に対し、保育士１人が望ましいのではと考

えるからでございます。 

現在、社会福祉協議会において子育てサポート事業ぽっかぽ家を行っており、育

児を支援したい方は社協や支援者の自宅で預かっておりましたが、支援者の方々も

高齢化し、預かるのが難しいことと、今現在、お子さんを預けに来られる方がいら

っしゃらないのが現状でございます。 

しかし、一時預かりの利用に関して一定のニーズが確かにあるのではと思います

ので、どのようなやり方があるのか、そして乳幼児期の心の発達には愛着の形成が

大前提であるため、保護者と子供が一緒に過ごせる環境づくりにも気を配りながら、

関係機関、団体等と連携して考えていく必要があると感じております。 

続きまして、２つ目の小学生の放課後についての答弁です。 

児童の放課後の居場所づくりにつきましては、以前にお答えさせていただいたこ

とと重複する部分もあるかと思いますが、本町では子育てと仕事の両立を支援する

環境づくりを進める一方、地域住民との交流、協力を得ながら、教育委員会の事業

である放課後子ども教室による取組を行っています。 

少子化や核家族化の進行により、子供や子育て家庭を取り巻く環境は日々変化し、

家庭や地域社会における子育て力や教育力の低下が懸念されている中、放課後子ど
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も教室においては地域住民参画のもと、安心感ある安定した交流の場となっていま

す。市原小学校及び中原小学校で実施しておりますが、昨年、今年と開設日数を拡

充し、現在は両教室ともに週３日の開設に至っております。これは、教室に参加い

ただいている地域住民の方の御協力のたまものであり、心より感謝申し上げたいと

思います。また、放課後子ども教室を開設しない日やりんどうヶ丘小学校につきま

しては、わくわくクラブでの活動等により、可能な限り児童の居場所確保に努めて

いただいております。 

本町では、家庭や地域、学校等が一体となって子供を育てていくために、今後も

放課後子ども教室をはじめ、関係団体との連携のもと、児童の放課後の居場所づく

りに取り組んでまいります。 

続きまして、２つ目の町図書室の利用者数向上をという御質問に関してでござい

ます。 

南小国町コミュニティセンターは、本町の地域コミュニティの活動の助長や産業、

文化、教育の振興を図るために設置されており、当該施設内に図書室を設けていま

す。現代社会ではインターネットの普及により多くの情報が公開されていますが、

情報収集や必要な知識を得られる図書室の役割は重要であると考えております。 

本町としましては、幅広い年代の方が本に興味を抱いていただくよう取組を行っ

ており、議員からもありましたとおり、毎月１５冊程度の新刊図書を購入し、「広

報きよら」にて御紹介をさせていただいております。令和３年３月３１日現在の蔵

書冊数は、一般書や児童書など計１万１,７００冊であり、購入図書につきまして

は、図書室利用者からのリクエストや図書担当者からの意見を踏まえながら検討を

行っており、一部は豊富な蔵書を有する熊本県立図書館から文学や一般図書などの

本を借り受けするなど、町民の方の読書に関わる文化環境の充実を図っております。 

また、図書室職員と学校図書司書におきましては、県の読書アドバイザー事業を

活用し、図書室のレイアウトや読書環境の整備などの指導助言を受けながら、日頃

から読書活動の推進に努めており、今後もこれまでの取組を継続しつつ、図書室の

充実に努めたいと考えます。利用者数を増やすためのアイデアなどありましたら、

ぜひ御提案いただければと思います。 

○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、１つ目の子供たちの居場所づくりについてですけれども、私は、これは喫

緊の課題だと思っております。現に声として、非常に多くの方から声が上がってき

ております。１０か月未満の乳幼児を育てられている方からは、「虐待のニュース

などを見ても、他人ごとじゃない」と、「私はたまたまそのとき我慢できただけだ
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なというのを感じる」などと。また、「我慢ばっかり」と、「たまにでいいから休

憩がしたい」と。２４時間体制の子育てをしていく中で、やはり少しの間だけでも

休息できる、どなたかにお子さんを預けて見ていただけるという、そういう場を切

望する声というのはとても多くあります。 

また、小学生の保護者の方からは、やはり小１の壁とか６歳の壁と言われますけ

れども、この壁がすごく高いとおっしゃっています。声を紹介しますと、「移住し

たけど、まさか学童がないなんて思ってなかった」と。実際にお子さんが保育園だ

けども、小学校に上がるタイミングでお母さんが仕事を辞めるか引っ越しをするか

で悩んでいますと。また、別の方からは、お子さんが小学校に入学するに当たり、

お母さんがお仕事をフルタイムからパートに変えられたというので、「収入も減っ

た」「経済的に厳しいので、次の子は産めない」など、少子化とか、また人口問題

というのにも非常に直結していることだと思っています。 

実際に私自身も子育てをしていると、なぜか学校とかはやはり半日授業もありま

すし、時間割を見て、来週、午前中で帰ってくるんだということもありますので、

年間でカウントされた方がいまして、年間で約５０日ほどは何かしら半日だったり、

学校の行事などで仕事の都合をつけないといけないという日があると、年間５０日

にプラス夏休みと考えると結構長い日数になってくると思います。やはり子育てを

する環境というのが、親子三世代の同居だったり、近くに御親戚、おじいちゃん、

おばあちゃんが住んでいるということが前提になっているのではないかなと感じて

おります。家族の形が変わってきていますので、子供たちの居場所づくりも、いま

一度、町として考えて、どうにかしていかないといけないなというのを感じている

ところです。 

先ほど町長の答弁にありましたが、ファミリーサポート、社協さんが運営されて

いますけれども、こちらも２６名ボランティアさんがいますが、やはり高齢化で問

合せがあってもお断りをしてしまう状況ということでした。 

逆に、ほかの自治体ではうまく運営をされていたので、何が違うのかなと思った

ら、やはり町からの業務委託として運営をされているということが多いなと感じて

います。町としてファミリーサポートをしっかりと乳幼児のサポートをしますとい

う、町としてどうするかというところの意思の問題なのかなと感じているところで

す。 

先ほどの小学生の放課後についてもですが、学童というとなかなか運営に当たっ

ていろんなハードルはあるかと思いますが、学童以外にもいろんな方法というのは

あると思っております。現に今も地域の方に御協力いただいて、週３回の放課後教

室をしていただいており、とても助かっておりますが、例えばほかの残りの２日も
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何かしらの形で夕方５時じゃなくて、６時まで、何かしら子供をみられる場所づく

りというのができたらなと思っています。例えば、町のコミュニティセンターなど

もありますし、学校にも空き教室というのもあるかと思いますし、少し行けば、公

民館や新町にも集会所などありますので、そういったところも活用して、地域の方

なり保護者なりが当番制で子供たちを見守るという、そういう仕組みづくりでもい

いのかなと思っております。何か教育委員会だけ、学校だけというのではなくて、

町として複合的に考えていく必要があるのではないかと思っております。 

一つ、やはり気になっていることといえば、子供たちの肥満が気になっています。

特に保育園まではそんなに肥満で気になる子というのはそんなに感じないんですけ

れども、やはり小学校になっていくと肥満の子が増えているように感じています。

放課後、子供たちだけで過ごしているときに、よく見かけるのが、炭酸のジュース

とお菓子を持って、道端に座っているとか、やはり今集まる場所がない。特に私の

住んでいる新町とかでも、今までは公園があって、遊具があったんです。そこに子

供たちが集まって、体を動かして遊んでいたんですけれども、今そこも駐車場にな

ってしまっているので、なかなか集まる場所がない。なので、集会所の近くとかに

自転車に乗って、子供たちがお菓子を片手に集まってくる。こんなに食べていて大

丈夫なのかなと思うんですけれども。でも、子供を見守るという親の責任でしょう

と言われたら、そこまでですけれども、町としてその状況がいいのかどうなのかと

いうところだと思っています。なので、農協の跡地もありますし、そこに公園を設

けるとかの話があるなら別ですけれども、どこかしらに子供たちが精いっぱい遊べ

る場所というのがつくられたら、またこれはいいんじゃないかなと思っているとこ

ろです。 

以上、ファミリーサポートを町としてどうするかというところと、今後、今ある

場所を活用して、小学生の子供たちの居場所づくりというのが何かしらできないか

というところで考えているところです。私もこれから社協さんなどや地域の子育て

の方などと集まって、アイデア出しなどを今月もしていく予定ですけれども、何か

しら町としても前向きに子供たちの居場所をつくっていただけたらと思っておりま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、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をいたします。 

私から１０か月未満の一時預かりというところで、先ほど町長の答弁の中にもあ

りましたような子育てサポート事業、そこのところは今確かに運用として厳しいと

ころがあるというところで、私も福祉課長になって、そこの部分に主に関わって、

まだあまり日が浅いところもありますので、分からない部分もあるんですけれども、
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そこのところはもう一度入り込んでお話をしていきたいと考えております。 

確かに幼稚園でも一時預かりをしておりますけれど、多分１歳前後ぐらいから、

保育園も１０か月未満となりますと、大きく言えば、安全の保証とか、そういうと

ころもあって、これも人材確保のところにつながってくるというところもあります。 

もう一つ、企業努力ではありませんけれども、この世の中ですから、仕事先の御

理解というのも、今から先はやっぱり考えていくところも必要であるのかなと思っ

ております。 

今日、２番議員さんからの御質問のところでも総合地域包括センター、そういう

ところをこちらも考えております。そういう中でも、そういう一時預かり、１０か

月未満、小さい子ですね、そのところの今からの扱いというところを考えていきた

いと思っております。 

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） 先ほどの町長の答弁と少し重複する部分もござ

いますが、教育委員会の事業として行っています放課後子ども教室ですね、こちら

が、先ほど言われたとおり、週３日行っております。地域の方のボランティアで参

加していただきながら、２名ずつの体制で行っております。 

ただ、そこには本町の教育委員会の職員も１名、市原小学校と中原小学校に一緒

に同行して行っております。ですので、ほかの業務のことも考えていきますと、や

はりこれ以上、日を増やすというのは正直なところ難しいと考えているところであ

ります。どうしても時間の部分についても、ある程度勤務時間内といったところを

前提とさせてもらっているところもあります。 

ただ、確かにその要望が多いというのは、こちらも把握しております。今１年生

から３年生までをお預かりさせてもらっているんですが、市原小学校の２年生で言

えば、全員が今参加しております。９割が大体参加されるような状態なので、要望

としては大きいのかなというのはこちらも理解しておりますので、先ほど議員から

もありましたとおり、町として全体的なところでの取組が必要になってきているか

なと私も感じております。その上で、先ほども言われた業務委託といったところも

踏まえたところで今後検討をというか、前向きに考えていかなければならないなと

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、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。 

子育てサポートセンター、子育てファミリーサポートを町としてどうするかとい
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うところだと思っていますので、移住定住にもつながるところです。人口問題にも

つながっていますので、ぜひよろしくお願いをしたいところです。 

また、放課後、特に市原小学校は、核家族や、またお勤めの方が大変多い地区で

もありますので、例えば市原に特に週、今３回のものを、地域の方とか、もしくは

新たに人を常に雇用して、その方に入っていただいて、どうにか週５日にして、ほ

かの地区からも、特にりんどうヶ丘小学校であればバスもありますので、バスの送

迎などで、何か今ある資源を活用して、地域の方の御協力を仰いで、子供たちの居

場所というのを確保できたらなと思っております。 

また、私もまた子育て中の方や社協さんなどともどんなことができたらいいかな、

どういうふうにしたら物事は進むかなというところでアイデアも出していきたいと

思いますので、ぜひ御理解と御協力をいただけたら幸いです。 

それでは、２つ目の質問に入らせていただきます。 

町の図書室についてですけれども、今回この質問をするに当たりまして、多くの

方に意見を聞いてまいりました。図書室を利用している方と利用していない方の２

つに分けられました。利用していない方に、「なぜ利用しないのか」「どうやった

ら利用しますか」と聞いたところ、回答が大きく３つに分けられました。１つが、

やはり雰囲気的に入りにくい、暗い、怖いなど、雰囲気の問題です。２つ目が、利

用ルールが分からないと。３つ目が、どんな本があるか分からないと、借りたい本

があったら、ぜひ利用したいですという意見でした。 

まずは、この３点、それらを改善していく必要があるかと思っております。例え

ば、雰囲気的に入りにくいということであれば、雰囲気を伝えたらいいのではない

かと思いますし、利用ルールが分からないのであれば、分かるように伝えたらいい

かなと思っています。まずは、今の状況というのを可視化して伝えたらどうかなと

思っております。 

例えば、ケーブルテレビさんを活用するのも一つの手法だと思っております。町

の図書室がどこにあって、どこから入ってとか、管内の雰囲気とか、最新の本は、

入り口を入って、左側のここにありますよなど、こうやって利用しますとか、こう

いう一連の流れを町民の方の御出演なのか、スタッフさんなのか、どなたかに出演

をしていただいて、放送するというのはどうかなと思っています。やはり知らない

ところに行くのと、知っているところに行くのとでは全然違いますので、ぜひケー

ブルテレビさんの協力なども仰げたらなと思っています。ケーブルテレビさんに確

認したところ、図書室の利用促進のための番組というのは今までしたことはなかっ

たということでしたので、ぜひ今あるケーブルテレビさん、高い割合で町内の各家

庭に入っていますので、協働ができたらなと考えております。 
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また、何の本があるか分からないということがあったんですけれども、これも分

かるようにしたらいいなと思っていまして、大変大がかりなものではなくて、シス

テムを導入するとなるとまた予算もかかってきますので、そうではなくて、例えば

エクセルなどで作者とタイトルなど、そのくらい簡単なものが過去５年分ぐらいで

も一覧で分かるようにしてあって、それが今、町のホームページの図書室というコ

ーナーがありますので、そのホームページ内に一覧シートが見られるようにリンク

を貼り付けたらどうかなと思っております。エクセルのシートなどであれば、無料

で導入できるということでしたので、１万１,０００冊でしたね。失礼しました。

私は１万３,０００冊と伺っていたんですが、１万１,７００冊の全てをデータ化す

るのは難しいと思いますが、過去５年分ほど、それができたら、過去１０年分ほど

遡って、一覧で分かるようになればいいのではないかなと思っております。 

これが利用していない方が利用するための御提案ですが、逆に利用している方か

らの声を御紹介すると、「毎月新書も購入されて、県立図書館からの本も入ってく

るので、飽きずに利用できています」という喜びの声をいただいております。 

一方で、その改善点、要望として上がっているのが、「お手洗いがどうにかなら

んだろうか」というのがありました。現在、男女共用のお手洗いになっています。

同じ空間に男性用、女性用がそれぞれある状態です。やはりたまにバッティングし

てしまうこともあるようで、とても気まずいというので、女性の方なんかは特に我

慢していますなど、そこが改善されたらなというのはすごくおっしゃっていました。

やはり本屋さんや図書館に入ると、本のインクの臭いがどうもお手洗いに行きたく

なるという生理現象があるので、ここは何か改善ができたらなというのは要望とし

て今上がっているところであります。 

あと、今、手洗いが日常化しておりますが、洗面所も２個ある蛇口のうち、１個

は使用停止となっています。水が止まりにくいというので止めておられるそうです

が、県の保健課などでも今はセンサー付きだったり、足踏み式など、手とか指があ

まり触れないような蛇口というのを推奨されているそうなので、併せてここは予算

もすごくかかるところだと思いますが、農協の跡地に図書館を設けるなど、案があ

ればまた別ですが、この改装の件も併せて御検討いただけたらと思っております。 

以上、利用していない方が利用するためと、お手洗いの改装について、答弁いた

だけたらと思います。 

○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） 図書館の件なんですが、私も変な話ですけれど、

娘に連れられて、久々に入ったような感じでした。正直なところ、確かに入り口、

入って、商工会事務所があるところですね、あそこが多少どうしても薄暗い感じは
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否めないかなと思います。ただ、そこから階段を下りていただいて、一歩中に入っ

ていただくと、本当に雰囲気がいいなというのを私が第一印象で感じたところでし

た。今も図書館には、土・日・月と週３日、職員の方に常駐、その３日間はしてい

ただいております。その方が一生懸命、新刊の紹介等も含めて、いろいろと壁に貼

ったりとか、テーブルのところに紹介文とかをいろいろしていただいております。

私が行ってみても、借りてみたいなという雰囲気もあったので、まだ利用されてい

ない方を呼び込むというところが確かに重要な点かなと。一歩入っていただけると、

かなり有効に使ってもらえるかなと感じたところであります。ですので、まずは、

雰囲気づくり、入ってきやすい環境づくりを入り口あたりから通路の部分とかを検

討というか、考えるといいかなと今のところ思っているところであって、施設のこ

とになりますので、簡単にしますとも言えませんが、町長を含めて相談しながら進

めてまいりたいと考えております。 

それに併せて借りる方法ですね、先ほど御提案いただいたケーブルテレビの活用

等もあるんですけれど、マニュアル化したりとか、それこそホームページで簡単に

借りられるということを少しアピールできたらと思っているところです。 

本の確かに所在というか、記録が、すみません、私も今手元にはないんですが、

ある程度のデータはここ近年のはあったかと思うので、そちらの御提案あったとこ

ろを教育委員会なり事務局を含めて協議していきたいと思います。 

それから、トイレに関しましても、先ほどの雰囲気づくりというか、入り口から

の分と同様のことにはなるんですが、施設のことになりますので、予算等を含めて

考えて協議させていただきたいと、時間をいただければと考えております。 

以上となります。 

○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。 

私も実際に高い頻度で多分利用させてもらっていまして、図書館のスタッフの方

が毎月のお薦めをされていたり、子供からの質問で「こういう本、ありますか」と

言われたら、「ここ辺にあるよ、見てみて」など、優しく接していただいておりま

す。利用したら満足度は非常に高いので、利用するまでのその一歩をどうやって踏

み出していただくかというところが今の図書室では課題なのかなと感じております。 

あと、すみません、細かいことですが、「図書館」「図書室」と両方呼び名が併

用されている状態です。ホームページでは両方うたわれています。町のコミュニテ

ィセンターの中に図書室があります。文面には図書館となっていたり、実際の本に

押してあるスタンプは、南小国町図書館、駐車場の近くにある看板は図書室となっ

ていたり、ここは公のものですので、どちらか統一されたほうがいいのかなと思っ
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ております。 

最後に、もう１点だけ、大人も本に親しむ取組の御提案だけさせていただいて、

この質問を締めたいと思っております。 

例えば、各御家庭に今は読まなくなった本というのはたくさんあるかと思ってい

ます。今読まなくなった本というものを、例えばどこかに寄贈いただいて、それを

どなたかに読んでもらう。確か以前は、文化祭のときにそういう取組があっていた

と思いますが、この取組を常設するようなイメージです。自分ではお金を出して買

わないけれど、あるから読んでみようかなという、緩く本を読む取組、本につなが

るきっかけづくりみたいなところができたらなと思っています。 

実際にお隣の小国町の山川温泉にも山川文庫というのがありまして、小屋がつく

ってあって、その小屋に読まなくなった本がたくさん並んでいて、自由に持って帰

ってもいいし、今度持ってきてもいいよぐらいの緩い感じなんですが、やはりここ

はとても満足度が高くて、実は観光客の方が来られたりとかしているそうなんです。

なので、何か南小国町で緩く本を読む、旅館に来るついでに何か１冊持っていくみ

たいなのでもいいと思いますし、町民の方が緩く本につながる仕組みづくりという

のもあっても面白いのかなと思っております。 

本当に今はいろんなことが起きる御時世ですので、疑心暗鬼に陥ったり、歯を食

いしばったりすることもたくさんあるかと思いますが、そんなときだからこそ、本

に触れて、少しだけでも心を落ち着かせたり、穏やかに過ごす時間というものを町

民の皆さんに少しでも多く持っていただけたらと願って、私の質問を締めさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。ようございますか。 

はい、どうぞ、教育長。 

○教育長（岩切昭宏君） 議員さんの図書館に関しての御質問、ありがとうございまし

た。 

４年ぐらい前に図書館の話が出て、それから毎年、読書アドバイザーの方を呼ん

で、読書啓発をいかにして進めていくかということはずっと考えてやってきている

ところです。一番最初に、４年前にどうやったら読書の意欲を喚起できるかという

話をしたときに、今、議員さんがおっしゃった部分の中で、やはり図書室、図書館

に人がいるということが一番の決め手だそうです。図書館に行って、その図書館の

温もりを感じる。特に本を借りたいと思わなくても、図書館に行って、ちょっと話

をするだけで気持ちが晴れるし、非常に楽な気持ちになってしまう。そこで、図書

の話をすることによって、今日はこれを借りようかなという気持ちになるというこ

とから、学校にも司書を置いてもらうようにして、今、市原小学校の蔵書冊数が７,
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０００冊です。今、１年間に市原小学校の子供たちが読む本の冊数が７,０００冊

です。ですから、１年間に市原小学校の子供たちはあの図書室の本を全部読んでい

るというぐらいの読書量になってきていると。りんどうヶ丘小学校も約４５名ぐら

いですけれども、１年間に読む冊数は７,０００冊です。ですから、今、小学校、

中学校もそうですが、かなりの読書量になってきて、このことは、本を好きになる

ということもそうなんですが、やっぱり学力という部分にも結びついてきているの

かなと感じているところです。 

先ほどケーブルテレビからの読書喚起も大事な一つの手段だとは思いますけれど

も、去年から司書の先生、町のコミュニティセンターも２回から３回と、来てもら

う回数を増やしています。ですから、何かそういうお金がかかることではあります

けれども、やはり司書の配置あたりをもう少し充実させていければ、さらに変わっ

てくるかなと思いますし、ケーブルテレビからの読書喚起であったりとか、去年の

１２月から「広報きよら」に読書の推進のことについての記事を毎回載せています

けれども、ああいうところでの読書に対しての情報を町民の方々にも知ってもらい

ながら、少しでもコミュニティセンターとか、また小中学校の図書室ものぞいてい

ただけると、さらに読書喚起につながってくるかなと思っているところです。今か

らもさらに読書意欲を喚起させるための取組ということでしっかり考えていきたい

なと思っております。ありがとうございました。 

○議長（平野昭夫君） これで、一般質問は全て終わりました。 

ケーブルテレビの撤去をするため、しばらくそのままの状態で待機をしてくださ

い。 

それでは、議案に移りたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第６０号 町道路線の一部廃止について 

○議長（平野昭夫君） 日程第４、議案第６０号、町道路線の一部廃止についてを議題

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６０号、町道路線の一部廃止については、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６０号、町道路線の一部廃止について。 

次のとおり町道路線の一部を廃止する。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 
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路線番号、３５４号。路線名、黒川下線。変更前起点、大字満願寺字黒川６７７

２番地先。終点、大字満願寺字黒川６７７６番２地先。変更後起点、大字満願寺字

黒川６７７２番地先。終点、大字満願寺字黒川６７７７番１地先。 

提案理由。道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、

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。 

次のページをお開きください。位置図、管内図を添付しております。当路線は、

黒川温泉街から約７００メートル下る黒川下地内、りんどうヶ丘小学校教職員住宅

付近、町道黒川波居原線の分岐点から旧黒川保育園地内までの総延長１４１.８メ

ートルの町道です。黒川保育園につきましては、平成２８年熊本地震で被災を受け、

既に新築移転しております。保育園跡地につきまして払下げ等の希望があることか

ら、今回、保育園園地内の管理道路的役割であった町道の一部、延長３８.７メー

トルを一部廃止し、行政財産から普通財産に移管する手続を行うものです。 

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。質疑ありませんか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 本件は、環境と現状を見ないで、ここで審議するということが

非常に難しいかと思いますので、経済建設常任委員会に付託したいと思います。 

○議長（平野昭夫君） ただいま４番、井上則臣議員から質問がありましたように、議

案第６０号につきましては、先の議会運営委員会において経済建設常任委員会に付

託と決定しておりますが、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） 異議なしと認め、議案第６０号、町道路線の一部廃止について

は、経済建設常任委員会に付託して審議し、会期中に報告を求めることにしたいと

思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 陳情第５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を

求める意見書の提出について 

○議長（平野昭夫君） それでは、日程第５、陳情第５号、コロナ禍による厳しい財政

状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

事務局長に陳情を朗読させます。 

○議会事務局長（河本孝博君） それでは、朗読いたします。 

陳情第５号。令和３年８月６日。熊本県町村議会議長会会長より各町村議会議長

宛てに依頼があっております。 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出
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についてでございます。 

本文２行目を御覧ください。 

標記の件について、全国町村議会議長会より別添のとおり依頼がありましたので、

各町村議会におかれましては、９月定例会において別添の意見書例を参考に意見書

を議決いただき、地方自治法第９９条に基づき、国会、関係行政庁に提出いただき

ますよう、特段の御配意と御協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます、

となっております。 

１枚おめくりください。全国町村議会議長会会長より各都道府県町村議会議長会

会長宛ての文書でございます。こちらも本文２行目を御覧ください。 

新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚

大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている中で、地

方財政は来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面してお

ります。このような状況において、地域の実情に応じた行政サービスを持続的に提

供していくためには、地方交付税等の一般財源総額の確保・充実を強く国に求めて

いくことが不可欠です、となっております。 

もう１枚めくっていただきますと、意見書が添付されておりまして、中ごろ「記」

以下、５項目につきまして意見書として出されております。 

以上でございます。 

○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。本件に反

対の方または賛成の方からの意見を求めます。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、本件の採決に移ります。 

陳情第５号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める

意見書の提出について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、本件は採択されました。 

ただいま採択された陳情につきましては、これを後に日程に追加し、議題にした
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いと思います。 

○議長（平野昭夫君） 本日は、これにて延会といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後３時２８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。 
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日程第11  代表監査報告 

日程第12 議案第56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５号）） 
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排水処理事業特別会計補正予算書（第１号）） 
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日程第16 議案第69号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第６号） 
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（第２号） 

日程第22 議案第75号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計補正

予算書（第２号） 

日程第23 議案第76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

２号） 
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５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 
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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３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、５番、矢津田道夫

議員、６番、下城孔志郎議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ２ 議案第６１号 令和２年度南小国町一般会計歳入歳出決算書 

日程第 ３ 議案第６２号 令和２年度南小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

書 

日程第 ４ 議案第６３号 令和２年度南小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算書 

日程第 ５ 議案第６４号 令和２年度南小国町介護保険特別会計歳入歳出決算書 

日程第 ６ 議案第６５号 令和２年度南小国町水道事業特別会計歳入歳出決算書 

日程第 ７ 議案第６６号 令和２年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算書 

日程第 ８ 議案第６７号 令和２年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算書 

日程第 ９ 議案第６８号 令和２年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算書 

日程第１０ 報告第 ２号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、議案第６１号を議題といたしますが、先の議会運営

委員会において議案第６１号から報告第２号までの９件を一括議題とすることにな

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、異議なしと認め、議案第６１号、令和２年度南小国

町一般会計歳入歳出決算書、議案第６２号、令和２年度南小国町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算書、議案第６３号、令和２年度南小国町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書、議案第６４号、令和２年度南小国町介護保険特別会計歳入歳出決
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算書、議案第６５号、令和２年度南小国町水道事業特別会計歳入歳出決算書、議案

第６６号、令和２年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書、議案第

６７号、令和２年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算書、

議案第６８号、令和２年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書、報告

第２号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、一括議題といたしま

す。 

本日は、代表監査委員においでいただいておりますので、御出席をお願いしたい

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） 異議なしと認めます。 

それでは、代表監査委員、石橋正寿氏は出席をお願いいたします。 

［石橋正寿氏 入場］ 

○議長（平野昭夫君） 代表監査委員に入場をしていただきました。石橋代表監査にお

かれましては、今年の４月より御就任いただいております。本日は、初めての議会

出席ですので、この場で一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

はい、石橋監査委員。 

○代表監査（石橋正寿君） 本日は、お忙しい中、このような時間を設けていただき、

ありがとうございます。一言御挨拶を申し上げます。 

３月議会で御承認をいただき、４月１日付をもちまして代表監査に就任いたしま

した石橋でございます。監査委員の職務の重要性を十分認識しまして、謙虚な姿勢

で、そして公正不偏な態度で職務に精励してまいる考えでございます。議員の皆様

におかれましては、今後、より一層の御指導を賜りますようよろしくお願い申し上

げまして、簡単でありますが、御挨拶とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（平野昭夫君） ありがとうございました。 

それでは、早速審議に入りたいと思います。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第６１号、令和２年度南小国町一般会計歳入歳出決算書に

関しましては総務課長より、議案第６２号、令和２年度南小国町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算書、及び、議案第６３号、令和２年度南小国町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算書につきましては町民課長より、続きまして、議案第６４号、

令和２年度南小国町介護保険特別会計歳入歳出決算書は福祉課長、続きまして、議
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案第６５号、令和２年度南小国町水道事業特別会計歳入歳出決算書、議案第６６号、

令和２年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書、議案第６７号、令

和２年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算書、及び、議案

第６８号、令和２年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書につきまし

ては建設課長より、報告第２号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

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６１号、令和２年度南小国町一般会計歳入歳出決算

書。 

８ページ、９ページをお願いいたします。一番下の歳入合計でございます。８ペ

ージの調定額６３億３,６８１万４,７５７円、対前年比１１億７,８１６万１,１８

０円の増額でございます。次に、９ページ、収入済額でございます。６３億２,１

８６万５３３円、前年比１１億８,１７５万３,１２６円の増額。右隣の不納欠損額

５０万３,２７８円、前年比２５万４,５４０円の増額。それから、収入未済額でご

ざいます。１,４４５万９４６円、前年比３８４万６,４８６円の減額となっており

ます。 

次に、収入済額の増減の主なものについて説明いたします。 

２５ページ、１行目、地方交付税２億２７４万８,０００円の増。内訳といたし

まして、普通交付税１億１,８１０万５,０００円の増、特別交付税８,４６４万３,

０００円の増。 

国庫補助金６億１,６３９万１９８円の増。内訳といたしまして、３７ページ、

８、９行目でございます。特別定額給付金給付事業費補助金等３億９,９５６万５,

１９８円の増。 

続きまして、３９ページ、２行目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金２億１,４２７万２,０００円の増。 

５１ページ、下から４行目でございます。ふるさと寄附金２億４,２８７万７,０

８７円の増。 

５３ページの１行目、財政調整基金繰入金３億９４１万４,０００円の増。 

５３ページ、７行目、ふるさと納税基金繰入金７,３９７万円の増。 

続きまして、減の主な分でございます。 

１９ページ、７行目、入湯税２,３０２万９,３５０円の減。 

３３ページ、下から７行目、公共土木災害復旧負担金１億４,５９２万円の減。 

４７ページ、５行目、農林水産施設災害復旧補助金１億４,３７０万５,５２８円

の減。 
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以上が収入済額の増減の主なものとなります。 

続きまして、収入未済額について説明をいたします。 

１７ページ、１行目、右側、収入未済額９０７万５,６０６円につきましては、

それぞれ町税の合計額でございます。 

続きまして、２５ページ、６行目、収入未済額２１万４,５００円につきまして

は、保育料過年度分でございます。 

２７ページ、下から２行目、収入未済額３９６万９,８４０円につきましては、

ケーブルテレビインターネット使用料過年度分１４１万８,９００円と、公営住宅

使用料２５５万９４０円でございます。 

続きまして、５３ページ、下から１行目、収入未済額１１９万１,０００円につ

きましては、奨学資金貸付金収入過年度分でございます。 

続きまして、１４ページをお願いいたします。一番下の歳出合計でございます。

支出済額５６億２,９６６万２,５５７円、前年比１１億４,２９５万２,８０４円の

増額となります。 

次に、１５ページ、翌年度繰越額６億５,０７６万７,０００円、前年比５億２,

７７６万７,０００円の増額となります。右の不用額２億６,８９８万３,４４３円、

前年比８９万４,８０４円の減額となります。 

次に、支出済額の増減の主なものについて御説明いたします。 

８５ページをお願いいたします。下から１行目、報償費１億１,２１７万２,０１

４円の増、ふるさと納税謝礼でございます。 

８７ページをお願いいたします。５行目、積立金３億９,９８３万３１８円の増

でございます。ふるさと納税基金積立金でございます。 

続きまして、９３ページ、１行目、負担金補助及び交付金、特別定額給付金３億

９,６７０万円の増でございます。 

１４５ページをお願いいたします。下から２行目、負担金補助及び交付金、超プ

レミアム商品券４,３９８万１４８円の増、コロナ対策支援補助金等で１,７０７万

５００円の増となっております。 

続きまして、１４９ページ、１行目でございます。休業支援給付金８,６５７万

円の増でございます。 

続きまして、減の要因でございます。 

災害復旧費、農業用施設災害復旧費事故繰越分の工事請負費が１億２８８万６,

９７６円の減、公共土木災害復旧費明許繰越、工事請負費２億２,７３１万７,４８

３円の減。 

以上が歳出の主なものでございます。 
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続きまして、１５ページをお願いいたします。歳入歳出差引残額６億９,２１９

万７,９７６円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

続きまして、１８８ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額６３億２,１８６万５３３円、歳出総額５６億２,９６６万２,５５７円、

歳入歳出差引額６億９,２１９万７,９７６円、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明

許費繰越額１億４,６７６万９,０００円、実質収支額５億４,５４２万８,９７６円、

前年比５,４５５万７,６７８円の減でございます。 

一般会計歳入歳出決算書の説明は以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 議案第６２号、令和２年度南小国町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書。 

２ページ、３ページをお願いいたします。歳入ですが、調定額合計６億５,１１

４万５,７６５円に対しまして、収入済額合計６億４,３１７万７,５１６円、不納

欠損額４４万２,９５９円、収入未済額合計７５２万５,２９０円となっております。 

続きまして、６ページ、７ページをお願いいたします。歳出でございます。支出

済額合計６億３,３０４万４,０３２円、翌年度繰越額０円、不用額合計１,２２７

万８,９６８円となっております。歳入歳出差引残額１,０１３万３,４８４円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

次に、２８ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。歳入総

額６億４,３１７万７,５１６円、歳出総額６億３,３０４万４,０３２円、翌年度へ

繰り越すべき財源はございません。したがいまして、実質収支額は１,０１３万３,

４８４円、対前年度比１,２７６万４,９２４円の減額となっております。 

続きまして、議案第６３号、令和２年度南小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算書でございます。 

２ページ、３ページをお願いいたします。歳入です。調定額合計６,３５２万５,

６６３円に対しまして、収入済額合計６,３０５万７,７３３円、不納欠損額２万７,

９００円、収入未済額合計４４万３０円となっております。 

続きまして、４ページ、５ページをお願いします。歳出でございます。支出済額

合計６,２５１万３,９７３円、翌年度繰越額０円、不用額合計１６６万４,０２７

円となっております。歳入歳出差引残額５４万３,７６０円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

次に、１６ページ、実質収支に関する調書でございます。歳入総額６,３０５万

７,７３３円、歳出総額６,２５１万３,９７３円、翌年度へ繰り越すべき財源はご
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ざいません。したがいまして、実質収支額は５４万３,７６０円、対前年度比１２

万５,３０５円の減額となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 議案第６４号、令和２年度南小国町介護保険特別会計歳入

歳出決算書。 

４ページ、５ページをお願いいたします。歳入ですが、調定額合計６億４,３４

８万２,９３３円に対しまして、収入済額合計６億４,２２９万１３４円、不納欠損

額１２万８,５６０円、収入未済額合計１０６万４,２３９円となっております。 

続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。歳出でございます。支出

済額合計６億３,２２４万８,３６０円、翌年度繰越額０円、不用額合計１,１３７

万８,６４０円となっております。歳入歳出差引残額１,００４万１,７７４円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

最後の３８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳

入総額６億４,２２９万１３４円、歳出総額６億３,２２４万８,３６０円、翌年度

へ繰り越すべき財源はございません。したがいまして、実質収支額は１,００４万

１,７７４円、対前年比１,０４２万３,１５８円の減額となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 議案第６５号、令和２年度南小国町水道事業特別会計歳入

歳出決算書。 

２ページ、３ページをお願いします。歳入です。調定額合計１億７,５５１万６,

７３２円、収入済額１億７,３３２万６,６４２円、不納欠損額０円、収入未済額２

１９万９０円。 

４ページ、５ページをお願いします。歳出です。支出済額１億５,８５２万２４

０円、翌年度繰越額７００万円、不用額１,０１０万７６０円、歳入歳出差引残額

１,４８０万６,４０２円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１８ページをお願いします。実質収支に関する調書。歳入総額１億７,３３２万

６,６４２円、歳出総額１億５,８５２万２４０円、翌年度へ繰り越すべき財源２１

０万円、実質収支額１,２７０万６,４０２円、対前年比１８２万３,６８５円の減

です。 

続きまして、議案第６６号、令和２年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算書。 
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２ページ、３ページをお願いします。歳入です。調定額合計３,２０６万４,４６

９円、収入済額３,１９２万７,９９９円、不納欠損額０円、収入未済額１３万６,

４７０円。 

４ページ、５ページをお願いします。歳出です。支出済額合計２,８３１万１,３

７０円、翌年度繰越額０円、不用額３２５万８,６３０円、歳入歳出差引残額３６

１万６,６２９円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１４ページをお願いします。実質収支に関する調書。歳入総額３,１９２万７,９

９９円、歳出総額２,８３１万１,３７０円、翌年度へ繰り越すべき財源０円、実質

収支額３６１万６,６２９円、前年度比１７４万２１２円の増です。 

続きまして、議案第６７号、令和２年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計歳入歳出決算書。 

２ページ、３ページをお願いします。歳入です。調定額合計２,１８８万２,１９

８円、収入済額２,１８８万２,１９８円、不納欠損額０円、収入未済額０円。 

４ページ、５ページをお願いします。歳出です。支出済額合計２,００９万３１

８円、翌年度繰越額２００万円、不用額１０６万１,６８２円、歳入歳出差引残額

１７９万１,８８０円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１４ページをお願いします。実質収支に関する調書。歳入総額２,１８８万２,１

９８円、歳出総額２,００９万３１８円、翌年度へ繰り越すべき財源２９万円、実

質収支額１５０万１,８８０円、前年度比５０万２,１８６円の増です。 

続きまして、議案第６８号、令和２年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算書。 

２ページ、３ページをお願いします。歳入です。調定額合計１億５,５５２万８,

５７２円、収入済額１億５,４２６万８,００２円、不納欠損額０円、収入未済額１

２６万５７０円。 

４ページ、５ページをお願いします。歳出です。支出済額合計１億４,２０２万

５,２１１円、翌年度繰越額７１４万６,０００円、不用額５０４万６,７８９円、

歳入歳出差引残額１,２２４万２,７９１円。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１８ページをお願いします。実質収支に関する調書。歳入総額１億５,４２６万

８,００２円、歳出総額１億４,２０２万５,２１１円、翌年度へ繰り越すべき財源

２３４万６,０００円、実質収支額９８９万６,７９１円、対前年比３１万５,４８

８円の減です。 
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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） 報告第２号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率を別紙のとおり報告する。 

令和３年９月１５日、南小国町長、髙橋周二。 

次のページをお願いいたします。総括表１、健全化判断比率の状況でございます。 

上の表ですが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、昨年同様、赤字額がなく、

良好な状態でございます。実質公債費比率は６.４％になっております。昨年度が

５.９％でしたので、０.５ポイント上昇しております。これは、令和元年分簡易水

道事業借入れ分を令和２年度分に繰上げ償還したことによるものでございます。次

に、将来負担比率についてはゼロになっております。昨年度から１２％改善されて

おります。これは、ふるさと納税基金が増になったことにより、充当可能財源が増

えたためでございます。 

下の表に早期健全化基準とありますが、実質赤字比率１５％、連結実質赤字比率

２０％、実質公債費比率２５％、将来負担比率３５０％となっており、本町はそれ

ぞれが下回っており、健全であることがうかがえます。 

それから、下の行の財政再生基準でございますが、実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率ともに、本町は早期健全化基準を下回っておりますので、問

題はございません。 

続いて、次のページ、Ａ３の横書きを御覧ください。資金不足比率の公表でござ

います。中段の法非適用企業になります。特別会計の中で、水道事業特別会計、農

業集落排水事業特別会計、特定地域生活排水処理事業特別会計、公共下水道事業特

別会計におきまして、この表、右側の９の資金不足額の欄でございますけれど、こ

こに数字が上がっておりませんので、資金不足額はないということで報告をさせて

いただきます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 代表監査報告 

○議長（平野昭夫君） 日程第１１、代表監査の報告をしていただきたいと思っており

ます。 

代表監査に監査の報告をしていただきます。石橋代表監査、よろしくお願いしま

す。 
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○代表監査（石橋正寿君） それでは、提出しました令和２年度南小国町一般会計及び

特別会計決算等審査意見書について簡単に説明をいたします。 

１ページより、第１、審査の基準から第９、決算の概要となっており、第７、審

査の結果を申しますと、計数は正確であり、各会計の予算執行も適正に行われてい

ると認めます。また、３８ページ、基金の状況についても誤りなく処理されており

ます。４０ページより、むすびとして全体の要約が記載してあります。まとめとし

て、４４ページに５点あげてありますので、読み上げたいと思います。 

１、財政健全化審査については、おおむね良好な数字になっている。将来負担比

率については前年度より改善されており、制度開始以来、初めて比率がゼロとなっ

た。しかし、実質公債費比率は前年度より上昇している。令和３年度においては、

前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症や令和２年７月豪雨災害に対する様々

な対策や施策が取られており、一般財源である財政調整基金の今後の推移も気にな

るところである。国の財政支援や昨年度、約１０億円の実績となったふるさと納税

も現状では先が見えない。今後も、個々の要因を分析し、抑制に向けた適正な財政

管理を行っていただきたい。 

２、税と保険料、使用料及び負担金等の徴収については、昨年度に引き続き滞納

額がなかった費目がある。これは、担当職員の日頃の努力はもとより、担当課局間

の横の連携がうまく図られているものと評価する。悪質な滞納者については、引き

続きこれまでのような法的措置を取るなど、徴収業務のさらなる強化をお願いした

い。中には支払い能力がないわけではない少額滞納者も存在しており、そのような

滞納者には、滞納額が増える前に、口座振替制度などを積極的に推進してもらいた

い。また、コロナ禍による収入減や経営状況の悪化など、令和２年度以上の収納率

の低下が危惧される。そのためにも、今まで以上の担当課局間の連携に期待する。 

３、歳出に多額の不用額が発生している科目が見受けられる。限られた財源の中、

新型コロナウイルス感染症対策などに有効活用するためにも、繰越明許など、やむ

を得ないものもあると思うが、実施困難となったものなど、早めの対応が可能なも

のは、年度途中の減額補正など、適切な財政処理を望む。 

４、伝票監査において、請求元からの請求誤りにより、消費税が二重計上されて

いたケースが見受けられた。後日、その分の調整を行い、過払いにはなっていなか

ったが、２か月分の２回にわたり、その誤った請求書で支払いを行っていた。この

ことを踏まえ、今後は、請求書不備の確認体制の強化を徹底し、事務処理ミスの防

止に努めてもらいたい。併せて、債権者への指導もお願いしたい。 

５、昨年は、平成２８年熊本地震、平成２９年７月豪雨災害事業の完了が見えて

いた矢先、令和２年７月豪雨災害により本町も甚大な被害を受けた。また、新型コ
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ロナウイルス感染症対策の様々な事業も新設され、職員の負担も増加しているよう

に思われる。今後も、担当職員の業務負担に対する対策を講じていただきながら、

一日も早い復旧・復興を願うものです。 

以上、監査結果報告を終わります。 

○議長（平野昭夫君） 代表監査委員からの報告が終わりましたので、本案の質疑に入

りたいと思います。決算書についての質疑はありませんか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 全体に健全ということでございますけれど、実質、ふるさと納

税に、今、期待する部分がかなり大かと思います。町として、ふるさと納税は今後

どんどん伸びるということもあり得ないかと思いますし、どのくらいまでを想定し

て全体の運用にかかっているのか、聞きたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 御意見、ありがとうございます。 

ふるさと納税に関しまして、確実に右肩上がりで上昇はしていると思っておりま

して、そういったところは本当にＳＭＯのスタッフの皆さんだったりとか、あとは

地元の生産者の皆さんだったりとか、そういった方々のお力添いがあってからこそ

だと思います。 

まずは、どれぐらいを想定してというのは、具体的にはもちろん言えないんです

けれども、確実に前年度は上回るような形で推移していけばと思っております。や

はりどうしても金額だけに目がいってしまいますと、ほかの自治体でも事例があっ

たような事案が起きないとも限りませんので、一番はふるさと納税の金額自体が増

えていくことというのはもちろんそうなんですけれども、しっかりと地元の方々に

お金が落ちるような仕組みにするのが一番だろうと思いますし、またそこから同時

に南小国町のファンになってもらって、来ていただくという副次的な効果といいま

すか、そういったところでやっていければと思います。 

結構やっぱりいろんな担当者からの意見を伺っておりますと、例えば肉の量を増

やしたりとか、いろいろとやっているところもあるんですけれども、それが事業者

の圧迫にならないようにしなければならないと考えております。それが生産者がＯ

Ｋですよと言って、やるのであれば別に構わないんですけれども、自治体から事業

者に事業の圧迫になるような、圧力になるようなことはせずに、しっかりと南小国

町のよいものを届けていくと、それをまた応援していただくという仕組み、そうい

ったものを構築したいと担当者にも常々言っているところでございます。 

しっかりと前年よりは少しでも上回るように、いろいろな情報発信だったりとか、

そういったところで確実に少しずつでも伸ばしていければなと考えているところで
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ございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） 決算書についての審議でありますので、今の質疑は前向きな質

問でありますけれども、決算書についての質疑をよろしくお願いをいたします。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 歳入のほうで収入未済額が、町税が９００万円、国保税、特別

会計を全部合わせると約２,１００万円ほどあると思います。これの回収について

は、職員さんが御尽力されて、回収ができるように取り組んでいるという報告もい

ただいていますので、今後もそうしていただきたいんですけれど。３月の議会のと

きに国保税の滞納の状況を見せてもらったときに、そのとき滞納額は８００万円で

したけれども、滞納金ですね、これが１,６００万円という情報をいただいたんで

すけれど、当然この決算書の中には滞納金という総額は表記されてないと思うんで

すけれども、そこを、いわゆる過年度分に対して滞納金、いわゆる課金している部

分が実際幾らぐらいあるのか、分かりますか。 

○議長（平野昭夫君） 税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） まず、国保税の滞納状況でございますけれども、私が把握

している限りでは、令和２年度の滞納は７５２万５,０００円となっておりまして、

１,６００万円という数字が。失礼しました。まず、一般会計の滞納額、こちらが

９０７万円ほどございます。そして、国保税の滞納額が７５０万円ほどございます。

合計しまして１,６００万円。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） これは３月１０日にもらったものですね。国保税の滞納状況と

いうことで、読み上げますね。対象者が１１２人、未納額が８０３万２,７０２円、

督促料が１６万９,９００円、延滞金が１,６４０万６,４０１円、合計２,４６０万

９,００３円と、税務課長からいただいたと思うんです。だから、これは国保税に

対して、いわゆる未納額、負担すべきもの。僕は、延滞金というのは過料というか、

いわゆる加算金みたいなものと思っているんですけれど、そうじゃないのですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） すみません、３月答弁時の資料が手元にございませんので、

よろしければ、後ほど答えさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） 佐藤毅議員、まだ今の続きがあると思いますけれども、休憩を

挟んで、税務課のほうで調べて、また答弁したいと思いますので、１１時５分まで

休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に続き会議を行います。 

はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 先ほどは大変失礼しました。２番議員の質問にお答えいた

します。 

国民健康保険税（国保税）の滞納の状況でございますけれども、３月に御説明さ

せていただきました資料にございます未納額というのは、その年度、単年だけの未

納額となっております。そして、その下の督促料と、それから延滞金というのは、

過去の滞納分となっておりますので、議員のおっしゃるとおり、全体では３月時点

でこの資料にございます２,４６０万円。ただ、決算書は単年の決算ですので、こ

の一番上の未納額しか表面には出てこないということになっております。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

ほかに決算書についての質疑はありませんか。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。ないですね。 

［「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、これより決算についての採決に移りますが、

代表監査委員におかれましては、初めての決算監査ということで大変お疲れさまで

ございました。今後も監査を続けていかれるわけでございますが、より一層の深い

監査をぜひともお願いをしたいと思っております。どうもお疲れさまでございまし

た。 

［石橋正寿氏 退場］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、これより決算の採決を行います。 

議案第６１号、令和２年度南小国町一般会計歳入歳出決算書を認定することに賛

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、議案第６１号につきましては、
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認定することに決定をしました。 

続きまして、議案第６２号、令和２年度南小国町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算書につきまして認定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、議案第６２号につきましては、

認定することに決定をいたしました。 

続きまして、議案第６３号、令和２年度南小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算書につきまして認定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、議案第６３号につきましては、

認定することに決定をしました。 

続きまして、議案第６４号、令和２年度南小国町介護保険特別会計歳入歳出決算

書につきまして認定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、議案第６４号につきましては、

認定することに決定をしました。 

続きまして、議案第６５号、令和２年度南小国町水道事業特別会計歳入歳出決算

書につきまして認定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、議案第６５号につきましては、

認定することに決定をしました。 

続きまして、議案第６６号、令和２年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算書につきまして認定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、議案第６６号につきましては、

認定することに決定をしました。 

続きまして、議案第６７号、令和２年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計歳入歳出決算書につきまして認定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、議案第６７号につきましては、

認定することに決定をしました。 

続きまして、議案第６８号、令和２年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６８号につきましては、

認定することに決定をしました。 

続きまして、報告第２号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてにつ

きましては報告案件ですので、これで終了をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第５６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５号）） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１２、議案第５６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５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５６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５号））につきまして、歳入につきましては総務課長、歳

出につきまし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５６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９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

専第７号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第５号）。 

次のページをお願いいたします。専第７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５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７月３０日、南小国町長、髙橋周二。 

次のページでございます。専第７号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第５号）。 

１ページでございます。令和３年度南小国町の一般会計補正予算（第５号）は、

次に定めるところによる。 

歳入歳出予算補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３

６万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６１億５,８２８万７,０００円と

する。 

令和３年７月３０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。繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰

入金、今回３６万円を減額し、２億６,００３万２,０００円とするものでございま
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す。予算ベースの基金残高でございますけれども、６億３,５２９万６,５０３円。

数字で申し上げます。６３５２９６５０３。 

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） ７ページを御覧ください。歳出です。衛生費、保健衛生費、

環境衛生費です。今回８０万円を減額して、１億９,２８７万９,０００円とするも

のです。内容といたしましては、特定地域生活排水処理特別会計繰出金となります。 

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） ８ページをお願いいたします。教育費、社会教

育費、社会教育総務費です。今回補正額４４万円を増額し、６４６万４,０００円

とするものです。内容につきましては、交際費４４万円の増額となっております。

延期となっておりました成人式を中止したことに伴いまして、対象者の皆様へお祝

い金として支給をするものです。１人当たり１万円の４４名分となっております。 

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、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５６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５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をさ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第５７号 専決処分の報告について（令和３年度南小国町特定地域

生活排水処理事業特別会計補正予算書（第１号）） 
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○議長（平野昭夫君） 日程第１３、議案第５７号、専決処分の報告について（令和３

年度南小国町特定地域生活排水処理事業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５７号、専決処分の報告について（令和３年度南小国町

特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算書（第１号））につきましては、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５７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９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

専第８号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理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。専第８号、専決処分書。令和３年度南小国町特定地

域生活排水処理事業特別会計補正予算書（第１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７月３０日、南小国町長、髙橋周二。 

次のページをお願いします。専第８号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処

理事業特別会計補正予算書（第１号）。 

１ページをお願いします。令和３年度南小国町の特定地域生活排水処理事業特別

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７月３０日専決、南小国町長、髙橋周二。 

４ページをお願いします。地方債補正。起債の目的、過疎対策事業債。今回４０

万円を増額し、１５０万円とするものです。現在の利率は０.０５％です。下水道

事業債、今回４０万円を増額し、１４０万円とするものです。現在の利率は０.

５％です。計３７０万円。 

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８０万円を減額し、５９４万１,０００円とするものです。一般会計繰入金の

減額です。 

８ページです。町債、町債、下水道事業債、今回４０万円を増額し、２３０万円

とするものです。下水道事業債の増額です。過疎対策事業債、今回４０万円を増額
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し、１４０万円とするものです。過疎対策事業債の増額です。下水道事業債、過疎

対策事業債につきまして、精査、再確認の結果、限度額いっぱいまでの借入枠を確

保したく、増額補正したものです。また、起債の増額申請期限である７月３０日を

もって専決処分をしたものです。 

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。質疑ありませんか。ないで

すか。 

［「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、議案第５７号、専決処分の報告について（令

和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算書（第１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をさ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第５８号 専決処分の報告について（南小国町手数料条例の一部を

改正する条例の制定について） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１４、議案第５８号、専決処分の報告について（南小国

町手数料条例の一部を改正する条例の制定について）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５８号、専決処分の報告について（南小国町手数料条例

の一部を改正する条例の制定について）は、町民課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 議案第５８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
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条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

専第９号、南小国町手数料条例の一部を改正する条例。 

次のページをお願いします。専第９号、専決処分書。南小国町手数料条例の一部

を改正する条例について、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７月３０日、南小国町長、髙橋周二。 

次ページ、お願いします。南小国町手数料条例の一部を改正する条例でございま

す。 

内容としましては、次のページの新旧対照表をお願いいたします。改正前、第２

条の１２項に「個人番号カード再交付手数料１枚につき８００円」とありますが、

改正後は、カードの発行先である地方公共団体情報システム機構が本人より直接徴

収することになるために今回削除するものです。 

前のページをお願いします。附則、この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

以上になります。 

○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、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） マイナンバーカードは、今どのくらいの加入というか、入っ

ている方がいるのかを教えてもらいたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） マイナンバーカードの保有率なんですが、９月５日現在で

１,２５６名の方がマイナンバーカードをお持ちいただいております。その中で、

最も割合として多いのは６０歳代の方で、約２０％になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） この加入は今ネットでも申込みとかできると思いますけれど、

そういう町民にもう少し加入率を上げるようにしてもらいたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 現在加入率を上げるためにケーブルテレビ等でも広報周知

しておりますが、町民の皆様がお集まりになる場所、例えば幼児健診だったりとか、

そういったところにも出張しまして、今周知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） ほかに質疑ありませんか。ないですね。ありませんね。 
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［「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５８号、専決処分の報告について（南

小国町手数料条例の一部を改正する条例の制定について）を採決いたします。 

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をさ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第５９号 南小国町過疎地域持続的発展計画の策定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１５、議案第５９号、南小国町過疎地域持続的発展計画

の策定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５９号、南小国町過疎地域持続的発展計画の策定につい

ては、まちづくり課長より説明させます。 

○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） 議案第５９号、南小国町過疎地域持続的発展計画の

策定について。 

南小国町過疎地域持続的発展計画を別紙のように策定する。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。過疎地域としての本町の持続的発展に関する施策の推進に向け計画を

策定したいため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律

第１９号）第８条第１項の規定により、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。 

次のページをお願いします。次のページに南小国町過疎地域持続的発展計画を添

付しております。全部を説明しますと長時間になりますので、概要等をかいつまん

で御説明をさせていただきます。 
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今回、時限立法である過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月末で期限を迎

え、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年４月１日よ

り施行されました。この新たな法律の施行により、過疎地域への支援措置として、

過疎対策事業債の措置が延長され、それとともに過疎対策事業債の支援措置を活用

するために、過疎地域自立促進計画から、新たに過疎地域持続的発展計画として策

定の必要がありますので、今回議案上程するものです。 

旧過疎地域自立促進計画と新たな過疎地域持続的発展計画で異なる点としては、

法律と同じく、自立促進から自立に向けた持続的発展へと目的が変化し、それに伴

い、計画に定める項目として、地域の持続的発展に関する目標、計画期間、市町村

計画の達成状況の評価に関する事項が追加変更されました。 

計画の内容につきましては、表紙の次のページをおめくりいただいて、目次があ

りますので、目次で御説明させていただきます。 

まず最初に、「基本的な事項」として、１番に上がっておりますが、本町の概要

や状況、持続的発展の基本方針、基本目標、計画の達成状況の評価に関する事項、

計画期間、公共施設等総合管理計画との整合について、それぞれ記載をしておりま

す。こちらは、ページで言えば、１の１からの掲載となっております。 

続いて、持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として、「移住・定

住・地域間交流の促進、人材育成」「産業の振興」「地域における情報化」「交通

施設の整備、交通手段の確保」「生活環境の整備」「子育て環境の確保、高齢者等

の保健及び福祉の向上及び増進」「医療の確保」「教育の振興」「集落の整備」

「地域文化の振興等」「再生可能エネルギーの利用の促進」「その他地域の持続的

発展に関し必要な事項」の１２の項目につきまして、「概要」「現況と問題点」

「その対策」「計画」「公共施設等総合管理計画等との整合」について取りまとめ

ております。こちらは、それぞれページをふっておりまして、それぞれに対してこ

の内容について取りまとめております。詳細につきましては、それぞれ資料をお目

通しいただいて、御確認いただければと思います。 

次に、過疎地域持続的発展特別事業分の事業計画を記載しております。 

最後に、各項目の事業計画の概算事業費、財源内訳の資料を添付しております。 

なお、計画の性質上、達成状況の評価を実施するに当たり、町の総合計画、総合

戦略との整合性を図り、ほぼ同様の内容となっております。また、そこに過疎対策

事業債を活用して事業を行う予定のあるものを加えて作成をしております。また、

計画の期間内で新たに過疎対策事業債を活用した事業を実施したい場合には、必要

に応じて計画への追加変更を行うことも可能となっております。過疎地域からの自

立に向けた持続的発展を図るため、過疎対策事業債等の支援措置を活用した効率的
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な財政運営を行うためにも必要な計画となっております。 

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

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。ないで

すか。 

［「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５９号、南小国町過疎地域持続的発展計画の策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） 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。 

１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３８分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第６９号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第６号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１６、議案第６９号、令和３年度南小国町一般会計補正

予算書（第６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６９号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第６

号）、歳入につきましては総務課長、歳出につきましては各課長より説明いたしま

す。 
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○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第６９号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第６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６

号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億

８,０４７万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６６億３,８７

６万１,０００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９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、債務負担行為。事項、ＩＣＴ機器操作ヘ

ルプデスク端末保守手数料。期間、令和４年度から令和５年度。限度額、６００万

円でございます。 

次のページをお願いいたします。第３表、地方債補正。過疎対策事業債、今回２

０万円を増額し、８,２００万円とするものです。現在の利率は０.０３％でござい

ます。教育債３,６２０万円を減額し、０円とするものでございます。続きまして、

臨時財政対策債９７０万４,０００円を減額し、９,０２７万４,０００円とするも

のです。現在の利率は０.２％でございます。公共施設等適正管理推進事業債、今

回４,４３０万円を増額し、４,４３０万円とするものでございます。利率は０.

５％でございます。 

１０ページをお願いいたします。歳入です。 

地方特例交付金、地方特例交付金、地方特例交付金、今回７万６,０００円を減

額し、２２５万２,０００円とするものです。額決定のためのものでございます。 

次のページをお願いいたします。地方交付税、地方交付税、地方交付税、今回２

億１,９４８万４,０００円を増額し、１９億８,８４８万４,０００円とするもので

ございます。普通交付税の額確定によるものでございます。 

次のページをお願いいたします。国庫支出金、国庫補助金、民生費国庫補助金、

今回８万１,０００円を増額し、７２５万９,０００円とするものでございます。保

育対策総合新事業費補助金でございます。 

続きまして、衛生費国庫補助金、今回２６２万２,０００円を増額し、９１４万

５,０００円とするものでございます。内容といたしましては、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６９万７,０００円、健診結果の利活用に向
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けた情報標準化整備事業１９２万５,０００円でございます。 

続きまして、土木費国庫補助金３１万６,０００円を増額し、７,１０８万円とす

るものでございます。内容といたしましては、住宅・建築物安全ストック形成事業

補助金２５万円、ブロック塀関係補助金６万６,０００円でございます。 

続きまして、総務費国庫補助金１８万円を増額し、１億１,１２８万１,０００円

とするものでございます。個人番号カード交付事務費補助金でございます。 

次のページをお願いいたします。県支出金、県補助金、農林水産事業費補助金、

今回２万７,０００円を増額し、１億１,７５２万４,０００円とするものでござい

ます。内容といたしましては、環境保全型農業直接支払対策事業補助金９万５,０

００円の増、熊本型放牧高度化支援事業６万８,０００円の減となっております。 

土木費補助金、今回１０万円を追加し、５３９万円とするものでございます。熊

本県ブロック塀等安全確保支援事業補助金でございます。 

続きまして、災害復旧事業補助金４９５万円を増額し、１億６,０２３万円とす

るものでございます。熊本地震復興基金交付金５万円の減額、それと令和２年７月

豪雨被災者等支援交付金５００万円の増となっております。 

続きまして、繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、今回２億６,００３万

２,０００円を減額し、０円とするものでございます。予算ベースの基金残高でご

ざいます。１２億９,６７７万５０３円でございます。数字で申し上げます。１２

９６７７０５０３でございます。 

続きまして、ふるさと納税基金繰入金、今回８００万円を増額し、３億３,９０

０万円とするものでございます。予算ベースの基金残高でございます。６億１,８

１５万２,３１８円でございます。数字で申します。６１８１５２３１８でござい

ます。 

次のページをお願いいたします。特別会計繰入金、後期高齢者医療特別会計繰入

金、今回５４万３,０００円を増額し、５４万４,０００円とするものでございます。

後期高齢者医療特別会計繰入金でございます。 

続きまして、繰越金、繰越金、繰越金、今回５億５４２万８,０００円を増額し、

５億４,５４２万８,０００円とするものでございます。前年度繰越金でございます。 

次のページをお願いいたします。諸収入、雑入、雑入、今回２５万５,０００円

を増額し、１,５７１万２,０００円とするものでございます。内容といたしまして

は、子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度分５万円、子どものための

教育・保育給付費県費負担金過年度分２万２,０００円、低所得者保険料軽減国庫

負担金精算分１２万２,０００円、低所得者保険料軽減県負担金精算分６万１,００

０円でございます。 



－ 93 － 

次のページをお願いいたします。町債、町債、過疎対策事業債、今回２０万円を

増額し、８,２００万円とするものでございます。 

教育債、今回３,６２０万円を減額し、０円とするものでございます。学校教育

施設等整備事業債でございます。 

臨時財政対策債、今回９７０万４,０００円を減額し、９,０２７万４,０００円

とするものでございます。臨時財政対策債額確定に伴うものでございます。 

公共施設等適正管理推進事業債４,４３０万円を増額し、４,４３０万円とするも

のです。公共施設等適正管理推進事業債でございます。 

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３０万８,０００円を増額し、２億６５

４万２,０００円とするものでございます。人件費と消耗品費でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、会計管理者。 

○会計管理者（松岡 洋君） 会計管理費です。今回１６１万１,０００円を増額補正

し、７５０万１,０００円とするものです。委託料の補正です。会計室は、令和４

年度から庁舎別館に移転しますが、指定金融機関である肥後銀行と連携を図り、よ

り一層住民サービスに寄与できるよう、既存の収納業務とは別に、現在、会計室の

職員が行っております業務の一部委託を予定しております。ただし、業務内容によ

っては委託できる部分とできない部分があり、また個人情報の取扱いなど厳密な取

決めが必要であることから、今年度から事前に業務内容の確認や取扱いマニュアル

を作成するための委託料を計上しております。 

○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、今回２００万円を増額し、２億７,６８１万

８,０００円とするものでございます。内容といたしましては、不動産購入費で農

協跡地に隣接する民有地の購入費でございます。 

続きまして、財政調整基金費、今回４億２,１４４万２,０００円を増額し、４億

４,１５４万２,０００円とするものでございます。内容といたしましては、財政調

整基金積立金でございます。 

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） 続きまして、企画費です。今回５００万円を増額し、

１億７,９４３万４,０００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５００万円、令和２年７月豪雨による被害を受けた黒川の穴湯再建の支援

に係る補助金の増額です。この補助金に関しましては、本事業が県の補助金である
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令和２年７月豪雨被災者等支援交付金の交付対象となるため、歳入でも予算を計上

しておりますとおり、県へ交付申請を行い、その補助金の交付額と同額を補助する

形となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ２０ページをお願いします。総務費、戸籍住民基本台帳費、

戸籍住民基本台帳費になります。今回１８万円を増額し、４,２８２万円とするも

のです。内容としましては、需用費につきましては、マイナンバーカード取得促進

のための消耗品になります。内容は、配布用のマスク等になります。役務費は、１

２万５,０００円になります。こちらは、７月よりマイナンバーカードの申請時来

庁方式が行われておりますが、その件数が増え、本人限定郵便簡易書留で郵送して

おりますので、その郵送代の増額になります。 

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） ２１ページをお願いいたします。民生費、社会福祉費、老

人福祉費です。今回５万８,０００円を増額し、４,０２４万５,０００円とするも

のでございます。内容としましては、老人クラブ活動推進事業補助金返還金でござ

います。スポーツ大会等、コロナで行っておりませんので、返還金という形になっ

ております。 

続きまして、障害者福祉費です。今回１,６１４万円を増額し、２億６６８万８,

０００円とするものです。内容としましては、障害者自立支援給付費負担金返還金、

それから一番下までの障害児自立支援給付費県費負担金返還金までが実績に伴う返

還金となっております。 

次のページをお願いいたします。民生費、児童福祉費、児童措置費、今回２０万

７,０００円を増額し、２億２,６０３万２,０００円とするものです。子どものた

めの教育・保育給付費負担金返還金及び子育てのための施設等利用給付費負担金返

還金、幼稚園の負担金及び一時預かりの実績に伴う返還金となっております。３行

目は、子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金の実績に伴う返還金でござ

います。 

続きまして、児童福祉施設費、今回１６万２,０００円を増額し、１億８,８８８

万８,０００円とするものです。内容としましては、新型コロナ対策の消耗品とし

て、マスクや保育園へのパーティション等の購入費でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 
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○町民課長（河津頼子君） ２３ページをお願いします。衛生費、保健衛生費、保健衛

生総務費になります。３２２万２,０００円を今回増額いたしまして、２億９,６６

０万１,０００円とするものです。内容といたしましては、まず委託料として３１

６万８,０００円増額になります。その内訳が健診結果等の様式の標準化整備事業

と健診情報連携システム整備事業の委託料になります。こちらは、健診結果の電子

化された情報が転居時に市町村間で引き継がれる仕組みや、個人が一元的に確認で

きる仕組みを構築するためのシステム改修の委託料になります。続きまして、償還

金利子及び割引料になります。こちらが６万８,０００円増額になります。こちら

は、感染症予防事業費等国庫負担金返還金、前年度の風疹の抗体検査、予防接種関

係の補助金の返還金になります。繰出金が１万４,０００円減額で、こちらは介護

保険特別会計繰出金の減額になります。 

続きまして、予防費です。６９万７,０００円を増額しまして、４,８１４万９,

０００円とするものです。内容といたしましては、役務費が５万円、こちらは当初

９月までとなっていたコールセンターの１０月・１１月分の電話代になります。委

託料が６４万７,０００円、こちらも当初９月までとなっておりました新型コロナ

ウイルス関係のコールセンターの１０月・１１月分の委託料になります。 

続きまして、環境衛生費です。２４１万円を増額させていただいて、合計１億９,

５２８万９,０００円とするものです。内訳といたしましては、１,２７６万２,０

００円、こちらが負担金補助及び交付金となりまして、阿蘇広域行政事務組合負担

金のうち、清掃施設費運営負担金がＲＤＦ施設運営負担金とリサイクル施設運営費

負担金に分かれておりますが、そのうちのリサイクル施設運営費負担金におきまし

ての当初予算計上漏れになります。続きまして、繰出金です。１,０３５万２,００

０円の減額です。内容につきましては、水道特別会計繰出金、特定地域生活排水処

理特別会計繰出金、公共下水道特別会計繰出金の減額になります。 

続きまして、後期高齢者医療費になります。４万９,０００円を減額させていた

だいて、８,６６６万円とするものです。こちらは、後期高齢者医療特別会計の繰

出金の減額になります。 

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） ２４ページになります。農林水産業費、農業費、農業総

務費、今回１８０万６,０００円を減額し、８,８９７万６,０００円とするもので

す。農業集落排水事業特別会計繰出金への減額となります。 

続きまして、農業振興費１２万８,０００円を増額し、１億６,８８２万４,００

０円とするものです。負担金補助及び交付金としまして、環境保全型農業直接支払
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対策事業、有機農業やカバークロップ、そういった冬期湛水等も含めた環境に関す

る補助となっておりまして、申請面積の実績による増額となっております。 

続きまして、畜産振興費、今回６万８,０００円を減額しまして、７４２万円と

するものです。同様に負担金補助になりますが、熊本型放牧高度化支援事業、牧柵、

肥料散布等の事業に係る実績による減、また県等の補助金枠の減によるものとなっ

ております。 

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） ２５ページをお願いします。商工費、商工費、商工

振興費です。今回３２２万６,０００円を増額し、５,９２７万９,０００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３２２万６,０００円の増、

新型コロナウイルス感染拡大による８月からのまん延防止等重点措置並びにその後

の期間延長に伴う飲食店の営業時間短縮要請に係る協力金支給の県事業に関する市

町村負担分の増額となります。 

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） ２６ページです。土木費、土木管理費、土木総務費、今回

４６８万６,０００円を増額し、６,９９２万８,０００円とするものです。職員手

当等、共済費は、人件費に係る部分です。負担金補助及び交付金につきましては、

ブロック塀等撤去補助金２０万円については民間等が行う危険ブロックの撤去に関

して補助を行うものです。アスベスト調査分析事業補助金２５万円は、建物の所有

者、管理者が行うアスベスト含有調査のための補助金です。民間建築物吹付けアス

ベスト除去等補助金４１７万２,０００円は、ＪＡが行う建物内のアスベスト除去

に対して補助するものです。いずれも国・県の補助事業を活用して、支援、補助す

るものです。 

２７ページをお願いします。道路橋梁費、道路維持費、今回２００万円を増額し、

５,６９２万２,０００円とするものです。機器使用料２００万円、今後の道路の簡

易補修、土砂撤去等に対応するための増額計上です。 

２８ページ、住宅費、住宅管理費、今回８００万円を増額し、４,２２７万８,０

００円とするものです。負担金補助及び交付金８００万円、事業者より南小国町民

間賃貸住宅確保プロジェクト補助金を活用して賃貸住宅を建設したい旨の事前協議

があっているための増額補正です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 
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○総務課長（佐藤 徹君） ２９ページをお願いいたします。消防費、消防費、災害対

策費、今回２８８万８,０００円を増額し、６９４万円とするものでございます。

職員手当等といたしまして、災害出動手当でございます。８月の長雨によりまして、

災害出動手当を使っておりますので、補正をさせていただくものでございます。委

託料１７４万４,０００円につきましては、避難所防犯カメラ設置業務委託となっ

ております。避難所の市原小学校、りんどうヶ丘小学校、元気プラザの３か所を予

定しております。 

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） ３０ページをお願いいたします。教育費、教育

総務費、事務局費です。今回補正額２１１万９,０００円を増額し、９,８８２万８,

０００円とするものです。内容につきましては、需用費３６万３,０００円の増額

です。消耗品費の増額で公用車のタイヤの購入費となります。その他、新型コロナ

ウイルス感染対策関連での物品の増額となっております。内容は、飛沫防止のため

の大型のパネルとなっております。特別教室に設置する予定のものです。次に、１

１役務費です。１５０万円の増額となっております。手数料です。先ほど債務負担

行為のほうでありましたＩＣＴ機器操作ヘルプデスク端末保守の契約に関するもの

です。本年度の残り６か月分の契約手数料ということでの増額となっております。

続きまして、使用料及び賃借料２５万６,０００円の増額です。機器使用料となっ

ておりまして、教育委員会の事務局内のコピー機のチャージ料の不足が発生してき

ておりまして、その残りの分の見込みの金額を計上させていただいております。 

次のページをお願いいたします。３１ページです。教育費、小学校費、学校管理

費です。今回補正額２１１万２,０００円を増額しまして、１億５７２万５,０００

円とするものです。内容につきましては、需用費８４万４,０００円の増額です。

消耗品費の増額となっておりまして、現在持ち帰り学習を行っておりますタブレッ

ト関係の充電器とタッチペンの増額分となっております。次に、委託料です。２６

万８,０００円の増額です。現在、小学校で業務委託を行っておりますＩＣＴ支援

員の業務委託の分の増額となりますが、学校側からの相談等も増加しているところ

を踏まえまして、現在の訪問回数が月２回行っておりますが、これを月３回に増や

す分の増額分となっております。次に、工事請負費です。１００万円の増額です。

現在、りんどうヶ丘小学校で施工しております校舎の屋根・外壁等の改修工事にお

きまして、屋根のひさし部分において防水塗装の予定箇所の下地が凍害でかなり傷

んでおりまして、その下地の部分から補修をし直す形が必要となったことに伴いま

して増額となっております。 
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次のページをお願いいたします。３２ページです。教育費、中学校費、学校管理

費です。今回補正額５５万円を増額しまして、４,０９３万８,０００円とするもの

です。内容につきましては、需用費４６万円の増額となります。消耗品費の増額と

なりまして、先ほど小学校費でありましたタブレット用の充電器とタッチペンの分

となっております。次に、委託料です。９万円の増額です。こちらも、先ほど小学

校費のほうで説明しましたＩＣＴ支援業務員の方の月２回から月３回に増やしてい

ただく分の増額分となっております。 

次のページをお願いいたします。３３ページです。教育費、社会教育費、文化財

保護費です。今回補正額１０万１,０００円を増額しまして、１０４万１,０００円

とするものです。内容につきましては、負担金補助及び交付金の１０万１,０００

円の増額となっております。こちらの分につきましては、町指定の湯田天神のカヤ

の保存事業を実施することへの補助金となっております。当初としましては要望が

上がってはおりませんでしたが、梅雨を迎えたところで危険性があるというところ

の相談がございまして、教育委員会事務局とも協議を行いまして、緊急ではありま

すが、枝の剪定作業を行うことといたしました。議会前ではありましたので、決定

前の着工申請ということで地元の申請を行っていただいて、作業は実施しておりま

す。 

次に、３４ページをお願いいたします。教育費、保健体育費、学校給食費です。

今回補正額１５万円を増額しまして、３,８６６万円とするものです。内容につき

ましては、需用費１５万円の増となっておりまして、修繕料となっております。給

食センターにおきまして、今、冷凍庫が不具合を起こしておりまして、一部室外機

の配管劣化等が見られましたので、そちらの修繕を行いましたが、また再度、冷凍

庫が停止するといった事例が発生しております。調べたところ、電気系統のコント

ロールパネルの基盤に不具合が見られるというところで交換の修繕を行うというと

ころでの増額となっております。 

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） ３５ページです。災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、

林道災害復旧費、今回１００万円を増額し、２３１万８,０００円とするものです。

機器使用料１００万円の増額、８月の秋雨前線の影響や今後の台風等に備えるため

の増額補正です。 

３６ページです。公共土木災害復旧費、応急災害復旧費、今回２００万円を増額

し、７００万円とするものです。機器使用料２００万円の増額です。こちらも現予

算でほぼ秋雨前線の対応等をしたため、今後台風等に備えて増額補正するものです。 
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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、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 消防費の中で災害対策費、委託料の避難所防犯カメラの設置業

務委託ということで、こちらは一般質問で質問させていただきましたが、りんどう

ヶ丘小学校、市原小学校あたりは防犯カメラの設置があるということで、市原小学

校の体育館の入り口にも防犯カメラが設置をされていたと思いますが、これは新た

に増設という形になるんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） これにつきましては、避難所の入り口でございますので、

市原小学校の体育館の入り口、りんどうヶ丘小学校の体育館の入り口、元気プラザ

の入り口に監視用として付けさせていただくものでございます。 

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） それぞれの避難所に１台ずつ設置ということですね。はい、分

かりました。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ３１ページの学校のＩＣＴに関連して伺います。各小学校でオ

ンライン授業というのを対応されているのかなというのをお伺いしたいと思ってい

ます。今の県のリスクレベルですと、家族内で発熱者が出た場合などは、子供本人

どうもなくても自宅待機という措置だと思っています。学校は集団生活の場ですの

で、そこに対しては従順に従っているんですが、学校に行きたくても行けない場合

に、学校によってはオンライン授業をやっているケースもあれば、オンライン授業

をしてほしいですという話をしたときにも、１人のためにするんですかという返答

があったりとか、別の学校ではしていますので、そのあたり差が出ているのかなと

か、教育委員会としての何か方針で学校に行けないときの対応というのをどのよう

にお決めな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、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 現在のところ、こうしなさいといった基準は設

定しておりません。基本的には学校長の判断でオンラインのやり方は決めていただ

いているところではございますが、私たちがお聞きしている部分ではありますが、

休んだ場合等々はタブレットを使って、担任の先生とのやり取り、課題の提出と、

あとアプリになりますが、ロイロノートとか、ああいったものを活用しながら行っ



－ 100 － 

ております。必要であれば、Ｚｏｏｍを使って、オンラインでの授業を受けたりも

行ったりしております。ですので、１人だから、やめてくださいということはあり

得ないかなと思っております。ただ、授業の中でＺｏｏｍでずっと参加していると

いう事例のほうが少ないのかなとは考えております。授業がない時間、担任の先生

がない時間とかに生徒と直接やり取りしながらの授業というか、個別の対応等はよ

く行っていると聞いております。 

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。 

実際に私も子供の持ち帰ったタブレットを見ましたけれども、とてもいいソフト

を入れていただいていると思っています。 

ただ、学校の担任の先生に、そのように学校に行きたくても、本人は元気だけど

も、自宅にいるので、対応してもらえないかと言ったときに、実際にそういうお声

をいただいていますので、町内の町立の学校ですので、そこは足並みをそろえてい

ただけたらなと願っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

ほかに質疑のある方。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ２３ページ、コロナワクチン接種の状況をお尋ねしたいと思い

ます。１０月、１１月までコールセンターを延長するみたいですけれども、ほぼほ

ぼこのコールセンターの役割というのは終わっているのかなという気がします。若

い人はネットとかで十分できるでしょうし、今後、接種会場は公立病院に一本化さ

れるんですけれども、コールセンターを延長する必要性と現状の希望接種者の接種

状況、あと未接種の方への対応についてお尋ねします。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ９月８日時点での南小国町の１回目の接種率が８６％でご

ざいます。２回目が７６.２％になっております。 

９月９日、１０日で、きよらホールでの集団接種は終了いたしました。小国町も、

その次の週の１５日に町民センターでの集団接種は終了しております。 

この予算計上させていただく時期につきましては、まだ小国公立病院さんと協議

の段階でございまして、今後どういう形になるかが分からない状況でございました。

その後、小国公立病院さんと協議をし、小国郷内の医療機関の先生にも了解を得た

上で、現在、９月に２クールの４回、１０月に２クールの４回、１１月に１クール

の２回を小国公立病院さんの外来で実施させていただくことに決まりました。その
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ことに伴いまして、今後のコールセンターの在り方や電話の移設等につきまして、

現在協議をしているところです。その結果によりましては、今回補正予算として上

げさせていただきましたが、後に精算をさせていただくという形になる可能性がご

ざいます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑のある方。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 先ほどの質問に関連しましてお尋ねします。先ほど公表された

接種率というのは、例えばホームページなどで今後公表される御予定があるのかな

というお尋ねです。特に観光業、宿泊施設さんにおかれましては、町内の接種率と

いうのをとても気にされています。可能であれば公表していただけたらと思ってお

りますが、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 御意見、ありがとうございます。今後、ホームページ上で

も公表等をさせていただこうと思っております。 

先ほど申し上げておりませんでしたが、現在９月中にまだ接種を受けておられな

い方は受付ができますというところの広報周知をさせていただいております。また、

１回目を接種されて、２回目をまだ接種されてない方への個人的な確認作業等も行

っております。そういった状況の中で希望される方が１人でも多く接種ができるよ

うに今後努めてまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑のある方はいませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 国庫支出金の中で民生費国庫補助金８万１,０００円の増額と

いうことで、保育対策総合新事業費補助金ということで入っておりますけれども、

これはどのような事業に対しての補助金なのか、教えていただけますか。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） こちらは、コロナの対策の分になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ２６ページの確認だけさせていただきたいと思います。アスベ

スト補助金が上げられていますけれど、これは支払いから差し引く金額でございま

すよね。確認だけさせてください。 
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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） はい、そういうことになります。歳出予算の計上のみ現在

なっているんですけれど、今、県と補助金の交渉を行っておりまして、県の確約が

得られなかったので、歳入には上げてないと。県が、今からだと思いますけれど、

各市町村宛てに必要・不要額調査を行って、その結果を見ないと確約できないとい

う返事をいただきましたので、こういう予算計上にしております。感触としては、

駄目とは言われなかったので、ほぼ恐らく予算はついてくるのだろうと思います。

県の方向性が９月末には決まると思いますので、決まれば１０月上旬に申請、遅く

とも１０月末にはＪＡに交付決定ができると思いますので、アスベスト部分の撤去

の着工については事前の協議どおり問題ないのかなと思っております。交付決定通

知が来ましたら、１２月補正で歳入を上げたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 今、建設課長から説明がありましたけれども、これにつき

ましては、もし補助金が決定いたしましたら、売買契約の代金から控除するという

ことに契約ではなっております。 

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６９号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第６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１７ 議案第７０号 令和３年度南小国町国民健康保険特別会計補正予算書
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（第１号） 

日程第１８ 議案第７１号 令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予算書

（第１号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１７、議案第７０号、令和３年度南小国町国民健康保険

特別会計補正予算書（第１号）を議題といたしますが、議案第７０号と議案第７１

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７０号、令和３年度南小国

町国民健康保険特別会計補正予算書（第１号）、議案第７１号、令和３年度南小国

町後期高齢者医療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７０号、令和３年度南小国町国民健康保険特別会計補正

予算書（第１号）、議案第７１号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補

正予算書（第１号）は、町民課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 議案第７０号、令和３年度南小国町国民健康保険特別会計

補正予算書（第１号）。 

１ページをお願いします。令和３年度南小国町の国民健康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。 

歳入歳出予算補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億８４６万５,０００円と

する。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いします。歳入でございます。 

繰入金、基金繰入金、療養給付費支払基金繰入金です。６万６,０００円を減額

し、２,２７４万９,０００円とするものです。内容としましては、療養給付費支払

基金繰入金の減額です。 

次のページをお願いします。繰越金、繰越金、繰越金１３万３,０００円を増額

し、１,０１３万３,０００円とするものです。内容としましては、決算による繰越

金の増額になります。 

８ページをお願いします。歳出でございます。 

基金積立金、基金積立金、準備基金積立金６万７,０００円を増額して、５０７
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万７,０００円とするものです。内容としましては、基金の積立金になります。 

以上です。 

続きまして、議案第７１号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予

算書（第１号）。 

１ページをお願いします。令和３年度南小国町の後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６

万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６,４９８万９,０００円

とする。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページを御覧ください。歳入でございます。 

繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金です。４万９,０００円を減額し、８９

万２,０００円とするものです。内容としましては、事務費繰入金の減額です。 

７ページをお願いします。諸収入、償還金及び還付加算金、保険料還付金です。

６万９,０００円を増額し、７万円とするものです。内容としましては、昨年度徴

収した分の保険料の還付金になります。 

８ページをお願いします。繰越金、繰越金、繰越金です。５４万３,０００円を

増額し、５４万４,０００円とするものです。内容としましては、前年度の繰越金

でございます。 

９ページをお願いします。歳出でございます。 

諸支出金、償還金及び還付加算金、保険料還付金。２万円を増額し、７万円とす

るものです。内容としましては、昨年度徴収した分の保険料還付金になります。 

１０ページをお願いします。諸支出金、繰出金、他会計繰出金です。５４万３,

０００円を増額し、５４万４,０００円とするものです。内容としましては、一般

会計への繰出金でございます。 

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。ないですか。 

［「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。 
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［「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７０号、令和３年度南小国町国民健康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。 

続きまして、議案第７１号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予

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。 

２時１５分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５５分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第７２号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２

号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１９、議案第７２号、令和３年度南小国町介護保険特別

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７２号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算

書（第２号）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７２号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正

予算書（第２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２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１,００４万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億４,７７２万４,０００円とする。 
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令和３年９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１万４,０００円を

増額し、３３万円とするものです。内容としましては、制度見直しに伴う追加のシ

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。支払基金交付金、支払基金交付金、介護給付費交

付金です。今回１４１万４,０００円を増額し、１億６,１０１万１,０００円とす

るものです。内容としましては、令和２年度介護給付費負担金の追加交付額でござ

います。 

次のページをお願いいたします。県支出金、県負担金、介護給付費負担金です。

今回４０万３,０００円を増額し、８,４６４万６,０００円とするものです。内容

としましては、令和２年度介護給付費負担金の追加交付額でございます。 

９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１万４,０００円を減額し、６２１万円とするものです。内容としまし

ては、システム改修補助受入れ見込額の増額に伴う事務費繰入金の減額でございま

す。 

次のページをお願いいたします。繰入金、基金繰入金、介護給付費準備基金繰入

金です。今回１８１万４,０００円を減額し、５２３万８,０００円とするものです。

内容としましては、介護給付費交付金等の追加交付に伴う基金繰入金の減額でござ

います。 

１１ページをお願いいたします。繰越金、繰越金、繰越金です。今回１,００４

万円を増額し、１,００４万１,０００円とするものです。内容としましては、前年

度繰越金でございます。 

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、介護認定審査会費、介護認定審査会費です。今回補正額はなく、財源組

替でございます。 

１３ページをお願いいたします。基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金

積立金です。今回６３１万７,０００円を増額し、６３１万８,０００円とするもの

です。これにより、予算ベースでの基金残高は、５,２２８万７,７０２円でござい

ます。数字で申し上げますと、５２２８７７０２でございます。 

次のページをお願いいたします。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金です。

今回３７２万６,０００円を増額し、３９２万６,０００円とするものです。内容と

しましては、令和２年度介護給付費負担金の国庫分返還金１８２万１,１７２円、

及び地域支援事業交付金返還金１９０万３,９９７円でございます。 
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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。質疑はありませんか。ないですか。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７２号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２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２０ 議案第７３号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第２

号） 

日程第２１ 議案第７４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２号） 

日程第２２ 議案第７５号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算書（第２号） 

日程第２３ 議案第７６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２号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第２０、議案第７３号、令和３年度南小国町水道事業特別

会計補正予算書（第２号）を議題といたしますが、議案第７３号から議案第７６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７３号、令和３年度南小国

町水道事業特別会計補正予算書（第２号）、議案第７４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２号）、議案第７５号、令和３年度南小国
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町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算書（第２号）、議案第７６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２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７３号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算

書（第２号）、議案第７４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２号）、議案第７５号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業

特別会計補正予算書（第２号）、議案第７６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２号）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７３号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正

予算書（第２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２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７９５万４,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５,４９５万円とする。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６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４７５万１,０００円を減額し、

２,９８１万２,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額です。 

７ページです。繰越金、繰越金、繰越金、今回１,２７０万５,０００円を増額し、

１,２７０万６,０００円とするものです。前年度繰越金の計上です。 

８ページです。歳出です。 

水道費、水道管理費、水道総務費、今回６３５万４,０００円を増額し、２,７２

５万５,０００円とするものです。水道会計財政基金積立金の計上です。これによ

り、基金残高は、１,６２２万２,９９６円。数字で申し上げます。１６２２２９９

６。 

水道維持費、今回１６０万円を増額し、４,７１６万４,０００円とするものです。

修繕料１６０万円の増額です。中原配水池導水流量計の修繕取替料です。横道水源

地から中原配水池間に設置してある流量計が故障により、現在計測できない状況に

あり、修繕、交換するものです。 

続きまして、議案第７４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２号）。 
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次のページをお願いします。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２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１８０万９,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３,２３１万３,０００円とする。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６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１８０万６,０００円を減額し、

１,７５８万２,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額です。 

７ページです。繰越金、繰越金、繰越金、今回３６１万５,０００円を増額し、

３６１万６,０００円とするものです。前年度繰越金の計上です。 

８ページです。歳出。 

集落排水費、集落排水管理費、集落排水総務費、今回１８０万９,０００円を増

額し、５８１万円とするものです。農業集落排水事業基金積立金の計上です。これ

による基金残高は、１,０４８万９,３９４円。数字で申し上げます。１０４８９３

９４です。 

続きまして、議案第７５号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算書（第２号）。 

次のページをお願いします。令和３年度南小国町の特定地域生活排水処理事業特

別会計補正予算（第２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１０１万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２,１１９万円とする。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いします。歳入です。 

県支出金、県補助金、特定地域生活排水処理事業県補助金、今回２９万２,００

０円を増額し、２９万２,０００円とするものです。前年度事業実施分に係る地方

債償還金に要する経費に対して県が補助金を交付するものです。 

７ページです。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回７７万５,０００

円を減額し、５１６万６,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額です。 

８ページです。繰越金、繰越金、繰越金、今回１５０万円を増額し、１５０万１,

０００円とするものです。前年度繰越金の計上です。 

９ページです。歳出です。 

生活排水処理費、生活排水処理費、生活排水処理総務費、今回１０１万７,００

０円を増額し、１,７８３万１,０００円とするものです。修繕料２６万６,０００

円、浄化槽本体の修繕に対応するための増額計上です。７５万１,０００円、特定
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地域生活排水処理事業基金積立金の計上です。これにより、基金残高は、５５８万

４,６６５円。５５８４６６５です。 

１０ページです。公債費、公債費、元金、今回補正の増減はございません。一般

財源から特定財源への財源組替です。 

続きまして、議案第７６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２号）。 

次のページをお願いします。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２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５０６万９,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億３,８０３万２,０００円とする。 

令和３年９月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６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４８２万６,０００円を減額し、

３,１４５万２,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額です。 

７ページです。繰越金、繰越金、繰越金、今回９８９万５,０００円を増額し、

９８９万６,０００円とするものです。前年度繰越金の計上です。 

８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５０６万９,０００円を増額し、１,９

６０万円とするものです。職員手当等１２万円は、人事異動等に伴う住居手当の増

額です。積立金４９４万９,０００円は、公共下水道事業基金積立金の計上になり

ます。これにより、残高は、３,５０６万７,７６８円。３５０６７７６８です。 

以上です。 

○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。 

はい、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） 水道事業の中で予算関係ではないんですけれど、２、３か月

前に水道料金の金額がものすごい金額になっていたかと、金額は言いませんが、現

在は引落しになって、もしその人が多額な金額を持っていたら引落しされていたか

という事例が出てくるかと思っています。私にはそんな金額が通帳に入っていない

んですけれど、水道料金の月に対してのデータとかが出てくるかと思いますが、そ

のチェック体制ができているのか、その１点だけ、お尋ねします。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 検針員さんの入力の際に入力誤りがあったということで、

そのような金額を紙のベースでお知らせしてしまったという事例がございます。ま

ずは、やっぱり打ち出して、紙が出てきますので、そこでチェックはすべきだった
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と思います。そこで異常な数値が出たならば、水道係の担当に連絡するようにと検

針委託の人には教えたところなんですが、そのあたりで確認ミスがあって、そのま

ま渡してしまったということです。読み込みのときに、最終的に納付書を出す段階

で増減の確認はできますので、そこでチェックはかかるという体制にはなっている

かと思いますが。ただ、お知らせの紙を渡してしまったという事実はありますので、

いま一度使用水量の確認と金額の確認は１桁違う金額だったと思いますので、その

あたりは再度また検針員さんに徹底させたいと思います。 

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） そのチェック体制を、今後、気をつけてしてもらいたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑のある方。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７３号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第２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。 

続きまして、議案第７４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２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７５号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算書（第２号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 
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［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７６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２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２４ 陳情第３号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外

移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民

主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情 

日程第２５ 陳情第４号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよ

う求める陳情 

日程第２６ 陳情第６号 所得税法第５６条の廃止を求める陳情書 

○議長（平野昭夫君） 日程第２４、陳情第３号を議題といたしますが、お手元に配付

しております陳情第３号、辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国

外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきと

する意見書の採択を求める陳情、陳情第４号、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を

埋立てに使用しないよう求める陳情、陳情第６号、所得税法第５６条の廃止を求め

る陳情書につきましては、議会運営委員会において配付のみとされておりますが、

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） 異議なしと認めます。よって、配付のみといたします。 

お諮りします。ただいま経済建設常任委員長より委員長報告が提出されました。

続きまして、総務文教常任委員長より発議第２号が提出をされました。以上、２件

を日程に追加し、追加日程第１、第２として議題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。 

書類を配ります。 

［資料配付］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 委員長報告 経済建設常任委員会 令和３年付託 議案第６０号 
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町道路線の一部廃止について 

○議長（平野昭夫君） 追加日程第１、委員長報告を議題といたします。 

経済建設常任委員会委員長より、付託議案第６０号、町道路線の一部廃止につい

ての審議結果の報告を求めます。 

はい、矢津田委員長。 

○経済建設常任委員長（矢津田道夫君） 委員会審査報告書。 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則

第７７条の規定により報告します。 

１、事件名、令和３年付託、議案第６０号、町道路線の一部廃止について。 

２、付託年月日、令和３年９月１５日。 

３、審査の結果、本委員会に付託された上記の事件について、慎重に審議した結

果、本議案は原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、報告します。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようでありますので、以上で委員長報告を終わりま

す。 

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、終了いたします。 

これより本案の採決に移りたいと思いますが、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、本案の採決に移ります。 

委員長報告のとおり、付託議案第６０号、町道路線の一部廃止についての原案に

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、本案は委員長報告のとおり可決

をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第２ 発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書の提出について 

○議長（平野昭夫君） 追加日程第２、発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に
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対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

本件について、提出者であります総務文教常任委員長に趣旨説明を求めます。 

はい、７番、児玉議員。 

○総務文教常任委員長（児玉秀次郎君） 発議第２号。令和３年９月１６日提出、南小

国町議会議長、平野昭夫様。 

提出者、南小国町議会議員、児玉秀次郎。 

賛成者、南小国町議会議員、矢津田道夫。 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出

について。 

上記の議案を別紙のとおり南小国町議会会議規則第１４条の規定により提出しま

す。 

（提案理由）このたびの新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わ

り、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、地方財政は来年

度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況となることが懸念されてい

る。本議会においても、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇

用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現、社会保障等への対応に

不可欠な地方税財源の充実のため、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向

けて特別な財政措置を講じることを強く要望する。よって、本意見書を国会並びに

内閣総理大臣他、関係大臣に提出するため。これがこの議案を提出する理由である。 

○議長（平野昭夫君） それでは、事務局長に意見書案を朗読させます。 

○議会事務局長（河本孝博君） １枚、おめくりください。コロナ禍による厳しい財政

状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書（案）。 

新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚

大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中

で、地方財政は来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面

している。地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地

方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財

政需要の増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには地方

税財源の充実が不可欠である。よって、国においては、令和４年度地方財政対策及

び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。 

記。 

１、令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改

革の基本方針２０２１」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよ

う実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い、社会保障関係
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経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされない

よう、十分な総額を確保すること。 

２、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす

見直しは断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染

症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金

等により対応すべきものであり、今回限りの措置として期限の到来をもって確実に

終了すること。 

３、令和３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を

令和２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りとすること。 

４、令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の

臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。 

５、炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方

譲与税として地方に税源配分すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和３年９月。提出先といたしまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

以下、各大臣となっております。 

熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場１４３、南小国町議会議長、平野昭夫。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本件の質疑を行います。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、本件の採決に移ります。 

発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める

意見書の提出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、本件は原案どおり可決をされま

した。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２７ 議員派遣報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２７、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２８ 議員派遣の件について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２８、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２９ 閉会中の継続審査について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２９、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］ 

○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。 
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これで、令和３年第３回南小国町議会定例会を閉会します。 

お疲れさまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時５４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。 
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会 議 顛 末 

 

議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

議案第60号 町道路線の一部廃止について ９月15日 経済建設 

常任委員会 

付  託 

陳情第５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方

税財源の充実を求める意見書の提出について 

９月15日 採  択 

議案第61号 令和２年度南小国町一般会計歳入歳出決算書 ９月16日 認  定 

議案第62号 令和２年度南小国町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算書 

９月16日 認  定 

議案第63号 令和２年度南小国町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書 

９月16日 認  定 

議案第64号 令和２年度南小国町介護保険特別会計歳入歳

出決算書 

９月16日 認  定 

議案第65号 令和２年度南小国町水道事業特別会計歳入歳

出決算書 

９月16日 認  定 

議案第66号 令和２年度南小国町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算書 

９月16日 認  定 

議案第67号 令和２年度南小国町特定地域生活排水処理事

業特別会計歳入歳出決算書 

９月16日 認  定 

議案第68号 令和２年度南小国町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書 

９月16日 認  定 

報告第２号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて 

９月16日 報告済み 

議案第56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５号）） 

９月16日 承  認 

議案第57号 専決処分の報告について（令和３年度南小国

町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予

算書（第１号）） 

９月16日 承  認 

議案第58号 専決処分の報告について（南小国町手数料条

例の一部を改正する条例の制定について） 

９月16日 承  認 
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議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

議案第59号 南小国町過疎地域持続的発展計画の策定につ

いて 

９月16日 原案可決 

議案第69号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第

６号） 

９月16日 原案可決 

議案第70号 令和３年度南小国町国民健康保険特別会計補

正予算書（第１号） 

９月16日 原案可決 

議案第71号 令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計

補正予算書（第１号） 

９月16日 原案可決 

議案第72号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予

算書（第２号） 

９月16日 原案可決 

議案第73号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予

算書（第２号） 

９月16日 原案可決 

議案第74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２号） 

９月16日 原案可決 

議案第75号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事

業特別会計補正予算書（第２号） 

９月16日 原案可決 

議案第76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２号） 

９月16日 原案可決 

陳情第３号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖

縄県外・国外移転について国民的議論を行

い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決する

べきとする意見書の採択を求める陳情 

９月16日 配付のみ 

陳情第４号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに

使用しないよう求める陳情 

９月16日 配付のみ 

陳情第６号 所得税法第５６条の廃止を求める陳情書 ９月16日 配付のみ 

委員長報告 

付託議案第60号 

経済建設常任委員会 令和３年付託 

町道路線の一部廃止について 

９月16日 原案可決 

発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方

税財源の充実を求める意見書の提出について 

９月16日 原案可決 

 議員派遣報告について ９月16日 承  認 
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議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

 議員派遣の件について ９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） 

９月16日 各委員会 

継続審査 

決  定 
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