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令和３年第４回南小国町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和３年１２月１５日 

於   議   場 

１．議事日程 

 開 会 宣 告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 一般質問 

日程第４ 議案第91号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第９号） 

日程第５ 議案第84号 南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定

について 

日程第６ 議案第85号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第７ 議案第86号 南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第８ 議案第87号 南小国町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第９ 議案第88号 南小国町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第10 議案第89号 小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部変更について 

日程第11 議案第90号 調停の申立てについて 

日程第12 議案第92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２

号） 

日程第13 議案第93号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第３号） 

日程第14 議案第94号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第５号） 

日程第15 議案第95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３号） 

日程第16 議案第96号 教育委員の任命について 

日程第17 議案第97号 教育委員の任命について 

日程第18 議案第98号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第19 議案第99号 工事請負契約の締結について 

日程第20 議案第100号 工事請負契約の締結について 

日程第21 陳情第７号 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める意見書採択の
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お願い 

日程第22 陳情第８号 ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお

願い 

日程第23  議員派遣報告について 

日程第24  議員派遣の件について 

日程第25  閉会中の継続審査について（総務文教常任委員会／経済建設

常任委員会／議会広報調査対策特別委員会／環境問題調査特

別委員会／南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会／

議会運営委員会） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番  穴 井 則 之           ２番  佐 藤   毅 

 ３番  井 野 和 哉           ４番  井 上 則 臣 

 ５番  矢津田 道 夫           ６番  下 城 孔志郎 

 ７番  児 玉 秀次郎           ８番  穴 井 千 秋 

 ９番  森 永 一 美          １０番  平 野 昭 夫 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため本会議に出席した事務局職員の職氏名。（２名） 

議会事務局長  河 本 孝 博    会計年度任用職員  室 原 明 子 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 

町    長  髙 橋 周 二    教 育 長  岩 切 昭 宏 

総 務 課 長  佐 藤   徹    建 設 課 長  北 里 能 蔵 

福 祉 課 長  朝 日 康 博    農 林 課 長  本 田 圭一郎 

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

町 民 課 長  河 津 頼 子    教育委員会事務局長  穴 井 康 治 
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開会 午前１０時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４回南小国町議会定例会を開

会いたします。 

なお、先の議会運営委員会におきまして、今定例会の一般質問をケーブルテレビ

にて放映することに決定をしております。よって、撮影のため、ケーブルテレビ関

係者の議場への入場を許可しております。 

それでは、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（平野昭夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、９番、森永一美議

員、１番、穴井則之議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

今定例会の会期については、去る１２月８日に議会運営委員会が開かれ、本日か

ら２１日までの７日間とし、その間の会議日は、本日、１６日、１７日、２０日、

２１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、議会運営委員会の審議の結果、本日に決定され

ておりますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 一般質問 

○議長（平野昭夫君） 日程第３、一般質問を行います。 

２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ２番、佐藤です。通告に基づき、２点質問させていただきます。 
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まず、１点目は、交通弱者対策の現状とこれからについてです。 

生活のあらゆる場面で町民誰もができる限り不安や不便を感じることなく暮らし

ていくために対策が講じられています。特に高齢者の交通移動手段としてタクシー

利用助成事業が平成２９年度下期から病院や買物等、生活の移動支援として実施さ

れております。しかし、令和２年度の利用状況を確認してみますと、利用枚数、利

用人数は、前年度より減少しています。また、本年１０月から運行の小国郷中心市

街地バス（通称にじバス）の運行も始まりましたが、私は１１月１６日に乗車して

利用状況を確認しましたが、私の乗車中は誰も乗車客はいませんでした。運行後、

２か月がたちましたが、利用者は低迷している状況です。高齢者が交通事故加害者

とならないようにするためにも、もっと利用が進み、安心して移動できるように仕

組みの見直しが必要ではないかと感じます。これまでの利用状況の実績を踏まえ、

今後の事業を継続するのか否か、また継続の場合、どのように利用促進を図り、満

足度アップに努めていくのか、お尋ねします。 

２点目です。農協跡地の今後の利活用についてです。 

農協跡地購入を決め、今まさに解体・整地工事が行われております。町民もこれ

からあそこに何ができるのか期待して見守っておられます。中心市街地の活性化、

本町の魅力度アップにつながる開発になるよう期待しているところです。そこで、

今後の跡地利活用計画や施設建設等においてどのように取り組んでいくのか、期間

等を含めてお尋ねします。また、民間事業者のノウハウや技術力、資金力を活用し

たＰＦＩ方式を導入することも検討されていると思いますが、このことについてど

のように考えているのか、併せてお尋ねいたします。 

以上、２点答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） それでは、２番議員の御質問に対して答弁をさせていただきま

す。 

まず、１点目の交通弱者対策についてでございます。 

町民の方々の交通移動手段の確保、とりわけ高齢者や障害をお持ちの方の移動手

段としてのタクシー利用助成事業は、重要な施策の一つです。その利用状況を見る

と、確かに議員おっしゃるとおり、利用者数を見ると、令和元年度は４００人、令

和２年度は３８２人と減少しておりますが、自然減も含んだ減少であるとともに、

一概に利用者数の減少によって使いづらい、利便性が低いなど、事業効果が上がっ

ていないとの判断はできないと考えています。それを裏づけるものとして、利用者

アンケートの結果を見てみると、「大変満足」「満足」合わせて９３.８％と満足

度は高い状況です。確かに利用者数の増減も事業効果の指標として重要な要素です
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が、タクシー利用助成事業については、利用者数のみではなく、利用者の満足度も

併せて総合的に評価、判断するべきであると考えます。以上のことから、ある一定

の利便性の確保、事業効果は上がっていると感じているところですが、だからとい

って何も策を講じないというのではなく、より一層の広報周知に努め、公共福祉の

向上に寄与するため、利用者が利用しやすく、満足度も高い事業を目指し、引き続

きタクシー利用助成事業は継続していきたいと考えています。 

小国郷中心市街地バス（通称にじバス）に関しましては、利用者数が１０月で延

べ１１０人、１１月で１３８人と決して高い数字ではありませんが、まだ運行開始

から２か月弱しか経過しておらず、町民への周知も十分とは言えません。引き続き、

広報周知を図り、タクシーとにじバスの効率的な乗り継ぎなど、利用者の工夫した

相互利用も出てくるのではないかと期待しているところです。また、試験運行なし

に、本格運行を行いましたので、実証実験も踏まえた形での運用と御理解いただき、

今後の結果も踏まえ、小国郷公共交通会議で協議していきたいと考えております。

現時点では、タクシー利用助成事業、小国郷中心市街地バス両事業の共存共栄を図

っていければと思っております。 

現在の本町における公共交通施策に関して、まだまだ至らない、十分ではないと

映るかもしれません。町としてもきめ細やかなサービスを提供したいという思いは

ありますが、予算や人員確保、民間事業者の協力等、様々な課題があります。また、

小国郷中心市街地バスについては、小国町との協議も必要となります。今後も小国

郷公共交通会議や関係機関などと協議するとともに、他自治体の先進的取組を参考

にしながら、今後の南小国町の公共交通の在り方を考えていきたいと思います。 

続きまして、２つ目の質問でございます。 

農協跡地の今後の利活用に関してでございますが、現在、解体工事は順調に進ん

でおり、１月中旬には完了すると聞いております。解体後は、農協に境界杭の復旧

を行ってもらい、完了検査後に代金の支払いと所有権移転登記を行ってまいります。

また、土地引渡しを受けた後には、安全対策及び路盤整備を行いますので、若干の

補正予算の計上をお願いさせていただきます。 

今後は、町民アンケートの結果や町を俯瞰的に見たとき、何があの場所にあるこ

とが町民満足度の向上につながっていくのかなどを農協跡地利活用検討委員会の意

見を踏まえ、検討する必要があると思います。そういった中で慎重に判断しなけれ

ばならないのが建設費用です。国などの補助金ありきで考えると、後々財政の圧迫

などにつながるとともに、使い勝手の悪い施設になってしまう可能性もあります。

その点は慎重に判断しなければならないと考えます。 

そこで、考えられる一つの手法として、民間事業者のノウハウや資金を活用した
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民間事業者との連携です。このＰＰＰやＰＦＩといった手法に関しては全国的にも

事例が増えてきており、九州では別府市や荒尾市が先進的に取り組んでおられます

ので、本町でもどのような手法が取れるのかを探っていきたいと思います。 

具体的なタイムスケジュールに関しては未定でありますが、来年度に関しては

国・県補助の状況や他自治体の事例など、まずは情報を収集したいと考えます。 

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。 

まず、タクシー利用の件について深めたいと思います。 

私が時間軸的に利用状況を確認したときに、令和２年度の利用実績を見てみます

と、利用枚数が８,０５８枚、交付枚数の約４４％が利用されているということで

す。補助額的には１枚当たり５００円の自己負担、それ以外に町の負担として約１,

５６０円になっています。助成対象者３６４名の方に配付されて、上限５０枚を使

い切っておられる方というのが４２名でした。これは、全体の１２％です。４０枚

以上を使った方というのは、使い切った方も含めると８３名、約２３％になってい

ました。逆に、未使用の方も３８名おられて、使用枚数が１０枚未満の方というの

も全体で１２９名、３５％になっておりました。全体の半数の方が約２０枚以下し

か使用していないという状況を見て、これは利用が進んでないのかなというところ

を思ったんですけれど。ただ、先ほど町長が答弁でもおっしゃられたとおり、アン

ケートの結果を見てみますと、交付枚数についても８割の方は「ちょうどいい」

「多い」と答えられていて、満足度においても９割以上の方は「満足している」と

いうアンケート結果が出ているので、この事業というのは非常に利用助成対象者に

関しては満足されているのかなというところを改めて思ったところでございます。 

予算・決算の数字から利用券の使用促進が進んでないのかなと思ったところもあ

るんですね。令和２年度は２,５００万円の予算を計上されていましたけれども、

決算では１,２００万円程度で済んでいると。この決算数字を見てみますと、平成

３０年度、令和元年度もほぼ同額の１,２００万円の実績でありました。せっかく

予算を令和３年度は２,０００万円計上していますけれども、多分このままいけば

１,２００万円程度で予算執行が終わると思うので、不用額がまた出てくるのであ

るならば、この利用者を拡大してもいいのではないかなと思うところです。 

今、７５歳以上の高齢者、免許返納者及び障害のある方となっております。そこ

で、特に 近、高齢者が加害者になる事故が多くなっております。ブレーキ、アク

セルの踏み間違いや運転中の体調の急変等の事故ですね。南小国町においても、運

転免許証はなくてはならない必須のものではないかと思うんです。ただ、今後、高
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齢化が進むにつれて、例えば病院に通院するとき、体の具合が悪いときですけれど、

車を運転していくよりもタクシーを利用できたなら、どれだけ安心して通院ができ

るか、病院にかかることができるかなと。運転途中に予期せぬ事態が起きて、事故

につながったりすることも当然考えられます。ですから、今、運転免許証を持って

いる方でも病気療養中のために自動車運転を医師から止められている方もおられま

すので、通院に使うときには何かしら介助も当然必要になりますので、そういう６

５歳以上の高齢者に助成対象を拡大していただいて、ただ、その場合は運転免許証

を返納されていませんので、利用できる枚数を２０枚とかに減額する形で利用の拡

大を図れば、非常にこの町としても総合戦略に掲げて目標としていますけれど、高

齢者の交通事故発生件数を減らす目標、これをゼロにするということで掲げていま

す。令和２年度は、幸いにも６５歳以上の方の交通事故発生はゼロでありましたし、

そういう意味でも利用者の対象を拡大する。６５歳以上の必要な方に配付するとい

うことも考えられるんじゃないかなと思います。このことによって安心して暮らし

続けるまちづくりにもつながるんじゃないかなと思いますので、そこを検討してい

ただきたい。 

それと、また、もう一つ、５０枚を使い切ってしまった方に追加配付をする、そ

ういうことも検討していただきたいと思います。 

それと、後でにじバスは御質問しますけれども、今、一律５００円の自己負担を

お願いしている利用助成事業ですけれども、例えば町内で乗り降りするときには、

２００円に負担額を減額するなどして、その減額によって、にじバスを利用して小

国町に行ってもらう、そういうことをすれば、負担額は５００円のままで済みます

し、これもそうすることによって、またにじバスの利用促進にもつながると思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○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） ありがとうございます。 

まず、利用者の拡大というところで佐藤議員から御提案がありましたけれども、

まず予算の話からさせていただきますと、確かに予算の執行残が出ているというと

ころで不用額が出ているところですが、予算というものはそもそも利用者が大体予

想されるのが何名いるから、それに対して平均幾らかかっているから、この予算が

必要ですよという形で予算を確保しているものでありますので、今、利用申請され

ている方が１００％使い切るというところを想定しているところであるんですが、

実際現状としては１００％使っていないというところが現状でございます。ただ、

利用者にとっては、それが、言わばこれを制度とすることによって権利となります

ので、いくら残があるからといって、この予算額がそのままで利用者の拡大をする
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ということは非常に厳しいと。利用者を拡大するのであればその分の予算も確保し

た上で利用者の拡大を図るという形になりますので、利用者を拡大するとなればそ

の分の予算増もおのずと必要になるということになりますので、予算増並びに利用

枠の拡大ということも含めて、そういったところを議論しなければなりませんので、

検討の内容というものがもう少し多岐にわたるのかなと考えておりますので、今の

高齢者で免許を持たれている方への交付並びに使い切ってしまった方についての追

加配付、使い切ってしまった方への追加配付については予算の枠内で何枚か認めて

あげるというところを制度化するかどうかというところも課題の一つかなと思って

おりますが、少なくとも利用者を拡大するというところになれば、その対象者分の

予算確保というのは必須であると考えますので、そういったところも含めて協議・

検討が必要であると考えております。 

町内の利用の自己負担額の減につきましても、この点についてはタクシー業者と

の打合せというところの協議も必要になってきますので、そういったところも踏ま

えて、こちらのほうでまた検討させていただきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 利用拡大について予算額というところの話が出ましたけれども、

平成３０年度が、これは実績ですね、補助金額１,２０４万円、令和元年度が１,２

７９万円、令和２年度が１,２５６万円、３か年平均して１,２００万円程度しか利

用されていないし、現実に令和２年度は利用者が減っているわけですから。かとい

って、利用区間は限られていますから、実際利用者が増えている状況ではない。今

年ひょっとすると増えるかもしれませんけれど、要は不用額が多く出てくるのであ

るならば、利用者を拡大したほうが町の施策としてよろしいんじゃないかという思

いをしているところです。先ほども申しましたけれども、実際免許返納をしていな

い方でも、私は保険の代理店もしていますから、そういうお客さんはおられますけ

れど、医者から運転を止められている方もおられるんですね。７０歳を過ぎた方で

すけれども、そういう方が、運転免許証があるがために、病院に通うときには誰か

しらの介助なり、何かサポートが必要になっているという実情があります。ですか

ら、そういうところでタクシー利用券の町の事業が使えるならば、非常に町民とし

てありがたく感じるんじゃないかなと。そして、なおかつ令和３年度は２,０００

万円の予算が上がっていますけれども、先ほども言ったように、このまま１,２０

０万円程度しか予算執行がなければ、８００万円上がるということであれば、その

予算を使い切るような、そしてそれが住民の福祉向上につながるというか、利便性

向上、満足度につながるのであるならば、そういうことも考えてやっていただけれ
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ば非常にありがたいなという思いで検討をお願いするところです。 

それと、このタクシー利用も減額、負担額を下げるということは、先ほどもにじ

バスとのつながりを言いましたけれども、２か月、にじバスを運行されていますけ

れど、１往復当たり１名乗るか乗らないかという、１名ぐらいの利用状況でありま

すので、にじバスの利用促進にもつながっていくんじゃないかなと。にじバスとい

うのが、目的の中にタクシー利用助成を活用して中心市街地においでいただいた方

が中心市街地の移動に使うという目的であるならば、なおさらタクシー利用を促進

させて、またその負担額を減らして、町に来たときに、隣の町ににじバスを使って

移動する。本当はタクシー利用がいいんですよ。ドアツードアで行けますけれど、

ただ、施策として、両町でやっているにじバスをもっと活用できるようにするがた

めに、そういうことも考えていただきたい。そういうことができるんじゃないかと

思っているところでございますけれど、いかがでしょうか、まちづくり課長。 

○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） ありがとうございます。 

予算の考え方というのが、やはり予算残があるからその分増やせばいいじゃない

かという話というのもよく現実問題として分かるんですが、予算を確保する側とい

いますか、予算を決める側としては、対象者が増えるということは、その分の予算

を確保しないと対象者を増やせない。そうじゃなければ、１００％を使い切ったと

きに、じゃあ、予算が足りない場合はどうするのか。途中で補正すればいいじゃな

いかという話にもなるんですが、それだったら 初から１００％かかる分を確保す

べきじゃないかというところが予算を立てる側としてはありますので、そういった

ところになると、やはり利用者を増やすということは、対象を広げるということは

その分広げた部分の予算も確保するというところが原則になってくるかなと思いま

すので、利用者の拡大というところも検討しなければなりませんし、予算というと

ころも検討しなければならないので、そういった部分も含めて十分検討させていた

だきたいと思います。 

また、先ほど答弁ではお答えしておりませんでしたが、具合の悪くなられた方で

免許をまだ持っておられる方の中に、医師から止められた方につきましては、医師

の証明があればうちのほうからタクシー助成券を交付している実績はございます。

ただ、免許を持っている方で何もないのに交付しているということはないんですけ

れども、そういったところで具合の悪い方には交付している実績はございますので、

それはお知らせさせていただきます。 

また、町内利用の自己負担につきましても十分検討させていただいた上で、また

にじバスの有効利用につながるように我々もやっぱり広報周知もまだまだ足りてな
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い部分がございますので、そういったところも努力してまいりたいと思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 私から補足をさせていただきます。 

議員がおっしゃっていらっしゃることは重々私も理解ができますし、少しでもそ

の幅を広げたほうが町民の福祉向上にもつながると、また満足度にもつながるとい

うことで私も理解をしているところでございます。そういった中で、こちらのほう

が財源として過疎債のソフト事業といったところを使わせていただいておりまして、

またソフト事業に関してもこれだけじゃなくて、それ以外で使用している部分もあ

りますし、どうしても自治体によっての枠というものが限られている現状もござい

ます。そういったところの財源を、じゃあ、いかに確保するのかといったところも

課題でございますし、また一気に年齢を６５歳以上とするならば、やっぱり対象人

数もがっと増えますし、今後、もちろんさらに増えていくということにもつながっ

てまいりますので、もし仮に万が一段階的に枠を広げていくというのであれば、今、

７５歳以上であるならば、例えば７０歳とか、５歳刻みで区切っていくとか、そう

することによって、徐々に枠を増やしていくとかということも検討しなくてはいけ

ないんじゃないかと考えておりますので、そういったところを御理解いただきなが

ら、もちろん今いただいた意見は担当課長もそこは理解しておりますので、財政面

とそういったところもしっかりと協議しながら何ができるのかといったところを考

えたいと思います。 

あと、にじバスもなかなか利用促進というところはまだまだ広報周知が足りてな

い部分もあろうかと思いますし、タクシーの助成事業との併用といったところに関

してはもっとどういうふうにしたらにじバスにも乗っていただけるのかというとこ

ろは考えなくてはいけないところだと思います。こちらのほうも小国町と一緒に連

携しながらさせていただいておりますので、今たって２か月、数字が徐々に見えて

きております。果たしてその金額設定でいいのかといったところも今後検討してい

く余地があると私も認識しておりますので、そういったところでのタクシー助成事

業とにじバスの賃金体系というか、また運行体系も踏まえて、この数字をしっかり

と見ながら、今後、担当課なり、また小国郷公共交通会議の場で協議をさせていた

だければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ありがとうございます。 

タクシー利用に関して利用者拡大という、対象者拡大、これはぜひ検討していた

だいて、今後、高齢化が進む中において安心して暮らせるまちづくりという一環に
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おいてもぜひ必要なものだと思いますので、そこをお願いしたいなと、改めてお願

いを申し上げます。 

それと、もう一つ、提案ですけれども、交通弱者対策の一つとして電動式の車椅

子の購入補助みたいなものをぜひ検討していただけないかなと思います。介護利用

の電動車椅子というのは当然ありますけれども、近所にお出かけするだとか、引き

こもり防止の観点から、近い距離を移動するのに 適ではないかなと思うんです。

購入に当たっては、ネットとかで見れば、安いものでも１０万円、高いものでも５

０万円いたします。こういうものを幾らか購入の補助をいただけるならば、利用す

る方というのは増えるのかなと思いますし、またこれを町が数台購入して、貸し出

す制度なんていうのもありかなと思っておりますので、そういう高齢者対策、交通

弱者対策について、ぜひ検討していただきたいと思います。 

続きまして、２番目の跡地の今後についてです。 

今、解体・整地がされているところです。土地面積６,１７４平米、坪にすると

約１,８７０坪になります。仮に宅地分譲すれば、１戸当たり５０坪で分譲すれば

約３５戸の住宅が建てられるような土地であります。もしそうすれば１００名以上

の人口増加、また固定資産税や住民税の税収アップにもつながるような土地でござ

います。今後、何ができるか、町民も本当に期待して見守っておられます。また、

明日行われる子ども会議においても質問事項に上がっております。今後、本当に注

目される町の事業ではないかと思います。 

そこで、先ほども町長答弁ありましたけれども、今後の利活用の計画において、

いろいろと執行部内、また農協跡地利活用検討委員会、町民アンケートをもとに計

画が進んでいくものと考えています。その中で、まず利活用の 終決定までに農協

跡地利活用検討委員会で多くの議論を踏まえ、 終的には町が検討委員会から答申

を受けて、 終決定をするということになると思いますけれど、この認識でよいの

かどうか、お尋ねします。 

それと、利活用の 終決定までにおいて、どれぐらいの期間、まだ分からないか

もしれませんけれど、ある程度これぐらいの期間で 終決定までもっていきたいな

という思いがあるのか。それと、その間の土地の利用はどういうふうに考えられて

いるのかをお尋ねします。 

もう一つ、町中心部の整備でもありますので、町民の意見を反映する目的で再度

町民アンケートを実施する必要もあるのかなと思いますが、アンケートの実施予定

があるのかないのか。非常に建物がなくなった土地を見ていただいて、再度想像を

膨らませてもらうというのは、そして町民の声を聞くというのもまた大事かなと思

いますので、いかがかなと思います。 
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それと、もう一つ、 後、開発において、土地全体一括で一体的に開発を進める

のか、それとも必要に応じて予算が確保できたものから部分的に整備していこうと

思っているのか、現時点での考えで結構ですので、お尋ねをいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 御質問、ありがとうございます。 

まず、シニアカーに関しては、確か高森町がそういったところのサービスをされ

ているかと思います。そういったところでどのようなサービスをしているのか、ま

た利用者がどれぐらいいらっしゃるのかとか、そういったところもしっかりと情報

をまずは収集させていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

続きまして、農協の跡地に関してでございますが、まずは検討委員会、現在１０

名の方が検討委員会の委員として名前が挙がっております。議会から２名、あと市

原の町長（マチチョウ）が１名、そして商工会長、観光協会長、社会教育委員長、

そしてＳＭＯ南小国、あと南小国町の社会福祉協議会、そして子育て世代の方が２

名、女性の方でございます。１０名中、７名男性の女性が３名ということ。また、

結婚とか、そういったところで町外から来られていらっしゃる方が３名というとこ

ろでの構成となっております。 

検討委員会の皆様方には、いろいろと議論を、まずは解体に関してどこまで解体

すべきなのかといったところの議論もしていただいたところでございます。そして、

今後どういったものを建てていくのかといったところの検討もしていただくわけに

なるんですけれども、ある程度具体的な方向が決まらないとなかなか検討するにも

検討できないという状況かと思いますので、先ほど答弁の中にもございましたが、

いろいろな自治体の取組だったりとか、事例だったりとか、そういったところをし

っかりと共有していきながら議論していただくということも一つでしょうし、あと、

先ほど答弁の中でお話をしましたＰＰＰ・ＰＦＩという方式なんですけれども、そ

ういったところも民間の方々の力を借りて、知恵だったりとかノウハウを借りて行

っていく部分でございまして、少しでも町の財政負担だったりとか、財政負担の平

準化だったりとか、また職員の事務負担の軽減だったりとかというところでのメリ

ットがあるんじゃないかなと思いますし、民間事業者ならではのアイデアだったり

とか、にぎわいづくりといったところが期待されると認識をしております。内閣府

の民間資金等活用事業推進室というところだったり、また国交省の総合政策局の社

会資本整備政策課といったところもそういったＰＰＰ・ＰＦＩの推進といったとこ

ろで、国のほうも推進をされていらっしゃいます。ですので、そこからまずは有識

者の派遣といったところもございまして、これは定額補助で１０分の１０が出るよ
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うな補助もございます。できれば、そういったところの有識者を招聘しながら、そ

ういった検討委員会の中で、ほかの自治体の取組にはこういったものがありますよ

とか、そういった事例を示していただくことで、またさらに議論の幅が広がってく

るんじゃないかと思いますので、そういったよその自治体の事例、またＰＰＰ・Ｐ

ＦＩの活用の事例、そういったところも検討委員会の皆様方にまずは知っていただ

きながら協議をしていければと思っております。 

終決定までの期間というところは、正直私も何ともこの場では言えない状況で

はございますが、先ほど申したとおり、来年度いっぱいはどうしてもそういった情

報収集、また情報の共有、そういったところの期間じゃないかなと考えております。 

関連するのは、多分、町民アンケートのほうが、すみません、先に関連するかな

と思います。これまで、一通りアンケートを取らせていただきましたが、それとい

うのは時間がたっておりますので、再度あの土地を見たときに、この広さの中で何

ができるのかといったところも、また違う発想が出てくるんじゃないかと考えてお

ります。アンケートの取り方は、どういうふうな、全町民に流すのかとか、そうい

ったところの手法に関してはまた検討の余地があろうかと思いますし、各世代から

満遍なくアンケートを回収するには、各世代で抽出してアンケートを送付しながら、

そこから返信をいただくという方法もあろうかと思います。そういったところで、

アンケートに関しては再度取る必要があるんじゃないかなと私は認識しておりまし

て、そういったところはまた検討委員会にデータとして出させていただくというこ

ともする必要があると認識をしております。 

あと、それまでの利用の仕方というところに関しては、先ほど答弁の中でも申し

上げたとおり、基礎まで掘り上げている状況でもございますので、土が表面に出て

きているところもございます。ですので、砕石を転圧したりしながら、またあと水

の流れといったところも読めませんので、もしかしたら水路とか、そういったとこ

ろも入れないと、近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性もあるなというところ、あ

と段差があったりしますので、ポールといいますか、そういったところもいろいろ

と立てながら対策を講じる必要があるといった意味で補正予算を組ませていただか

なければならないと感じてはおりますが、まずは、現在、駐車場として足りない部

分、職員の駐車場もちょっと離れたところに今設置をさせていただいておりますし、

いろいろなイベントでも駐車場が足りないといった状況もあろうかと思いますので、

当面の間は駐車場での利活用というところで考えております。 

あと、 後の一体的な開発なのか部分的な開発なのかといったところに関しまし

ても、これは何とも言えないところなんですけれども、そうやって、例えば民間事

業者との協議が整うのであれば部分的な開発というところも想定しなくてはいけな
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いんじゃないかなと思います。もちろん全部が全てある程度整って総合的に開発し

ていくというのであれば一番いいんですけれども、自治体が何かして、補助金をい

ただいてやるというのであれば、やっぱりどうしても期限的な部分だったりとか、

そのお金が下りてくるのがずれ込んだりとか、そういったことも想定しなければな

らないと思いますので、そういった部分的な開発が先に行われる可能性もあるとい

うところで御認識いただければと思います。 

私からは以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 私も、利活用検討委員会のメンバーは今１０名で組織されてい

ますし、今後そこでいろんな議論がされていくときに、どうでしょう、町民の意見

を多く吸い上げるという意味で増員してもいいのかなという思いもあります。また、

今、町長が答弁で言われたとおり、メンバーを見たときに、土地開発というか、専

門知識のある方というのはおられないような感じだったので、そういう有識者だと

か、そういう専門知識を有する人をメンバーに加えて議論を活性化させていくこと

が必要かなということを感じておりました。幾多のお願いをしたときに、町長は公

設公営ではなるべくやらず、民間と連携したことで事業を展開していきたいという

ことをおっしゃっていましたので、多分そういうことで民間事業者との連携を図り

ながら開発していくんだろうなと思っておりました。 

産山村でも定住促進住宅を民間事業者に建設提案型の公営住宅買取事業というこ

とで２階建て全１０戸の１ＬＤＫの建設をお願いして、建設後に村のほうで買い取

ると。ここで、どんなメリットがありますかというお尋ねをしましたら、やっぱり

設計監理委託料、この辺が非常に抑えられてよかったというお話も聞いております。

熊日のほうで、玉東町では駅前にマンション建設、これもＰＦＩ方式を採用されて、

民間で建設・監理・施工までしてもらって、非常に財政的には費用負担が軽減でき

たと。その後、建設費と維持管理、３０年間を考えたときには、定住住宅じゃなく

て、地域優良賃貸住宅という形で家賃が結構高めとは言いませんけれど、３万４,

０００円から６万円ぐらい取れるということで、その家賃収入で建設費実質持ち出

しゼロという話も聞いております。こういうことも多分今後考えていかれるんだろ

うなと思います。 

一体で開発を進めるのか部分でというところで、逆に民間事業者を使うのである

ならば、仮に一体的に開発を進めるならば、公募なり、指名でも民間事業者にここ

の土地をこういう目的で使いたいんだということで開発計画からそういう提案型を

受けるやり方もあるのかなということも思っていたところです。今、民間事業者も

そういう官民連携の事業に専門部署を設けて取り組んでいる民間事業者もあります
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ので、そういうところを使うことも一つの方法としてあるのかなと思っております

けれども、その辺、町長、どうでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

まず、委員の人数に関してでございますが、幅広い議論をしていくということで

考えるならば、そういった人数を増やすということは私としても別に増やしても構

わないと考えておりまして、あとはこういったところで入っていらっしゃらない産

業の方にも入っていただく必要もあるのかもしれませんし、あとはジェンダーバラ

ンス、そういったところを取るために女性の視点をもうちょっと入れるという形で

女性の委員の数を増やすということも必要なんじゃないかなと思います。ただ、あ

まりにも多すぎると、またまとまる話もまとまらなくなってしまう可能性も十分あ

るというところですので、今１０名ですが、せいぜい１５名以内とか、それぐらい

の数が適当なんじゃないかなとは感じているところでございます。 

あと、民間の活用に関しましては、今おっしゃったとおり、あそこの部分を全部

この面積、何か開発するに当たって、こちらからの要望はもちろん出しながらなん

ですけれども、そういったところでのプロポーザルといった手法を取っているとこ

ろは結構ほかの自治体でもございますので、そういったやり方も一つの手段だと私

も認識をしておりまして、そこである程度こちらからの条件を出しながら、こうい

った施設をここのエリアにつくっていただいて、それぞれの民間で競わせるという

ことも必要ではないかと。 終的な手法としては、多分そういうやり方になるんじ

ゃないかなとは思いますが、私もそれは選択肢の一つとして考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 後になります。農協跡地の利活用、本当に何度も申し上げま

すけれど、町民は期待して見守っている事業じゃないかなと、今後何ができるのか

なと感じていると思いますので、今後の計画の推移について、ぜひ定期的に町民の

方にこういう議論が進んでいます、こういうことが行われていますよというお示し

をしていただいて、関心をずっと持ち続けていただいて、 終事業開発決定に至る

ときにも、できれば町民の意見も取り入れながらつくり上げられたら非常に町中心

部の活性化、また本町の魅力アップにも町民を、いわゆる抱き込んで議論できたな

らば非常にいい形で開発ができるんじゃないかなと思っているところですので、そ

の辺の情報提供等も、ちょっと時間はかかるかもしれませんけれども、適宜出して

いただいて、お示しいただきながら一緒に土地開発、まちづくりに取り組む形を取

っていただきたいなと思います。これで終わらせていただきます。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 町民の方々の関心は非常に高いものと認識をしておりますし、

あれだけの広さがございますので、そういったところの、例えば検討委員会での議

論とか、そういったところに関しましても、例えばそれをＰＤＦにしてホームペー

ジに載せるとか、ケーブルテレビに入っていただいて、そこの放映、こういうこと

をやりましたという形の情報発信といったところもやっていく必要があるのかなと

考えておりますので、どういった形で情報を出していくのかというところは、今後

また協議しながら、しっかりと皆さんの満足度を向上させられるようなエリアにし

てまいりたいと思っておりますし、しっかり皆様方からも応援していただけるよう

な開発計画をつくっていければと私としても思っております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、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０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

一般質問を行います。 

４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ４番、井上でございます。通告に基づき、一般質問を２点ほど

させていただきたいと思います。 

まず、第１点、歴史、遺産と文化財の保護ということで質問しております。 

我々が住んでいるこの町には、先達が築いた歴史、遺産、文化がたくさん残され

ていると思います。この先人たちの教えを守り、継承していくのは、私たちの大事

な任務でもあると思います。経済の自立や住みやすさをつくることも非常に大事な

ことですが、先人が築いた歴史を守り、継承していくことも豊かなまちづくりの大

事な要素の一つだと思います。この町の歴史、遺産、文化を、今後どのように守り、

育んでいくのかをお尋ねしたいと思います。 

２点目、これは、先ほど佐藤議員からありました農協跡地づくりにも関連するか

と思いますけれども、コンパクトシティ構想は確か１０年前ぐらいに一度この町で

検討なさったかと思います。その後、どのようになっているのか。ましてや、少子

高齢化ということで経済的な効率化を図る意味でも検討する時期にきているかと思

います。コンパクトシティ構想があるのかないのか、そのあたりをお尋ねしたいと

思います。 
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２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ４番議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、１点目の歴史、遺産と文化財の保護という質問に対してでございます。 

２０１８年に改正され、２０１９年から施行された文化財保護法では、文化財の

保護は保存と活用の両輪からなると明記されています。過去の人々の営みを伝える

文化財については、その価値を保存し、将来に守り伝えるとともに、その公開など

の活用により、その価値を広く社会に生かすことが求められています。 

現在、本町には、国及び県指定選択の文化財が１９件、町指定文化財が１７件あ

り、文化財保護法及び南小国町文化財保護条例等の規定に基づき、保存と活用のた

めの必要な措置を講じています。 

まず、文化財の保存についてですが、指定文化財は所有者が管理や修理をするこ

とと定められておりますが、行政としては補助金の活用や助言等による側面支援を

主体として動いています。昨年１１月には大分県中津市で開催されました九州地区

民俗芸能大会に８００年前からの歴史の重みを感じさせられる中原楽を推薦し、熊

本県の文化財指定に向けての支援を行いました。また、同年１２月には本町文化財

保護委員さんを中心に南小国町の山城５か所を回り、山城跡の確認と文化財として

の看板設置を行い、文化財の保護活動を進めてきました。そして、本年度は、同じ

く文化財保護委員とともに、熊本県文化企画・世界遺産推進課阿蘇分室職員にも同

行していただき、町内の文化財の現況確認を行いながら、保存方法等につきまして

助言・指導をいただいたところです。 

文化財の活用におきましては、新型コロナウイルスの影響により、昨年、今年と

実施できませんでしたが、南小国町文化財保護委員主催の史跡探訪ウォーキングを

実施し、町民の方が地域の歴史文化を認識し学ぶことにより、文化財等を守り、後

世へ伝えようとする心を育む活動に取り組んでまいりました。また、未来のつくり

手である児童生徒に対しても、まちあるき文化財手帳を作成、配布し、地域に様々

な歴史的文化遺産があることを伝え、南小国町の魅力を学ぶ学習教材として活用し

ています。 

今後は、持続可能な歴史文化遺産の保護と活用をさらに推進していくために、地

域住民の方々や児童生徒との協働を大切にして進めていきたいと考えています。 

続きまして、２点目の「コンパクトシティ構想は」に対する答弁でございます。 

コンパクトシティに関して、６月定例議会の児玉議員の一般質問の中で、町の機

能をある程度中心部に集約化していくといった、いわゆるコンパクトシティの考え

に基づいたまちづくりを進める必要性について考えを答弁したところです。私が考
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えるコンパクトシティは、公的な機能を有する、もしくは住民の多くが利用するよ

うな施設や機能を町中心部に集約し、住民の方の利便性や満足度向上を目的として

います。 

現状を見てみると、役場を中心とした半径１キロ圏内に、市原小学校、南小国中

学校、市原保育園等、町の機関、赤馬場駐在所や社会福祉協議会等の公的機関、管

理センター、山村広場、物産館きよらカアサ、温泉館きよら等の公共施設、病院、

歯科医院等の医療機関、肥後銀行や郵便局等の金融機関、３つの町営住宅などがあ

り、ある程度集約されているとみることができます。 

しかしながら、町民アンケートでも意見の多かったスーパー等の買物場所、公園、

子育て施設などは、確かに町中心部にあれば、町民の皆様の満足度を高めることに

つながるものと考えます。特にスーパー等の買物をする場所に関しては要望も多い

のは事実ですが、そこには民間事業者の進出が必要となりますので、町の意向だけ

では実現できないこともあります。 

いずれにしましても、今後の人口減少、少子高齢化を考えると、町中心部にある

程度の機能を集約し、ワンストップ化を図っていく必要性を感じております。庁舎

別館の建設に伴う肥後銀行の移転に関しては、その構想の下で実施する一つであり

ます。今後、町民のニーズや民間事業者との連携、協議も踏まえ、判断していきた

いと考えています。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございました。 

歴史遺産についての質問をいたします。我が町では、確か石器時代、縄文、弥生

あたりが地蔵原中心の古墳等がなされているかと思います。その後、鎌倉、南北朝

時代に非常に小国郷というのは大事な交通要素としていろんなことが起き、いろん

な支配がここでされてきて、確か九州の中でも非常に重要ないろんなことがなされ

た部分があるかと思います。そのあたりが結構あっちこっちに散在していまして、

非常に大事な要素かなと思っております。あと、室町、戦国になりますと、そのあ

たりが崩れて、いろいろ混乱した時代になり、その後、江戸、明治で落ち着いた行

政になっているかと思います。 

この前、たまたまでございますけれど、保護委員の杉さんからちょっと来てくれ

ということで伺いましたところ、太宰府の学芸員さんと阿蘇の振興局の学芸員さん

３名がいらっしゃいまして、５か城のほうの関田からこちらの赤馬場の方面、立岩

までは大体分かっているけれど、湯田が分からないということで、たまたま行きま

したら、矢田原の確かこれは砦、城館の跡かと思いますけれど、立派な石碑があり
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ました。それで、そのついでに確か戦いが行われた跡だからということで、戦いの

跡のところにたまたま上がっていきましたら、同じような石の碑が倒れて、埋もれ

ていまして、逆に学芸員さんたちが興奮状態で非常に大事な価値があるからという

ことでやったわけでございます。 

ぜひいろんな重要な歴史遺産がございますので、今、観光業と町もいろんなもの

に取り組んでおります。その一環として、ただこの町に遊びに来るというお客様だ

けじゃなくて、学ぶという面も非常に大事な要素かと思いますので、観光資源とし

ての活用ができないかをまちづくり課にお尋ねしたいと思います。お願いいたしま

す。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 観光というのは、温泉あるいは紅葉とか、こういう

自然景観とか、そういったところを見にくるだけではなくて、地域の文化を学ぶと

いうことも大変重要ではないかと思っております。ただ、それに対しては、やはり

観光客の皆さんの興味・関心というものも多種多様にありますので、そういったと

ころでかゆいところに手が届くといいますか、きめ細やかなサービスというのが行

き届かない面もあるかと思いますけれども、そういったところも踏まえつつ、やは

りできるところから、文化財として見学に行けるような、そういった整備がされて

いる、または所有者の方も快く見にくることを承諾していただけるようなところが

ありましたら、そういったところは観光スポットとして、竹の熊のケヤキとかもそ

うですけれども、そういったところでいろいろ活用して、観光客が立ち寄って、そ

ういった文化にもなじんでいただくというところも大変重要かなと感じております。

山城とか、そういったところになりますと、なかなか整備というのは個人所有の土

地でございますので、ハードルが高いものではないかと思っております。そういっ

たところは、教育委員会とどういった保存ができるのかとか、そういった所有者の

方々の御協力も得ながら、そういったところでできるところから観光にも活用でき

るように関係機関と連携しながら取り組んでいけたらと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 所有者の意向がといっても、このあたりが、やはり町が先に、

こうしましょう、ああしましょうという提案をしていかないと、所有者も、はっき

り言って、分かっているんですけれど、困っている状態じゃないかなと思います。

特に南北朝の頃の小国５か城、これは鐘ヶ城という関田の上、ちょうど小国町との

町境のところに確かあったと思います。これを入れると６城あると思うんです。先

ほど言いましたように、学芸員と一緒に回っても、現状は全く木の中に埋もれた状



 

－ 22 － 

態で、そこに入っていくこともなかなか難しい。それと、先ほどの戦場跡なんかは

全く石碑も倒れてしまっているという状態で、これは全く誰も入っていない。確か

にこの前、例えば私たちの集落の湯田のほうに聞けば、全員が「あれ、あそこにあ

る」「あそこにあるよ」というのは知っているんですけれど、じゃあ、具体的にど

こだというと、それはなかなか行ったことがない。うわさで知っているけれど、確

認まではしていないという方がほとんど。このままいくと寂れてしまい、今早く手

をつけて、ある程度何らかの形で守っていかないと、だんだん忘れ去られてしまう

んじゃないかなという気がしております。そのあたりをどうしていくのかを伺いた

いと思います。 

○議長（平野昭夫君） どの担当がいいですか。 

教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） そうですね、私も、先日、学芸員さん方との視

察に同行させていただきました。その中でも助言いただいた部分というのが、「ま

ずは知ることです」ということで助言をいただきました。知って、それを伝承して

いく。保存等も、もちろん必要というか、大事なことにはなりますが、「まずは知

って、それを伝えていくということを大事にしてください」という助言をいただき

ました。ですので、私たちとしましては、まずは情報というか、そういった地元の

方、所有者の方、そちらのほうからいただいた情報というのをしっかり把握して、

それを活用していくというか、そういった方向性を出していければなと、今のとこ

ろ考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） この問題は 後になるかと思いますけれど、今度、何か町で報

告会をやるとおっしゃっていましたけれど、それはいつ頃になるでしょうか。今度、

調査した内容を皆さんの前で発表したいということをおっしゃっていました。それ

ほど価値があるんだということを言っていまして、じゃあ、そのときにはまたよろ

しくということで分かれたんですけれど。ただ、これは橋本邸もそうなんですけれ

ど、所有者が、所有者がと言っていると、結果的には埋もれてしまって、どうしよ

うもなくなる。荒れ果ててしまうのがほとんどだと思います。南小国町が本当に豊

かな町であれば、そういう文化財をやはり大事にし、継承し、後世に伝えていくと

いうことは大事な要素だと思いますので、いろいろ若干金もかかるかもしれません

けれど、 低でもそこまでの碑を守り、大した距離じゃないと思いますので、そこ

までの歩道をつくり、看板ぐらいは早急に対応し、先ほど言いました観光的な利活
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用もぜひやっていただきたいと思います。そのあたり、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 申し訳ありません。先ほどの報告会というのは、

私たちは聞いておりませんでしたので、県を踏まえて確認をいたしたいと思います。 

それから、文化財保護委員と年が明けまして、２月に研修等を踏まえて打合せを

行う機会がございますので、その際に併せて確認して、報告会の段取りを考えてい

きたいと思っております。 

それから、先日行いました町内の施設を確認した際にも、看板の破損というか、

一部修繕が必要かなといったところも確認を行っております。全体的な部分がまだ

見えていない部分もありますので、そういったところと併せて話を進めていきたい

と考えております。それも、２月の際に併せて文化財保護委員と打合せをしたいと

考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） これはぜひ観光に利活用できるように町長にお願いしたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それから、コンパクトシティ構想ということで質問を上げておりますけれど、集

約化というのは、別に町の中心部に集めてしまうということではなくて、僕はコン

パクトシティ構想という名前も本当は変えたいんですけれど、地区ごとの集約化、

要するに産業ごとの集約化みたいなのが図れないかなと。例えば、満願寺地区は観

光重視、中原地区は農林業重視、赤馬場地区はそれの全ての機能、いろんな伝達機

能の集約化というのを図れないかなと。といいますのは、今後、労働不足とか、い

ろいろ出てくると思います。それが一つの集約化の中で、ちょっと忙しいけれど、

手伝ってくれないかとか、あの人はこういうことをしているから、時間があったら

手伝おうかという、そういう協力体制ができるような集約化、要するにシティづく

りというのが僕は必要かと思っております。そのあたりが何らかの方向性を出せな

いか。極端に言えば、南小国町のまちづくり、策定だとか、いろいろな文書上では

非常にいい計画がなされております。具体的に、じゃあ、地区ごとにどのような集

約化ができるのか、産業を中心とした集約化ができるのか、そのあたりができない

かなと思っておりますので、そのあたり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） 今質問のあった考え方に関しましては、そういったやり方がい

いのかというところは、まだ私も正直分かりません。産業ごとにある程度、大字満

願寺が観光、そして中原が農林業とか、そういった分け方でいいのかというところ
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は正直何ともお答えはできない部分ではあるんですけれども、これからの将来的な

少子高齢化だったりとか、高齢化の進展といったことを考えたときに、やはり町の

財政としてもずっと潤沢であるわけではございませんので、そういった中で道路網

の整備だったりとか、上下水道の整備だったりとか、そういったところが隅々まで

完璧にできるかと言われると、どうしてもそこは厳しい部分が必ず出てくると認識

をしておりますので、そういった中である程度機能を集約することによって、行く

行くは、もちろん完全に全て町の中心部に集まってはこない部分もあるのかもしれ

ません。そういったサテライトみたいな感じで、大字ごとに一定のエリアに集まる

といったことにはもちろんなるんでしょうけれども、そういった意味で将来を見据

えた、そういった中での集約化、そしてそこにある程度人も集まるような仕組みづ

くりというものが必要ではないかと考えております。産業の集約化とか、そういっ

たところになると、何か井上議員もおっしゃっておられます農業公社だったりとか、

そういったところで人をそれぞれのところに派遣するとか、そこでオペレーターを

育てるとか、そういったところになるのかなと個人的には考えているところでござ

いますので、至らない点がありましたら、また補足の質問をいただければと思いま

す。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 確かに行政がこうするということは、非常に専制主義みたいに

難しさはあるかと思います。ただ、今うちの集落でもキャンプ場の近くで、お一人

であんな山中に住まれている。たまたまこの前、車が入ってきたので、止めて、聞

いたら、県警の免許返納促進隊か何かで４、５人の方がいらっしゃって、９０歳だ

から返納してほしいということをおっしゃっていましたので、「いや、それを取り

上げたら、とても一人住まいで、今、町の物産館に植木を出したりして、頑張って

楽しみでやっているから、非常に酷なことですね」ということで話したんですけれ

ど、やはりいろんなそういう条件の方も全体的にいらっしゃると思いますので、そ

ういう方だけでも、もし希望があれば、どこかに近くにあって快適な住まいができ

ないかなということを感じたものですから、そういう面では何らかの構想を持った

中で、それを即進めろとは言いません。そういうことをどう救済していくかという

こともあって、そういう計画を立ててみたらいかがかなと思いましたので、今回あ

えて質問させていただいております。それと、そのあたりの構想があってこそ、佐

藤議員がおっしゃる農協跡地も生きてくるのかなと思います。 

僕としては、一つだけ 後にあるんですけれど、提案をしたい。できれば町の構

想、そういうコンパクトシティでもいいし、いろんな面の構想をプロポーザルじゃ
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なくて、町民の方からの提案書というのを一回募集して、何らかやってみたらいか

がかなと。それをもとに、もっと進めていくということも大事かなと思いますので、

そのあたりを一度検討し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、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 私としても、コンパクトシティというか、ある程度集約化して

いくことによって、強制的にこちらの中心部に来てくださいよということはまずご

ざいませんので、そのためにも、先ほどあったようなタクシー助成事業だったりと

か、そういったところをさせていただきながら、現状の満足感というか、そういっ

たところを少しでも高めていくような施策で対応できればと思いますし、行く行く

やはりどうしても住みにくい状況になったりとか、中心部のほうが人がいるからと

か、そういったところの気持ちになったときには、こちらに来れるような仕組みづ

くりは今から整えておくべきだろうと考えております。 

あと、町民からのプロポーザルといったところに関しても、そこは、ある意味、

アンケートの一環の中で何かしらできるのかなと考えております。やっぱりどうし

ても民間事業者のプロポーザルのいいところというのは、そういったノウハウを持

って、またあとほかの民間企業とのまずは一つパイプがあるといったところがメリ

ットだろうと思います。仮にアパートだったら、例えば住宅メーカーだったりとか、

子育て支援施設だったらこことか、例えば飲食というか、高齢者向けの給食事業だ

ったらこことか、そういったところでのそれぞれのパイプをお持ちになっていらっ

しゃることによって可能になるというか、実現可能な施設ができますよという提案

ができるというところが一つメリットであるんじゃないかと考えておりますので、

アンケートの方式がどういった形になるかというのは、すみません、まだ分からな

いんですが、そういったアンケートをいただくことによっても、ある意味、一つ町

民の意向というところが反映できる部分もあるんじゃないかとは思いますので、ま

ずはそちらのほう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） 井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） すみません、 後に、じゃあ、まず歴史遺産等を観光上の利活

用として小国５か城の早急の整備をお願いしたいことと、コンパクトシティはやは

りある程度町として準備しておく必要があるかと思いますので、そのあたりを十分

町民の意見を練り上げながら、いろんな計画を進めていただきたいということをお

願いして、 後といたします。ありがとうございました。 

○議長（平野昭夫君） それでは、井上則臣議員の一般質問はこれにて終了いたします。 
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発言者席のマイクを消毒いたします。 

それでは、引き続き一般質問を行います。 

６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） ６番、下城でございます。通告書に基づき、１点だけ質問を

いたします。今後の道路網の整備についてということで、これは町道というよりも

国道、県道のほうがメインの話になりますので、答えにくい部分もあるかとは思い

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

現在、本町を通る主要路線として国道２１２号、国道４４２号があり、それに連

なる県道、町道が整備されていますが、今後の道路整備としてどのようなお考えが

あるか。また、幾度となく議会でも質問があったかと思うが、大観峰トンネルはど

のような取組をしているか。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ６番、下城議員の御質問に対してお答えをいたします。下城議

員が意図されている部分ともしかしたら中身が違う部分もあるかもしれませんので、

そこは質問で修正していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

道路等の公共インフラは、地域住民の安全で快適な生活を支える重要な施設であ

り、利便性の向上や防災機能の強化等を目的とした整備を進めるとともに、安全な

状態を維持できるように適切な管理に取り組む必要があると認識しています。 

現在、町の改築、改良系の道路整備事業としては、第４次南小国町総合計画に登

載している町道中湯田赤迫線、星和八本松線、小原仁連線、樋ノ口吉ノ本線、立岩

線、中杉田烏越線、湯田矢田原線の７路線及び黒川波居原線、長迫交差点工区を中

心に整備を進めていきたいと考えます。 

町としましては、国県道や集落間を結ぶ主要道路については車両の離合が可能な

一次改良はおおむね終えているとの認識を持っているところです。今後は、幅員の

特に狭い部分の局部的な改良、集落内等の主要生活道路等の拡幅工事、道路側溝整

備などを地元の要望や交通量、利用形態等を見ながら優先順位のもと、整備を行い

たいと考えます。また、今後は、国の方針のもと、道路改築、新設改良から橋梁等

重要構造物や舗装補修等の道路メンテナンス事業にシフトして力を入れていく必要

があると考えております。 

続きまして、大観峰トンネルについてですが、国道２１２号は地域経済や人流促

進といった意味においても、小国郷にとっての主要幹線道路の一つです。しかしな

がら、冬場の積雪や豪雨、地震などの自然災害に関しては非常に脆弱であり、近年

多発する大規模な自然災害を考えると、大観峰トンネルの必要性を改めて痛感させ
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られます。 

大観峰トンネルは、小国郷の住民にとっての念願のインフラ整備であり、完成に

より阿蘇市へのアクセスは２０分程度短縮されることが予想され、地域への経済波

及効果や生活の利便性が格段に向上するものと考えます。 

まずは、期成会の立ち上げを行うべきとの意見を坂本代議士からいただいたこと

から、関係する自治体に期成会立ち上げの依頼を行っているところですが、一部の

自治体からはまだ保留の状態となっております。先日、改めて打診させていただき

ましたが、いまだ結論が出ていない状況です。 

そこで、まず参加の御意向をお示しいただいている自治体と一緒になって期成会

の立ち上げを行うべく、担当課レベルでの協議を進めてまいります。今後、参画の

意向を示される関係団体が一丸となり、大観峰トンネル着工に向けた活動を進めな

がら、併せて関係する近隣自治体にも参画いただけるよう継続した働きかけを行っ

てまいる所存です。 

○議長（平野昭夫君） はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） 町道のことは、今回は質問の内容とは違いますので、大観峰

トンネルの話がありましたので、期成会の話は若干話を聞いておりましたけれども、

なかなかそういう期成会の話が進まないというのは、今初めて聞きまして、非常に

残念に思います。ただ、考えてみると、よく言われる費用対効果ということが恐ら

く考えられるところがあるんじゃないかな。つまり小国町と南小国町にとっては、

これは非常に重要なトンネルというか、大きな道路だろうと思いますけれども、そ

れなら、阿蘇市とか阿蘇郡の人たちにとって、各町村にとって、そんなにこのトン

ネルが必要かという話になるとそうでもない。というように、これは本音の話とし

てそういうところが私はありゃせんだろうかなと思います。ただ、そういう期成会

が立ち上がっていくということに対しては大いに賛成ですし、それは大いに進めて

いただきたいと思います。 

ただ、私が言いたいのは、これからが正直本題です。９月末、１０月の頭から来

年、毎年そうですけれども、１月、２月にかけて、大体３トンぐらいの米を博多ま

で大体５回ぐらい、博多か佐賀あたりに、うちのとれた米ですよね、３０キロのも

のを１２６袋一遍に積みますので、行きます。日田まで、３トン積みますから、ト

ラックで行きますので、そんなにビャンビャン飛ばせるということもできませんの

で、またあまりいい道があるわけじゃありませんので、大体１時間近く日田までか

かりゃせんだろうかなと思います。そして、博多、福岡まで持っていくんですが、

普通車だったら２時間ちょっともあれば済むんでしょうけれども、大体２時間半か

ら２時間４０分、そのくらいはかかります。いつも思うんです。これ、どっか高速
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道路でもあったらなって、真剣に思うんです。そのくらい何か怖い思いをしていく

という、これはうちだけの話じゃないと思います。大きなトラックで行くとき、も

しくは実際の話をして、もし日田から熊本市まで高速があるならば、もしくは高規

格道路でもいいです。あるならば、福岡に行くのにも非常にやりやすい。熊本に行

くのにも速い。これは、農産物じゃなくて、荷物を運ぶというだけじゃなくて、御

存じのとおり、例えば高齢者の方が急に悪くなって、そして大きい病院に運ばない

かんとなると、ピーポーピーポー鳴らして、大観峰を下るか、もしくはミルクロー

ドを下っていくか。昼間だったら、ヘリコプターを呼ぶという手もありますけれど

も、ヘリコプターは、夜は飛べませんので、夜はグニャグニャな道を行かないかん。

恐らく相当な時間がかかります。救急車ですから、相当速く行ったとしても、熊本

市内まで４０分から５０分ぐらいかかりゃせんだろうか。ということがあります。

それと同時に、今度は、例えば黒川温泉を含めた、先ほどの観光の話がありますけ

れど、福岡あたりからさっと来れるという観光に対するメリットもあります。ここ

に住んでいながら、熊本市内とか大津とか菊陽とか、あのあたりに通うということ

も今度はできてくるという、そういう幾つものメリットがあると私は思うんです。 

ですから、先ほどのトンネル期成会ということが今進められているということな

んですが、私は、町長が発案者として、日田市と小国町、南小国町、それから阿蘇

郡全部、できるなら熊本市までいくような、そういう構想の期成会、高速道路の期

成会というのを本当に立ち上げてみたらどうかな。実際言って、こんな話というの

は、２０年、３０年、もしできたとしても、そのくらい先の話です。それこそ、町

長は町長でないかもしれないし、私たちの中には死んでいる者も、私なんぞも死ん

でいるかもしれません。そういう長期的な話。しかし、今立ち上げんならば、その

とき本当に必要だなと思って立ち上げても、またそれから２０年、３０年かかると

いう、そういうふうなそれこそ長期的な構想の中で高速道路、高規格道路という考

え方、これには多分、阿蘇郡市とかほかのところも含めて、その中にトンネルとい

うのも考えても私はおかしくないと思うんですけれども、皆さん、恐らく、よし、

その期成会だったらやろうということにもなっていくんだろうと私は思うんです。

だから、言うならば、阿蘇郡だけじゃなくて、向こうの山都町か、あっちのほうも

福岡に行くなら、こっちさん行ったが速いばい、わざわざ熊本市のインターまで行

くよりもこっちさん行ったが速いばいということになれば、そうなるんでしょう。

だから、合意形成をするためにはどんな構想がいいのか、どういう期成会がいいの

かということも含めて考えてみてはどうかなという一つの提案です。ですから、今

日、明日どうのこうのできる話ではありませんので、実際その道路ができるのは、

それこそ今言いました２０、３０年先の話ですから。しかし、今やっとかんと、先
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送り、先送りになって、いつの間にかどんどん先送りになってしまうという、実際

言って、２０５０年にはここの人口が２,５００人ぐらいになるということも何か

調査であったと思いますけれども、どんどんここの中でどうしたらいいかと、ここ

の中に住んでいる人たちの福祉や生活そのものというのが非常に厳しくなっていく。

それだったら、そういう道路の構想も一つあるんじゃないかなと思います。どうか

そのあたり、町長、一つお答えいただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） まず、大観峰トンネルに関しましてでございますが、本来であ

れば年内立ち上げというところを目標に動いてはきたんですけれども、どうしても

足並みがそろっていない状況もございますので、なかなか時間がずれ込んできたと

ころは、大変私としても申し訳なく思っております。ですので、先ほど申し上げた

とおり、まずはそういった思いを持った自治体と関係しながら、期成会をまず立ち

上げさせていただいて、その後にでも協力していただける枠をさらに広げていけれ

ばと思いますし、これに関しては県を越えてでもやっていくべきだろうと思ってお

ります。 

議員がおっしゃられます高速道路なり高規格道路といったところも、非常に先々、

長期的な視点で考えていかねばならない部分であります。確か日田阿蘇道路という

構想がございます。あれは国の方針として日田阿蘇道路といったところで計画は正

直ございます。それは、具体的にどういうルートを通ってというのは、正直、すみ

ません、今、私の手元に資料がございませんので分からないんですが、そういった

ところなのか、議員がおっしゃられているところとそこが一致しているのか分かり

ませんけれども、そういったところで、今後、中長期的な視野に立って、私は別段

提案とか、どうしようともできますし、あとは本当にどれだけ巻き込んで動いてい

くのかというところだと感じておりますので、その一連の中に多分、大観峰トンネ

ルというのが入ってくるんじゃないかなと感じております。 

ですので、国道２１２号の期成会というのがまた一つ別にこれまでもあっており

ますし、私どももそこに入っております。そういったところとのまた整合性だった

りとかも、多分兼ね合いも出てくるかと思いますので、そういったところはまた担

当課とも協議しながら、あとは国道２１２号の期成会なのか、それともまた別に立

ち上げるのかとか、そういったところはまた各首長とも話したいとは思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） 多く申し上げる必要はありません。ぜひとも高速道路、高規

格道路期成会、今、日田阿蘇道路という国のそういうのも一緒にいろんなことを噛

み合わせながら、ぜひともやっていただきたい。その期成会の一番 初の言いだし
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っぺに町長自体がなっていただきたい。誰かが声を上げないと、人頼みしとっても、

誰も動いてはくれません。まず、誰が声を上げるか。その一歩を誰がするか。いつ

するか。そのことを十分に踏まえて、町長自体のリーダーシップを大いに期待して、

私の質問はこれで終わります。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 国の指針でございますので、まずは九州地方整備局とか、そう

いったところの出先機関にでもそういったところの情報収集をさせていただきなが

ら、また今後、首長とかとも話をさせていただければと思っております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

一般質問を行います。 

９番、森永一美議員。 

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

まず、１点目は、プラスチック資源循環促進法についてです。 

プラスチックごみの削減とリサイクルの促進を目的としたプラスチック資源循環

促進法が２０２２年４月より施行予定となっております。この法律は、プラスチッ

クを使用する製品の設計から使用、処理といったライフサイクル全般においてごみ

の発生抑制（Reduce）、再生使用（Reuse）、再生利用（Recycle）を促進する内容

となっております。今までのリサイクル法と違い、適用される商品の範囲が非常に

広く、製造業、小売業、サービス業など、多くの産業に変化を促しております。 

また、本町では総合計画の中に町民生活の中で環境配慮が不十分な部分もある

（プラごみの発生予防等）との記載があります。本町は、日本で も美しい村連合

に加盟しておりますし、筑後川の源流にあります。本町での動きは、川中、川下に

住まれる方々にも影響するものがあると思いますが、プラスチックごみの削減とリ

サイクルの促進について、今後どのように対応しようとお考えか、お尋ねをいたし

ます。 

そして、２点目は、家庭と仕事との両立推進についてです。 

現在、全国的にも共働き世帯が年々増加をしております。本町の子ども・子育て

支援事業計画のデータによりますと、子育て世帯の就労状況は、父親は９割を超え、
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母親は８割以上となっております。特に女性の就労状況は、全国平均と比べても、

いずれの年代でも高くなっております。しかし、子育てに関しましては、母親が主

となって行うものという意識がいまだ根強く残っております。 

こちらは、子ども・子育て支援事業計画からのデータになりますが、主に子育て

をしている方はどなたですかというのを、お子さんが就学前とお子さんが小学生の

親御さんにアンケートを取られています。父・母で主にやっていますという方が就

学前も小学生になっても５０％は超えている状態ですが、主に母親ですと答えられ

た方が、就学前では３８％、小学生の保護者では４４.７％と、いまだ高い数値と

なっております。 

子ども・子育て支援事業計画の中にも明記されておりますが、働きながら安心し

て子供を産み育てることができ、子供と過ごす時間が十分に取れる環境づくりをい

ま一度推進する必要があると考えます。今後の推進についてのお考え及び役場の男

性職員さんの育児休暇取得状況を伺います。 

以上、２点です。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ９番議員の御質問にお答えをいたします。 

まずは、「プラスチック資源循環促進法について」に対してでございます。 

プラスチック資源循環促進法は、２０２１年６月に国会で成立し、２０２２年４

月より施行予定となっております。この法律は、プラスチックを扱う事業者や自治

体が「３つのＲ＋Renewable」を意識した仕組みづくりをすることで地球への環境

保護につながり、持続可能な社会を目指すものになります。「３つのＲ＋

Renewable」は、貴重な資源を循環させて持続可能な社会を目指すことであり、

Reduce（ごみの発生を減らす）、Reuse（使い捨てにせず、繰り返し使う）、

Recycle（貴重な資源として再利用する）、Renewable（再生可能な資源に置き換え

ること）となります。 

この法律の中で第６条の中に地方公共団体の責務として、「市町村は、その区域

内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とあります。この点につきまして

は、阿蘇広域行政事務組合の構成市町村と一体的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

また、町としても筑後川の 上流域に住む者として、また地球上に存在する一つ

の自治体として循環型経済、つまりサーキュラーエコノミーへの取組を進めていく

必要性を感じております。現在、町内では黒川温泉旅館組合が進めている食物残渣

のコンポスト事業やアメニティ用品の脱プラスチック化、また他の町内飲食店でも
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紙ストローを使用するなど、環境に配慮した取組が少しずつ始まっています。 

私も、先月、上京の際に脱プラスチックを進めている民間企業を訪問し、話を伺

ったところ、そこでは生分解性樹脂やバイオマス原料等、環境対応型素材を扱って

おられ、某キー局の番組でも特集されております。例えば、食用に適さない古米や

くず米などを処理し、バイオマスプラスチックにアップサイクルしたものを使用し

たスプーンやフォーク、買物袋などがあるようで、このバイオマスプラスチックを

「ライスレジン」と言い、石油系プラスチックの含有量を大幅に下げることができ

るそうです。また、同様にお米由来の生分解性プラスチックの農業用マルチも現在

実証実験中とのことでした。 

今後は、そういった情報を集めながら、町として何ができるのかを関係課がチー

ムを組んで協議し、小さな動きからでも進めていきたいと考えております。 

続きまして、２つ目の質問でございます。 

現在、若い子育て世代のみならず、ほとんどの御家庭が共働きをされながら生活

をされております。先ほど森永議員がおっしゃったように、子育てに関しては母親

が主となっている御家庭が多く、父親の子育てへの理解、協力が必要であると感じ

ております。 

森永議員にも大変御協力いただいております南小国町男女共同参画推進懇話会に

おきましても、男女共同参画社会に向け、イベントや交流会、子育て支援のビデオ

放映などを行ってまいりました。普段意識されているお父様方は、以前に比べれば

子育てに協力されていると思いますが、共働きなのにどうしても母親に任せっきり

になってしまっている状況も多いようです。全ての方の意識を高めていくためには

時間を要すると思いますが、ポイントを絞り、どの年代のどんな方たちにイベント

や講演会、体験会などを行えばよいのかといった住民への啓発活動も考えていきた

いと思います。 

また、働きながら安心して子育てをする環境づくりに関しましては、乳児家庭全

戸訪問事業や養育支援訪問事業において、町の保健師が育児に関する不安や相談な

ど、直接家庭を訪問し、支援等を行ったり、子育て支援ひろばぬくもりを実施し、

交流の場の提供をしながら子育て中の親子のニーズに合う事業を展開しております。

また、子育て世代に必要とされている病児保育事業を、現在、南小国町、小国町、

そして公立病院とで協議を行っております。現在すり合わせ中ではございますが、

園児や児童が急に熱を出したり、体調不良となった場合、仕事に行かれている保護

者が急に仕事を休まないで済むように公立病院で子供を預かってもらえるサービス

を考えております。このように一つずつではございますが、南小国町の子育て環境

の充実に努めてまいりたいと思います。 
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役場男性職員の育児休暇取得状況につきましては、令和３年１２月１日現在、育

児休業を取得可能な男性職員１１名のうち、１名が育児休業中であり、本町職員の

平均年齢は３５歳台と県内自治体と比較しても非常に若いことから、育児休業を取

得する機会を得る男性職員は今後さらに増えてくるものと思われます。 

このような状況の中、役場では仕事と子育ての両立を支援することなどを目的に

女性活躍推進法などに基づく特定事業主行動計画を策定しており、計画期限である

令和６年度末における男性職員の育児休業取得率の目標を１０％としております。

職員それぞれに家庭の事情があり、育児休業の取得を強制するものではありません

が、育児休業の取得を希望する男性職員全員が取得できるよう男性職員の育児休業

の必要性を周知し、取得しやすい雰囲気を醸成するとともに、育休を取得すること

により担当業務が滞ることのないよう適切な人員配置に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 御答弁いただき、ありがとうございます。 

実際に今、町内外、国内外で様々な動きが行われております。特にプラスチック

資源循環促進法のほうから２つ目の質問に入りたいと思っております。本当に町内

外で様々な活動が行われています。私自身も今回のこの質問を機にいろんな文献を

読んだり、調べ物をしたんですけれども、ああ、こういうやり方があるんだなとい

うような新しいものもたくさんありました。 

そんな中で、町内の方々、特に事業所の方々などと話していく中で、町として環

境に対する宣言をしていただいたらどうだろうかという御意見がありました。宣言

をしていただくということが、いきなりプラスチックの製品全てをゼロにしようと

いう考え方ではなく、１００を０にするのではなく、それは現実的に無理です。厳

しいですし、なかなかそれは継続しないので、できることからできるしこ、できる

ことを取り組んでいけたらなという話を多くの事業者さんがされていました。その

ためにも、町として環境に配慮した優しい町ですという宣言をしていただきたいな

という御意見もありました。例えば、宣言をすることで個人や各御家庭への啓発活

動にもつながると思っております。また、そうすることで、例えば宿泊施設さんな

どでは、今現在、多くの宿泊施設さん、特に旅館さんになりますと、各お部屋に人

数ごとの歯ブラシ何本とか、女性だったらコームとか何かいろんなアメニティも入

れていますけれども、今後、例えば町として環境配慮していますので、アメニティ

は販売になりますとか、例えば今まで人数ごとにセットしていたものをフロントで

受渡しができたりとか、そういった旅館さんや宿泊施設さんとしても動きがつけら

れる。町が環境宣言しているから、うちの旅館もこうですという流れができるかな



 

－ 34 － 

という話もいただいています。 

また、沖縄県などは、ホームページなどを見ていますと、環境宣言をされている

ので、県が実施する会議ではワンウェイの使い捨てのプラスチック製品、ペットボ

トルのお茶などは配布が禁止とはっきりと明記をされておりました。 

まず、できることをするためにも町として意思を見せる。宣言をするというのは

いかがかなと感じております。きっとこういった行動は、町のイメージ向上等にも

つながってくるかと思っておりますので、宣言についていかがかなと、町長の考え

を伺えたらと思っております。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 今、議員から提案がありました宣言に関してでございますが、

宣言についてすることはすごく大切なことだと考えております。先ほどの答弁の中

でもございましたけれども、やはり筑後川の 上流域として、また海洋問題とかに

も 終的にはつながってまいりますので、そういった意味において、町がこういう

方針でまちづくりを進めていますといったところを前面に打ち出していくというこ

とは私としても大切なことだろうと感じておりますので、先ほど民間企業に伺って、

話を聞いたということもございましたけれども、今後その民間企業とまずはオンラ

イン会議とかでつなぎまして、どういったことをやっているのかといったところを

職員、今、１０数名参加予定なんですが、まずオンライン会議をやっていくという

ことで話を進めているところでございます。また、そこの会社自体もコンポスト関

係もやっていらっしゃいます。例えば、それが一気に町内の各家庭に広げるという

ところは非常に難しい部分がありますので、例えば保育園だったりとか、小中学校

だったりとかというところにコンポストを設置するなりして、そこで食物残渣を堆

肥化していくとか、そういったところで、またその堆肥化したものを野菜づくりに

回していくとか、そういった循環型の仕組みも今後つくっていけたらなというとこ

ろで私個人としては考えておりますので、そういったところの情報を収集しながら、

何がまずできるのか、できるところからやっていきたいなと思います。そういった

意味においても、そういった町としてこういうスタンスで環境問題に取り組んでい

きますよという宣言というものは必要であるという認識でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。 

まず、おっしゃっていたコンポストも、私も実際に近隣町村でコンポストの補助

などを積極的にされていらっしゃる自治体にもお話を伺ってきたんですけれども、

各家庭レベルであるとなかなか難しかったというのは住民の方もおっしゃっていま

した。やはり常に管理をしなければいけないとなると、先ほど町長がおっしゃった
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ように、事業所だったり、保育園、小中学校など、常に人が管理できるところとい

うほうがこれはよりよいなというのは自治体の方もおっしゃっていたので、ぜひこ

ちらもお願いできたらなと思っております。 

また、日本自体はプラスチックの生産量が世界で第３位となっております。容器

包装のプラスチックごみの発生などは世界第２位となっておりますので、この問題

に関しては、やはり日本に住む我々はしっかりと向き合っていく必要があるなと感

じております。南小国町でできることは全体から見たら小さいかもしれませんけれ

ども、まずは小さな一歩を踏み出していくということが今後とても必要になってく

るかと思っております。なので、ぜひ宣言をしていただけたらと思っていますし、

これは可能なら早ければ早いほうがありがたいなと思っています。来年の４月から

は宿泊施設さんにおいてもアメニティは有料化になってきますので、その前に宣言

ができたらなとは思っているところです。ぜひよろしくお願いをいたします。 

では、２点目の質問に入らせていただきます。２点目が家庭と仕事の両立推進に

ついてというところです。現在、病児保育等々、様々な動きを起こしていただきま

して、本当にありがたく感じております。 

まず、男性職員さんの育児休暇の取得についてですけれども、１１名中、１名と

いう数字ですね、確かこの１名が初めて育児休暇を取得されたのかなと認識をして

おります。この数字が高いのかどうかというところでいうと、先ほど町長もおっし

ゃっていましたが、もっと希望する方が全て取得できる状況になればなと願ってお

ります。 

国として２０２５年度までに男性の育児休暇取得率というのは３０％として目標

を上げられております。現状、全国的にも熊本県全体でも男性の育児休暇取得とい

うのは１割を切っている状態です。女性は、県でいうと９５％ほど取得されていま

すので、そこに対してはとても大きな開きがあると感じています。 

取得率が伸びない原因の一つとして、男性は仕事、家事や育児は女性といった固

定的な性別的な役割意識が社会全体に依然としてあると言われております。この役

割意識に対して、やはり息苦しさを感じたり、プレッシャーに感じられる方という

のも多くいらっしゃると思います。 

実際、私のほうで地方の子育て世帯の男性に聞くと、半数以上は育休を取りたい

と、取って子供と過ごしたいと、でも、やはり取れない、取りにくいという意見で

した。逆に、母親たちからは、パートナーには１週間でいいので、育休を取って、

家にいてほしかったという意見が出ています。その理由を聞くと、育児やってとか、

家事やってとかという意見ではなく、子供のかわいい時期をゆっくり一緒に見つめ

たかったというものばかりでした。特に地方に住みますと、週末も地域の出事など
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もありますので、育休によって子供と向き合ってほしいなという内容ばかりでした。 

改めてですけれども、育児休暇に男性の育休によるメリットというものをまとめ

てみました。 

まず、働く側、社員さん、職員さんにとっては、何よりも子供と過ごすかけがえ

のない時間を確保できること。２点目に、プライベートを踏まえたキャリアプラン

を考えるきっかけになると。３点目が、夫婦間の会話が増えると、そうすることで

家庭環境が安定し、子供への好影響が出るというものでした。海外のデータでは、

乳幼児期の家庭環境の安定によって、将来の偏差値も変動するというデータも出て

いましたので、働く側にとってもいいことがありました。 

また、雇用主、企業側、事業者さん側になりますと、ワークライフバランスの意

識が高まり、生産性の向上につながるというメリットがあります。なるべく家庭に

入ってみる、育休を取ってみると結構大変だったという意見をよく聞きます。だか

ら、家に帰って、子供をお風呂に入れなきゃとかと考えると、早めにお仕事を何時

までにきちんと終わらせようとかと思われることで生産性が向上されるということ

でした。また、働きやすくなり、人材定着につながる。そして、３点目に働き方改

革をしていると認知されることによって、採用にも好影響が出るというものでした。

新入社員に広くアンケートを取られておりますところによると、男性の新入社員の

約８割は育休を取りたいと今は考えられているそうです。やはりそういう働き方と

いうのも就職先を選ぶ上で重要なポイントになってきている状況です。 

メリット、デメリット、様々あるかと思いますが、今はメリットのみ挙げさせて

いただきました。先ほどの答弁にもありましたが、育休を取得するということは、

その期間、取得された方が不在になるということです。なので、併せて働き方の見

直し、業務の見直しなども同時に必要になってくるものかと思います。それでも、

やはりメリットというのは大きいのではないかと感じているところです。 

私から、今から男性の育休に関して先進的な事例というのを３つ御紹介したいと

思います。 

全国自治体の取得率トップの千葉のほうですね、ここは希望者に取らせるという

よりも、取得しない理由を聞くという、そこまで徹底をされているそうです。何で

取得しないんですか。じゃあ、どうしたらできるんですかというところで９割を超

える取得率となっております。 

また、県内の企業さんで男性社員の育児休暇取得率１００％の企業さんもありま

したので、お話を伺ってきましたところ、そちらは会社全体で男性社員も育児休暇

を取得するようにということでトップが明言をされたと。ルールを決められておら

れました。ルールは、そこの企業さんでは、お子さんが生まれて１歳になるまでの
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間に 低５日を連続して休んでくださいというものでした。カレンダーどおりの営

業をされていますので、前後土日を合わせて 低でも９日間の育休を取ってくださ

いというものでした。もし取得しなかったらどうなるんですかと聞いたら、取得し

なかったら、その対象者もその上司も減点評価となりますと。査定が減点になるの

で、給与にも影響が出てきますというそうです。なので、ここまでして育休は１０

０％になるということでした。 

一方、中小企業さんへの対応をされている自治体もありました。育児休暇の取得

というと、やはり中小企業さんは難しいところがありますので、中小企業さんに勤

務する男性が育児休暇を取得した場合、その対象者と事業者に奨励金を支給すると

いう制度を、これは千葉市さんがされていました。１０日以上育児休業を取得した

男性職員さんには５万円ですと。この労働者を雇用している事業主さんには２０万

円という、こういうふうに自治体が率先して、男性の育児休業を促進されていると

いうこともありました。 

やはりここまでしないと、 初はトップダウンでも取ってもらうというぐらいに

しないと、なかなか取りにくいというのが現状なのかなと感じているところです。

町が率先して男性の育児休業取得を促進することによって、社会全体、町全体が男

性が親として子育ての役割や責任を全うできる風潮となって、一層子育てしやすい

町と言えるのかなと考えております。 

併せて、町内の子育て世帯の方と話していまして、どうやったら家庭と仕事を両

立できるんだろうということで、いろんな方と話している中で意見、アイデアが出

たので、こちらを３点ほど紹介したいと思います。 

まず、１点目が、妊娠時もしくは産後に御夫婦で集まれる機会があったらなとい

うものでした。やはり同時期に生まれる子供の親同士がつながれる機会になれたら

なという話でした。例えば、妊娠時に集まれるんだったら、妊娠時に母親同士で妊

娠中の悩みを相談できたり、父親も心構えというか、サポートの仕方などを学ぶ機

会になったらなと思っています。先日、助産師さんで産前産後のケアをされていら

っしゃる方とお話しする機会があったんですけれども、やはり周りのサポートは絶

対必要と。そのサポートによって、子供の発育にも大きい変化が出てきますとおっ

しゃっていました。そのサポートの仕方が分からない人が多いんじゃないかなとい

う話もされていました。例えば、父親教室じゃないですけれども、何かそういった

サポートを学べる機会というのも設けることができたらなと感じています。 

２点目が、例えば父親向けの講演会などがあったらどうだろうという話も出てお

りました。子育て講演会や何か勉強会などがあると、どうしても母親が多い状態で

す。母親が多いので、男性というのは入りにくくなっているんじゃないかなという
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意見も出ています。なので、例えばオンラインの開催なり、父親専門の父親向けの

講演会などがあってもどうかなという意見も出ています。 

３点目が、これはアイデアというか、ちょっとしたお願いに近いところもあるん

ですけれども、つながりづくりのための声かけというのをお願いできたらなと思っ

ています。例えば、転入時や婚姻時に役場で手続をすると思います。そういったと

き、多くのケースがどちらかが小国郷の在住者、どちらかが小国郷外から来られる

ケースだと思っていますが、そうしたときに片方は地域につながりがあるけれど、

もう片方はつながりがないと、孤独になりがちということがあります。夫以外の話

し相手ができずに２年とか、相談できる人ができるまでに３年かかったなど、話を

聞くと、やはりセットで町外への転出を考えられたり、離婚なども考えられたと聞

いていますので、例えば役場で手続をされる際に、どちらかが小国郷の方がいらっ

しゃるんだったら、御自身の知り合いなどを紹介してくださいねのようなアナウン

スを少し入れていただけたらなと感じております。やはり生きる上でつながりとい

うのは必須ですので、そういったつながりの促進というのを働きかけていただけた

らなと思っております。 

以上、家庭と仕事との両立推進について、自治体さんの事例とか町内の方々の意

見など、すみません、たくさんもろもろ述べたんですけれども、ぜひ前向きに御検

討いただけたらなと思っております。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 今、事例をお聞きしながら、なるほどなと思いながら拝聴させ

ていただいたところでございます。役場としてしっかりと取っていただくというこ

とは必要だと思いますので、そういったところを取得しない理由を聞くというとこ

ろまで私も考えが至らなかったところもございます。まずは、取得しやすい環境づ

くりといったところ、そういったところもこちらで協議していきたいと思いますし、

どうしても取得しなかった理由というのは、一つ業務がたまっている、またどうし

てもあと残った仕事を、じゃあ、誰がするのかとか、そういった不安もあるんじゃ

ないかと考えております。そういったところの体制整備だったりとかというのも町

として考えなくてはいけないところでしょうし、同時にやっぱり業務の効率化とい

ったところをすることによって、時間的な余裕を生み出すということが大切だろう

と思います。 

現在、担当課長とチームとなって、課を横断した業務効率化の改善チームといっ

たところが立ち上がっておりまして、どういったところでデジタル化していくとか、

そういったことをしながら、これまでの業務を全て今見直すという作業もやってお

ります。また、ＲＰＡとか、そういったところの導入ということもしながら、でき
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るところから業務を効率化しながら、自分たちの時間を生み出すということが、ま

たこういったところの育休の取得とか、そういったところにもつながってくるんじ

ゃないかと思っておりますので、そういった業務効率化、またそういったことをや

っていきながら、育休の取得向上といったところを目指してまいりたいと思います。 

また、民間企業さんとかに関しましては、私のほうでできることというのはまだ

まだ不透明な部分もございますので、そういった先進的な取組に関しては、まずは

事例としていただきたいと思います。 

それ以外の部分は、また担当課長から説明をさせますので、よろしくお願いいた

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） 森永議員、いろいろとありがとうございます。 

町でもつながりづくりという面ではとても大切なことかなと考えておりまして、

まず子供さんがお生まれになってから乳児の全戸訪問があるんですが、その後の乳

児健診でなるべく近くにお住みの方をそばのほうに御案内して、お友だちづくりが

できていけたらいいなというところは念頭に置いた上で事業を展開してまいりまし

た。しかし、今お話をお聞きして、まだまだかなと感じたところです。 

今後、子供さんが御家族の手元で育つ時間って長いようで短いものでもあります

ので、将来、子供さんたちが巣立った後に悩んだりつまずいたりしたときに羽根を

休める場として帰ってこられる御家庭となるように、今後とも充実した子育てが御

家族でできるようにできる限りの御支援をしていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 続いて、福祉課長、答弁はないですか。 

はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 私からは、父親の講演会があってもいいと、そういうとこ

ろは、今、ぬくもりというのを行っております。そこにいつもお母様方が来られて

いますけれども、お父様が代わりに来ていただいたりとか、そういうところも考え

ていければと思っています。今これだけですけれど、一応そういうところです。 

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。 

私自身も今３人子供がおります。実際にいろんな健診などに行く中で、とても職

員さんが連れてきた子供だけじゃなく、兄弟のことまで気にしていただいたりとか、

本当に細部までよく気を配ってくださって、よく覚えていただいて、お姉ちゃんた

ちの関わりはどうですかなど、個人に沿った声かけまでしていただいていると思い
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ます。本当に温かく見守っていただいていると感じております。 

すみません、育休に関しましてですけれども、母親の方々のお話を聞くと、育休

を取ってほしかったという方々の中には、半年取ってほしいという方は私の周りは

おられず、１週間でいいから取ってほしかったという方ばかりだったんです。家事

をする、育児をするためではなく、子供を一緒に見つめたいというものでしたので、

今しかない時間というのを一緒に見つめることで、また夫婦間のつながりが強くな

ったり、今後の子供への対応なども変わってくるものがあると思いますので、 長

というよりも、まずは短い期間でもいいので、全職員さんが取っていただけるよう

な取組というのも御検討いただけたらと思いますし、役場だけでなく、町内の企業

さん、事業所さんも取れるような助成の仕組みなども併せて検討いただけたらいい

のかなと感じております。 

やはり家庭と仕事の両立を推進することによって、男だからとか、女だからとい

うジェンダー区分によらない生き方ができる。本町に住む全ての人が、誰もがいき

いきと自分らしく生きられる町であればと願って、私の一般質問を終えたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○議長（平野昭夫君） 髙橋町長、答弁をお願いします。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

今現在育休を取っている職員に関しては、本町の役場で初めて取得をしたという

ところでもございまして、本人は５か月の育休を取得されております。もちろん本

人自体も取得する際にはいろいろと心配しながら、仕事に支障を来すんじゃないか

とか、そういった不安もあったとは思いますけれども、しっかりと後任の方だった

りとかが業務をやっていただいて、もちろん引き継ぎもあったんですけれども、し

っかりとやっていただきながら、どうにかスムーズに業務も引き継いでいただいて

いる状況でもございます。期間が 低１週間でもとか、そういう話でもありますし、

少しでも長いほうが、それにこしたことはないとは思いますので、そういったとこ

ろで、改めてこちらからも育児休暇といったところの取得に関しても向上に向けて

進めていきたいと思いますし、今回、職員が取っていただいたことで取得しやすい

雰囲気が生まれたんじゃないかなとは感じておりますので、気兼ねなく取得できる

仕組みをつくってまいりたいと思いますし、またその後の人員の体制整備、そうい

ったところも私も考えてまいりたいと思います。 

また、民間の事業者に対する補助といった部分に関しましては、私も情報がござ

いませんので、そういったところの情報をまず集めながら、あとはやはり町内の企

業に関しましても事業主に対してそういった育児休暇の取得を促進するような何か

アナウンスといいますか、そういったところをまずやっていくことが必要なのかな
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とは感じておりますので、そういったところも森永議員からもアドバイスをいただ

きながら、例えばその辺をケーブルテレビとかで流していくとか、そういったとこ

ろ、できるところからやっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

それでは、消毒をいたします。 

それでは、引き続き一般質問を行います。 

３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 通告に基づきまして、平野台地区の今後の活用法について、お

伺いいたします。 

平成３年度から健康とゆとりの森整備事業によって総事業費６億２,０００万円

をかけて、平野台地区から大谷山地区にかけてのエリアは、すずめ地獄や恋人たち

の丘など観光スポットとしても注目の場所であり、たくさんの観光客が訪れており

ます。しかし、整備から３０年が経過し、木柵が朽ちていたり、すずめ地獄も平成

２９年の水害により、その様相も変わって、以前の風景とはかけ離れた状況になっ

ております。今後、まちとしてどう維持整備をされていくのか、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、御指摘の平野台地区のエリアについてですが、総称として「健康とゆとり

の森」として答弁させていただきますので、御了承ください。 

健康とゆとりの森整備事業は、平成３年から平成５年度までの期間、すずめ地獄、

親水公園、恋人たちの丘、せせらぎの森、広葉樹の森などへの遊歩道や休憩所、駐

車場やトイレの整備として総額約６億２,０００万円をかけて実施され、現在に至

るまで黒川温泉や本町を訪れた際の自然散策スポットとして多くの観光客や町民に

親しまれてきました。 

しかしながら、御指摘のとおり、整備後３０年が経過し、それらの経年劣化に加

え、平成２８年の熊本地震、令和２年の豪雨など相次ぐ自然災害により、遊歩道の

崩壊など多くの被害が発生しています。また、過去にも、御指摘いただいたとおり、

すずめ地獄のトイレについても度重なる水害や水源地付近の原野崩壊により、水を

確保することが困難となり、また他事業における復旧予算の財源確保のため、現在

も閉鎖している状況です。 

しかしながら、観光客や町民の方々からの復旧を望む声も寄せられており、また、

株式会社ＳＭＯ南小国による健康とゆとりの森を利用した外国人観光客ツアーも新

型コロナウイルス感染症予防対策以前まで実施され、高い評価を得られていました。 

このような状況を踏まえ、令和４年度予算において、県補助金の活用を行い、一
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部の復旧計画を考えているところであります。しかし、せせらぎの森や広葉樹の森

などについては、復旧や維持管理に多額の費用が生じることや訪れた方の安全性を

いかに確保するかが重要視されます。今後、南小国町観光協会や黒川温泉旅館組合

等と協議を行い、健康とゆとりの森の活用方法や管理を行っていただく事業者、ボ

ランティアを活用した維持管理等も含めた検討を行いたいと考えており、それらの

協議が整うまでは、ひとまず緊急性の高い復旧を優先し対応したいと考えています。 

○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。 

私も、先日また改めてあのエリアを訪れてみました。町長おっしゃるように、町

道黒川大谷山線から憩いの森、それから紅葉の森、せせらぎの森、これに通じる連

絡道路は途中で通行止めの看板表示があって、それ以上は進めないという状況にな

っておりました。 

それが、そこの場所に行くまで通行止めという表示が全然なかったわけです。で

あれば、町道黒川大谷山線から憩いの森のほうに下りる看板に、例えばそういう表

示をするべきではないかと。コンパクトカーであれば下でＵターンはできるんです

けれども、そばまで行って、通行止めの表示を見て、また引き返すというのは、や

はり訪れたお客様からすれば、観光スポットとしてはどうなのかなという印象を受

けました。 

それから、大谷山地区に向かう左下にきよらの森という杉林がありますけれども、

これもここ数年手入れをされていないのか、全然林の中に光が入るような状態じゃ

なくて、間伐が必要ではないか。そのまま放置されている状況が見受けられました。 

すずめ地獄も、これは、令和元年になりますか、一番 初の質問のときにさせて

いただきましたけれども、やはり以前のすずめ地獄とは様相が異なっていて、今は

人が１人歩くのが精いっぱいぐらいの道幅だけ確保されていて、周りにはススキや

雑草が生い茂って、とても観光スポットとしてお客様が訪れるような場所ではなく

なっているんじゃないかと。通路の途中も多分イノシシが道路脇を掘って流出した

のだと思いますけれども、土砂が流れ込んで、足場板が敷いてありましたけれども、

その下は水が流れて、土砂がとても普通の靴では歩けない状況になっていたと。こ

ういった状況が至るところで見受けられました。 

トイレにおいても、現時点ではすずめ地獄の駐車場も親水公園の駐車場にあるト

イレも使用禁止になっています。すずめ地獄は、事件か何かあったのかなというく

らい標識ロープと立入禁止のテープが張り巡らしてあって、異様な光景だなと私の

目には映りました。駐車場に設置してあったベンチも朽ち果ててしまって、とても

腰をかけて休憩する状況ではないと。 
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せっかくですね、以前も町長おっしゃったように、滞在型の観光地を目指してい

くのであれば、身近なところからそういった部分を少しでも手直しをしていく必要

があるのではないかと。大きな金額をかけて一気にあそこを整備するのではなくて、

できる範囲で少しずつでもそういった老朽化した部分の修理をしていくとか、そう

いった部分がやはり見受けられれば、観光で訪れたお客様もそんなにがっかりする

ことはないんじゃないかと思います。 

それから、親水公園、そして恋人たちの丘のほうに足をのばしましたけれども、

親水公園は、以前、私の子供が小さかった頃に何度か夏場、遊びに連れていきまし

たけれども、非常に水が冷たくて、上の用水路から水を引っ張っていたんですけれ

ども、水が対流すればそこそこ遊べるのかもしれませんけれども、非常に勢いのあ

る水の流れで、冷たい水で子供もあまり長時間水と遊ぶ状況ではなかった。ただ、

東屋がありましたので、そのあたりで子供たちが遊ぶことはできましたけれども、

そういった部分も、ただ整備をして終わりじゃなくて、やはりその後の使い方あた

りも検討する必要があるのではないかと考えます。 

恋人たちの丘は、昨年、町内の案内のマップあたりは、まちづくり課のほうで整

備をしていただきまして、非常にきれいに整備をされておりましたけれども、展望

台の屋根が何か所か木が朽ちていた部分がありますし、手すりは１本柱が抜けてい

る場所もありましたし、また駐車場の木柵あたりが朽ちてなくなっていた部分に標

識ロープ、トラロープが張り巡らしてあるという状況で、私は個人的に瀬の本より

もあそこからの景観が好きなんですけれども、正面に阿蘇五岳が見えますし、東に

は祖母山、そして裏には九重の山々、そして天気がよければ雲仙普賢岳まで見渡せ

るような非常に人工の工作物も少なくて、非常に眺めがいい場所で、四季折々の景

観が楽しめる場所になっています。こういった場所を観光の資源として生かせるよ

うに、今後手を入れていく必要があるんではないかと考えます。 

旅館組合の組合長とは話ができなかったんですが、旅館組合の職員の方と話をし

たときに、以前は黒川温泉を訪れた方が翌日に旅館組合から平野台までウォーキン

グをされたりとか、レンタルの自転車を借りて、恋人たちの丘まで行かれたりとか、

また旅館組合のイベントとして宿泊のお客様対象に朝ピクニックといって、希望の

お客様を平野台まで連れていって、そこで朝食を食べていただくと、そういうイベ

ントも開催をされて、非常に好評であったという話を聞きます。 

町長の答弁にもありましたように、ＳＭＯも外国人向けのそういったイベントと

して健康とゆとりの森を活用しながら、そういった観光のプランも造成をされてい

たという話を聞いております。 

今、これが南小国町の観光協会が作成しているパンフレットになりますけれども、
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「思い立ったら阿蘇南小国を歩こう」というパンフレットです。この中にも平野台

の３つのコースが紹介されています。旅館組合がウォーキングあたりを推進してい

た頃は、黒川の老人会あたりがその３つのルートの道路沿いの草切りとか手入れを

ボランティアでしていただいていたということで、今後は町だけではなくて、先ほ

どおっしゃったように、観光協会や旅館組合、そういった部分と連携をしながら、

平野台を一つの観光資源として、それぞれみんなで力を合わせて維持をしていく形

をつくっていかないと、せっかくこれだけ整備をしたのに生かされないのはもった

いないなと思います。 

来年度から県の補助をいただいて、少しずつ変えていくということですけれども、

やはりトイレの整備というのは早急に手をつける必要があるのではないかと思いま

すが、具体的にどのあたりから整備、またほかの団体とどういうふうに連携しなが

ら維持を進めていくのか、考えがあればお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 提案も含めた御質問をいただき、大変ありがとうござい

ます。 

まず、今年度になりますけれども、先の議会でも審議させていただきましたが、

親水公園のトイレについては、ボーリングを行いまして、復旧といいますか、そう

いう形にしております。先ほどお話があったとおり、どうしても用水路からの取水

という形、それと雨水等も活用したところで今までやっていたんですけれども、何

回も何回もうちの職員が行きまして、メンテ等もやっているところがあったもので

すから、こういったことで行ったところです。 

また、一方ですずめ地獄のトイレなんですけれども、ほかの議員さんからも御指

摘をいただきまして、あまりにも様相がすごいということもいただきましたが、す

みません、私が行って、テープを張りました。なかなか急を要するといいますか、

トイレを利用したい方というのは我慢できずにどんなに封鎖してあっても中を利用

するというところもあるのかなと、それとまた外国人関係の方もいらっしゃるのか

なというところで、非常に目立つようにしているところもございます。 

また、トイレの必要性なんですけれども、一方で少し離れたところにはなります

が、指定管理制度で行われている駐車場、ガソリンスタンドのちょっと上のほうに

なりますけれども、あそこにもトイレがあると。親水公園にもトイレがあると。ま

た、そこですずめ地獄のトイレが必要かどうかというのは、今後の協議というとこ

ろもあるのかなと思っています。 

令和４年度当初予算の審議の部分にもなりますので、なおかつ予算査定等も含め

たところでの話になりますので、現時点で考えている部分になりますけれども、恋
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人たちの丘のほうに行きます木柵関係、先ほど駐車場部分というお話だと思います。

そこの木柵が非常に危ない状況であると。それと、トイレは、先ほど言いましたと

おり、検討の部分になります。すずめ地獄の部分から平野台側エリアのほうに行く

途中の遊歩道といいますか、そういうところの崩壊だったり、危険性がある、そう

いった部分の手直しというのを考えております。黒川温泉旅館組合だったりとか、

観光協会だったりとか、ボランティアだったりとかいうところで、町長からの答弁

もありましたけれども、今現実ありますのがボランティアの方でできる限りという

ところがあるんですが、先ほどお話のありました間伐だったりとか、除伐だったり

とか、そういうところも含めたところでのお話があっておりますので、そういった

ところができればと思っています。 

いずれにしましても、維持管理費、修理費、修繕費、そういったところも含めて、

当初６億２,０００万円という形で行いましたけれども、復旧すればするだけ、そ

れだけまたお金もかかると。また、維持費もかかると。観光資源としての必要性と

いうものも十分理解した上で、それを維持していくための財源収入、そういったと

ころも考えていく必要がございます。一方で、本当にその施設全体が必要かどうか

というところは、当初６億２,０００万円をかけて行いましたけれども、将来性を

踏まえたところで、ある意味では切り捨てる、そういったところの考えも協議の中

では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） 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。 

確かに近くには何か所か、そういうトイレがありますけれども、車で訪れた方に

ついては、黒川温泉の駐車場なり、近隣の旅館や旅館組合のトイレ、そういった部

分の利用はそんなに不便ではないのかなと思いますが、やはりウォーキングで訪れ

たお客様が、すずめ地獄まで行って、トイレが使えない。恋人たちの丘まで行って、

トイレが使えない。じゃあ、黒川温泉の駐車場まで戻ってくださいというのは、果

たしてどうなのかというのは感じます。親水公園の駐車場のトイレでも利用できれ

ばあそこの利用価値は上がるかと思いますけれども、すずめ地獄のトイレの利用が

無理であれば、例えばあそこの壁をぶち抜いて、休憩スペースのような形で残すの

か、完全に撤去するのか、やはり今の状態のままではあの場所の風景にはなじめな

いのではないかなと考えます。 

すずめ地獄のそばに奇岩石群がありますけれども、ああいうところを訪れると、

やはり大人の私であってもわくわくするような場所であります。遊歩道あたりは森

林組合あたりにお願いをして、草刈りあたりを行っていただいているみたいですけ
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れども、以前、お客様を案内した際に、すずめ地獄の恋人たちの丘側に広がる松並

木、あれは非常に驚かれて感動されました。今、なかなか松の木が生い茂る場所が

少ない中で、あれだけの大きな松が群生している場所はなかなかないと。これは非

常に町のほうで手入れをされているんですかという話を伺いましたが、確認しまし

たら、松くい虫の防除は国道４４２号の瀬の本方面の松並木は定期的に行っていま

すが、こちらのゆとりの森の松の木はそういった防除は行っていないということで

すけれども、あれだけの松が群生しているというのも一つの宝ではないかなと思い

ますので、そういった部分が生かせる方法を今後考えていただければと思います。 

今後の活用法の一つのヒントとして参考になればと思いますけれども、２００６

年度から全国的に森林セラピーという事業がありまして、以前は森林浴とかいう言

葉を聞かれた方は多いと思いますけれども、これは、道幅がある程度あって、歩き

やすい散策路が１本以上あれば認定審査を受けられるということです。ただ、セラ

ピストが必要になってきますけれども、森林を歩きながら、そして地べたに寝そべ

って、木々のさえずりであるとか風の流れを感じながら心身ともにリラックスをす

ると。これは、例えば黒川温泉の宿泊施設と連携しながら、宿泊とそういった森林

セラピーを取り入れた観光造成、商品造成も可能になってくるのではないかと考え

ます。 

もう一つは、フォレストアドベンチャーといって、フランス語で「冒険の森」と

いう意味だそうですが、これはお隣の中津江村がフィールドアスレチックを行って

おりますけれども、こちらは森林の形をそのまま利用したパークづくりということ

で、例えば山の形状を利用してフィールドアスレチック、子供対象とか大人の方を

対象にした、そういった取組がなされております。これは九州７か所で、熊本は美

里町がそういったフォレストアドベンチャーの施設をつくられているそうです。こ

れは基本的にはけがと弁当は自分持ちということで自己の責任において自然と親し

みながら、その収益で森林の整備を進めていくという事業を行われているそうです。

ですから、ただ、今のあの地区を維持していくだけじゃなくて、森林セラピーであ

るとか、フォレストアドベンチャーであるとか、そういった森を活用して、またそ

の地域の黒川温泉とか田の原温泉、そのほかの宿泊施設やキャンプ場あたりと連携

をしながら滞在型のそういった体験施設をつくっていくのも一つのあの場所を生か

す方法ではないかなと思っております。 

あの地区は、南小国でも珍しい結構クヌギ、ナラの木に宿り木が群生しておりま

す。今の時期でも鳥が巣をつくったような丸い形の宿り木があっちこっちで見られ

ます。これは黒川を訪れたお客様もびっくりするんですが、なかなかああいう宿り

木の群生地も珍しいのではないかと思いますので、そういった部分にも目を向けな
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がら、やはり少しでもあの地域で訪れた方々が憩えるような、またあの場所が生か

されるような、そういった今後の活用法を考えていっていただければと思います。

中には黒川簡易水道の水源地もありますので、あの区域は重要な町にとっては地域

になると思いますので、そういった部分も含めて、いろんな町だけではなくて、い

ろんな方と取り組んで、うまくあの地域を生かしていけるような今後の取組をお願

いしたいと思います。その点について何かあれば。 

○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。 

町としても、課長の答弁にもありましたけれど、まずはできるところから、また

早急に対応しなければならないところから対応させていただきたいと考えておりま

す。もちろん投資するだけではなくて、そういったフォレストアドベンチャーだっ

たりとかというのは本当に収益を上げる一つの手段として十分に考えられるものだ

と考えておりますし、確かあれは民間企業か何かが手がけられてやっていらっしゃ

るということですので、そういったところも、すぐに対応できないかもしれません

けれども、視野に入れながら、それは平野台というエリアだけではなくて、よその

エリアを含めて、そういった施設ができると滞在時間も延びるんだろうと考えてお

りますので、そういったところも資料も含めて集めたいと思います。 

また、同時にそういった施設整備というか、滞在時間を延ばすという意味におい

ては、平野台ももちろんそうなんですけれども、例えばマゼノだったりとか、押戸

石エリアといったところも多くのお客様が訪れていただく場所でもございますし、

そういったところで町として何ができるのかといったところも協議しながら、また

関係者とも協議しながら、今後、令和４年度の予算で何かしら計上ができるところ

に関しては計上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。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 健康とゆとりの森につきましての整備は、主に農林

課が行っておりますけれども、観光客の誘致という点では、整備は農林課で行うと

同時に、今後の維持管理については、まちづくり課としても関係する温泉組合とか、

観光協会とか、そういったところと連携を図るという意味でも、やはり農林課と連

携して、議員のおっしゃるような、なるべく滞在型の観光という形でせっかく整備

した健康とゆとりの森が活用できるように我々も一緒になって努力していきたいと

思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） いろいろ各課なりの取組方もあると思いますけれども、これは
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町として、今、新型コロナウイルスの影響で観光客の方も以前のような状況ではあ

りませんけれども、今後、再びお客様が訪れたときに、南小国町に行ってよかった

と思えるような準備だけは今のうちにしていただきたいと思いますので、できる範

囲から少しずつでもそういった町外のお客様を迎え入れるような形をつくっていっ

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上で質問を終わります。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。 

それでは、２時２５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時１２分 

再開 午後２時２７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。 

一般質問を続けます。 

７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） ７番、児玉です。それでは、通告書に基づきまして、一般質

問を行います。 

私からは、南小国波野線及び満願寺黒川線改良工事の見通しが立たないならば、

道幅の狭い箇所に離合箇所をつくることの検討をということで質問をいたします。 

県道４０号南小国波野線の道路沿いには多くの家が並び、住民が生活をしており、

また町民の生活道路でもあり、多くの観光客が通る主要道路でありますが、片側一

車線で道幅が非常に狭い箇所があるため、平成４年に県道南小国波野線のバイパス

道路改良工事促進の期成会を立ち上げ、県及び一の宮土木事務所等に陳情を行い、

その後着工がされていましたが、その後また一部地権者の同意が得られずに、工事

は中断したまま現在に至っているのが現状であります。このことにつきましては、

過去の一般質問に私も含め、幾度か取り上げられていますが、町長及び執行部の答

弁は「交通の利便性が向上するようバイパスとして計画されたが、用地交渉が難航

し、事業は休止の状態になっているが、今後も関係者と協議を継続的に行い、進め

ていく所存である」という答弁でございました。 

また、県道３１７号満願寺黒川線におきましても道路幅員が狭く、早急な改良工

事の要望が出ておりまして、これにつきましても過去に何度か一般質問でも取り上

げられていますが、同じく執行部の説明では「沿線地域の地籍調査が完了していな

い。また、字図と現地との相違がある。着工するに当たり、関係者の同意が必要に

なってくるなど多くの問題があるが、県と引き続き協議・検討を行っていく」とい
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う答弁であったと記憶をしております。 

もう一つの離合箇所をつくることの質問につきましては、後ほどお尋ねをいたし

たいと思いますので、この２つの道路改良工事要請に対して、その後どのような協

議が行われたのか、進展があっているのか、地権者との話合いは行われているのか

をお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ７番議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、県道満願寺黒川線についてですが、現在老朽化に伴う滝の上橋橋梁改築事

業が計画されており、本年１０月に橋梁下部工の入札が実施されました。今後、護

岸工事、橋梁上部工、道路バイパス区間の工事と進み、令和６年度の供用開始を目

指して事業が行われているところです。満願寺黒川線においては、この橋梁改築事

業を 優先に実施していくこととなります。 

次に、県道南小国波野線ですが、平成１１年度から事業に着手し、起点・終点部

の一部が施工されましたが、その後、用地交渉が難航し、事業継続が困難となり、

平成２５年度の熊本県公共事業再評価にて正式に事業休止が決定されたところです。

５年後の平成３０年度においても休止が継続され、現在に至ります。その間、定期

的に関係者と交渉の場を持ちましたが、事業再開のめどは立っていない状況です。

引き続き、事業再開に向けた努力を続けてまいります。 

また、南小国波野線現道部分に関しては、志津上地区において関係者から局部改

良の相談をお受けし、県の担当者と調査立会いを実施したところです。該当箇所は、

既設石積みを取り壊す必要があり、その後ブロック積みや擁壁など構造物での施工

を希望されております。比較的施工延長も長く、ある程度の予算措置が必要なこと

から、現在のところ県から事業着手決定の回答を得ているわけではございません。

事業用地等の確保については、各道路管理者が車両の安全な通行など必要性を理解

して、自らの判断で実施していくべきものと考えますので、引き続き県へ働きかけ

をしてまいります。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） ありがとうございました。 

そういうことで、今、町長のお話のとおり、事業そのものは休止という状況でご

ざいます。この改良工事におきましては、休止されてから２０数年が経過している

わけでございまして、進展がないまま現在に至っているわけですが、近年は自家用

車の大型化、あるいは災害関係の大型車両、また観光客の増加等で交通量は随分増

えております。そういう中、道幅が狭い箇所での大型車両と出会えば、離合がます

ます困難になっているという状況になっております。特に道幅の狭い志津地区の道
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路状況を知らない観光客と他の地区から車を乗り入れている方たちは道幅が狭くな

っていることを知りませんので、対向車が来ても、停車せずに進んでいき、離合に

立ち往生しているという光景をよく目にします。私たちこの道路利用者にとっても

接触事故が起きないよう非常に神経を使う場所でもあります。これにつきましては

志津上の扇入り口から扇地区の間の道路も同様の状況でありますので、ぜひともこ

れにつきましても早急に解決をしなければならない問題だと考えております。この

ような状況でありますので、もちろんバイパスの改良工事は進めていかなくてはな

りませんけれども、完成がいつになるか見通しが立たないのであれば、バイパスは

バイパスとして、現在の道幅の狭い箇所の道沿いの用地を地権者の方と話を行い、

用地が確保できるのであれば離合箇所をつくり、道路拡張をして、地元住民及び道

路利用者の要望に応えていただきたいと考えます。 

今、町長の少しお話が出ましたけれど、志津上地区、星和方面に抜ける一番上の

ほうに大きなカーブがありまして、この場所も大変見通しが悪いところですけれど

も、そこの持ち主の方が、現在は畑で野菜等を作っていますが、離合等で迷惑をか

けていますので、カーブのところをとって、見通しがよくなるよう土地を出しても

よいから町に話してもらえないかというお話がありまして、このことにつきまして

は町長にはお話をしております。この道路は県道でありますので、その後、町は県

と協議を行っていると聞いていますので、そこの箇所においては解消ができるので

はないかと思っております。 

このような考え方の方もいますので、町として地権者の方と交渉を行っていただ

き、狭いところ１か所でも２か所でも離合箇所ができればと考えておりますので、

そのような交渉をするお考えがあるのか。また、これまでにもバイパスじゃなくし

て、こういう離合箇所のための道路拡張について協議を行った経緯があるのかを教

えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） まず、南小国波野線に関しましては、バイパス事業が休止

状態にあるのは今の町長の答弁のとおりです。そして、現道部分に関しましては、

志津地区、先ほど児玉議員からお話がありましたように、地権者と直接対面の場も

持ちましたし、県との協議も進めているところです。ただ、どうしても維持工事の

範疇じゃないというのと、石垣等も、先ほど答弁にありましたように、取り壊して、

なおかつ構造物で施工しなければならないということですので、すぐに県も施工で

きますという話にはなっていないのが実情です。バイパス工事そのものも今休止と

いうことで、令和５年度に再評価監視委員会が開催されます。そのときに、また事

業再開か事業中止との判断が下されて、今、令和３年度がちょうど中間年という形
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で、それに向けてのいろいろな資料収集とか、関係者との交渉の経過とかを県と逐

次協議を行って、事業再開に向けて進めているところでございます。 

南小国波野線、満願寺黒川線、どちらも道路の狭い県道でありまして、重々把握

はしているんですが、どうしても、先ほど議員のお話にもあったように、地籍調査

が完了しておりませんので、局部改良するにもやはり用地の取得がありまして、裏

締あたりの実施も必要となりますので、それには町では県に代わって用地を確保す

るというのはなかなか難しいということと、県も地籍測量並みの用地測量をしてま

で県道改良、局部改良を実施するのも難しいというお話をいただいているところで

あります。ただ、できるところからは進めていきたいと思いますので、今後も町長

の答弁にもありましたように、県との交渉、働きかけは続けてまいりたいと思いま

す。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） 一つの例としては、先ほど用地を出すという方もおられまし

たということでございまして、そのほかの部分につきましても、道の幅の狭いとこ

ろ、３軒ぐらい空き家ができていると思います。３軒以上かな、できています。本

当に道沿いですけれど。その中には、もちろんどなたか契約を済ませているという

方もおられますけれども、まだ空き家が幾つかあると思います。本当に道沿いであ

りますので、それとかまた違う用途で使うような方でそこを利用するような話も聞

いていますので、町もせっかく今そういう空き家あたりもありますし、ぜひともそ

この地権者の方たちと話をしていただいて、話してみないと分からないんですけれ

ど、間違いなく、もちろん持ち主の方がおられるところもあれば、いないところも

ありますけれど、ある程度できるところもあるんじゃなかろうかと思いますので、

そこは一回、税務課長も地元の方ですけれど、そういう状況はよく分かっていると

思いますので、交渉をする価値はあるんじゃなかろうかと思いますけれど、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） 南小国波野線に関してでございますけれども、本当に幅員が狭

くて、交通に支障を来している。また、特に林業木材を積んだ大型トラックとか、

そういったところも走りますので、非常に離合箇所が少なく、運転に支障を来すよ

うな状況であるということは私も重々認識しておりますし、また今後とも引き続き

そういったバイパスの工事再開に向けてしっかりと協議をさせていただきたいとい

う決意は今でも変わっておりません。そういった中、そういった空き家だったりと

か石垣の部分のところを地権者の方に理解いただいて、少しでも拡張できればと私
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も感じてはいるところでございます。この前、御提案いただいた部分に関しては、

施工延長が全部してしまうと長くなったりとか、そういったところで、どうしても

費用的な部分で相当かかってしまうといったところも課題の一つであったかと思い

ます。私としては、できる限り僅かながらでも拡張できるならばということも含め

て、県に対する働きかけに関しては引き続きやっていきたいと思いますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） やはり波野線の促進の期成会を発足されて、 初、平成４年

からというと約３０年近く経過しているわけですけれども、その間、当時の議会、

議員をはじめ、また多くの有志の方々がバイパスの開通に向けて幾度となく交渉を

されております。そういうお話も聞いておりますので、そういう歴史も３０年とい

う歴史がありますので、その間、交通状況というのはあまりそれからよくはなって

おりませんので、ぜひとも髙橋町長、満願寺の門徒さんでもありますので、町長の

在任中に前に進めていただけますよう再度要望して、これで私の質問を終わらせて

いただきます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

そこに関しては、私も引き続き交渉、お話をさせていただきながら、開通に向け

てしっかりと動いてまいりたいと、そのように考えております。 

また、５年ごとに基本的にはこれは見直しというところになるんですけれども、

この前、私も土木部長とお話をさせていただきながら、現在はそういったところ、

昔は委員会が立ち上げられて、そこで再評価ということで中止するのか休止にして

おくのか、そういったところを協議する場があったんですけれども、現在は報告に

変わったということで報告を受けております。ですので、現在、波野線に関しまし

ては３３％工事の進捗率があるということもございますし、地元の方々からの要望

も多い区間であるということも県も十分理解していると。ある程度のもちろん投資

もしているということを踏まえると、やはりここは休止という形で今度の審査会の

ときには報告をしたいということで伺っているところでございますので、取りあえ

ず休止であるならば、まだ再開の見込みというか、チャンスはあるということでご

ざいますので、しっかりとまた引き続き継続的に協議をさせていただきたいと考え

ておりますし、そこの離合箇所に関しましても、また引き続き県に働きかけは行っ

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（平野昭夫君） それでは、３時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時４６分 

再開 午後３時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

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。通告どおり、質問をさせていただきます。 

森林関係の質問は久しぶりなんですが、私自身、狩猟であったり、有害鳥獣駆除

で森の中に入る機会が非常に多いですので、近年非常に危惧している感じを受けて

おりますので、質問をさせていただきました。 

町の人工林の今後はということで、町の人工林にもいろいろあるわけですけれど、

杉、ヒノキの多くは、戦後に造林されてきた、戦後７５、６年ですか、たっている

わけですけれど、多くの杉、ヒノキがその頃から造林されてきたところであり、伐

期、また利用期を迎えている、そういう山林が多くなったと思います。 

これまで山林の手入れといえば、間伐を努力目標としてきたわけです。これから

も同じ間伐等がやっぱり手入れということになっていくんですけれど、森林経営者

の高齢化、また担い手不足によりまして手入れが進まず、手遅れになっている山林

が目立つようになった。実際山の中に入ってみますと密植、ほとんど間伐がなされ

ていない。外からは非常に分かりにくいんですが、中に入ってみると、そういう山

が非常に目立つようになってきたということです。 

今後、手入れの遅れている山林の皆伐、再造林、また広葉樹用材樹種の植栽と人

工林の在り方を考えていく時期を迎えているのではと考えるわけです。町として、

今後どのように考えていくのか、伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） １番議員の御質問にお答えをいたします。 

本町は、総面積の８０％を超える森林面積であり、先人の方々や林業に携わる方

の植林や下刈り、枝打ち、間伐などの様々な御苦労や努力により、小国杉というす

ばらしい木材を成長させ、出荷し、現在では国内にとどまらず、海外においても評

価されていると思います。しかしながら、御指摘のとおり、森林経営者の高齢化や

担い手不足により適正な維持管理ができず、多くの課題や問題が生じています。特

に、令和２年７月豪雨における山林崩壊に伴う土砂と流木による被害は甚大な影響

を受けました。それらを踏まえ、現在、森林環境譲与税を財源とする森林経営管理
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制度による所有者等への意向調査を行っており、今後、多岐にわたる対策を進めて

いく必要があります。 

本町の民有林面積は８,９８３ヘクタールですが、そのうち人工林の面積は５,４

４３ヘクタールであり、その割合は６０.５％となっています。また、人工林にお

ける針葉樹、杉、ヒノキの面積は５,２０９ヘクタールであり、その割合は９５.

７％となっています。御承知のとおり、針葉樹は根の張り具合等による土砂災害の

危険性が高いと言われており、より一層適正な維持管理が求められていると思いま

す。そこで、広葉樹等を利用した複合林経営も必要であると考えており、また針葉

樹よりも成長が早い樹木による収入の確保や景観に配慮した樹木の植栽の必要性も

あるのではないかと思っていますが、山林所有者等への理解をいかに得られるかが

重要です。 

１番議員におかれましても、これまでの知識や経験を踏まえ、今後の森林経営等

に対する様々な御意見をいただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） 先ほど答弁の中で森林面積が総面積の８０％以上ということで

ございましたが、これは林野面積ということで原野等も入っているんじゃないかな

と思います。私の調べた民有林の人工林は多少違うんですけれど、大体同じような

ところかなと。人工林は杉がほとんどでございますが、大体人工林の９２％近くが

杉であり、小国町も同じと思うんですけれど、小国杉の産地と言われるゆえんがこ

の面積から出ているんだろうと。また、立地条件、育ち方等で非常に優秀な木がで

きる産地ということで全国の１２大産地の中の１つということにもなっていると思

います。 

樹齢ですけれど、多くの造林が始まったのが６０年、７０年ということですが、

南小国町は、年手の橋本武次郎さんですか、その方が古くから造林を始められて、

歴史がとても深いところでもありますし、１００年を超える杉山も非常に多く点在

する。杉の木も点在しているということです。戦後、ほとんどが６０年、７０年と

いうことで伐期等を迎えているわけですが、中には皆伐され、再造林されて、幼木

の場所も結構あるわけです。 

現状ですが、労働力は、先ほど答弁にもありましたように、まず経営者が自伐の

林業を行っている。自ら手入れを行っている。それから、森林組合ですが、作業班、

私もその１人でございますが、一人親方が３０名ほど現在いるわけです。それから、

また高性能の林業機械の導入がありまして、町内でもこういう高性能林業機械を使

っている方が４組ほどいるのではないかなと。１組は町の貸与ということもあると

思いますが、１組はまた建設業の方がされておられる。 
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町についてですが、南小国町は森林整備計画を策定しまして、平成２７年から、

本来であれば平成３７年までですが、令和に変わりましたので、令和７年までです

か、１０年間ということで計画を作っており、また補助金としましても林業機械導

入補助金、それから林内の作業路整備事業補助金、原材料支給なども行っておりま

す。また、去年、一昨年ですか、林業を考える会の設立もできているわけです。 

そこで、町の森林整備計画についてですが、多くは整備の方法といいますか、そ

ういうところが主かもしれませんが、この計画を立てて、これまでどのくらいの進

捗があっているのか、内容が進んでいるのかをお聞きしたいと思います。これは、

課長、よろしいですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） まず、面積の取り方なんですけれども、町内の全面積に

対して国有林と民有林を足し合わせた形での数字としておりますので、取り方の違

いによっていろんなあれがあるかと思いますけれども、御了承いただければと思い

ます。 

それと、質問にありました森林整備計画ということで、御承知のとおり、見直し、

改定等も含めまして、現在行われていますのが令和２年４月１日から令和１２年３

月３１日までの期間として１０年間あるところでございます。 

この内容としましては、森林の整備に対しての木材等生産だったりとか、水源涵

養機能と山地災害防止機能などを含めた７つ、公益的機能とか多面的機能、そうい

ったところを目指すものの基本方針として、それらの考え方とか進め方、全伐や間

伐、そういった方法、植林の際の方法、施業の高度化の推進、そういったところが

含められているというところで、また現状を踏まえ、そして林班図をもとに、その

区域が森林を経営するにおいて適切かどうか、そういったところとか、水源涵養機

能としての保全、生物多様性の保全とか、そういったところでゾーン分けをして、

この計画が策定されています。 

具体的な対策といいますか、進め方につきましては、この森林整備計画以外にお

ける総合計画だったりとか各種の施策によって進められているという現状になって

おります。直接この森林整備計画における進捗率という形になりますと出せないと

いうところもあるんですが、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、各種の施策

というのが当然のことながら必要であると思っています。先ほど町のいろんな補助

金関係も説明いただきましたけれども、それだけにとどまることなく、より一層の

施策というのが必要になってくると思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 
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○１番（穴井則之君） ありがとうございます。 

課長よりゾーン分けということでありましたけれど、それについても後で述べさ

せていただきたい。区分けについて述べさせていただきます。 

進捗率といいますか、高性能の林業機械の導入であったり、チェーンソーからそ

ういうふうに変わっていくというのは、ある程度の進捗が進んでいるということだ

ろうと理解しているところです。 

しかしながら、人工林が抱えている課題というのは、まだまだ多い。一言で言え

ば、管理が遅れている。全体の手入れが遅れているということが課題なんですけれ

ど、本当に遅れているところが全体の６割、７割、それくらいあるんじゃないかな。

完全に遅れている山林、間伐をしても今全体でもっている山が、中の間伐をしてし

まうと、ぱらぱらと倒れてしまうような山林、こういう山林も非常に目立つように

なってきた。これも１割から２割近くの山林がそういう山林になっているんじゃな

いかなと思うわけです。 

こういう課題、なぜこうなるかという部分におきましても、まず労働力を考えた

とき、先ほどから申しています森林経営者の高齢化、この森林経営者というのは、

以前は自伐林業家、自分で手入れをしてやっていく林業家なんですけれど、高齢化

により、それができなくなる。森林組合に委託をしなければならない。また、それ

から価格の低迷によって、長期間になり、意欲が低下してきたと、そういうことも

問題だろう。それから、先ほど申しました森林組合の作業班です。一人親方で現在

３０名いますけれど、１０年前は４０数名おりました。１０年間で３０名になり、

また今後もどんどん減っていくだろう。若い人たちがなかなか加入していない。全

国的には結構若い人たちも入っている地域もあるということを聞いておりますが、

うちの組合ではこういう若い作業班がなかなか入ってくれないという現状があるそ

うです。また、組合に対しての手入れの申込み数が今８０件ほど、なかなか消化し

ていかない。今年４月から多少、木の素材の値段が上がった。上がると、またすぐ

申込みが非常に増えてくる状態でなかなか追いつかないということらしいです。 

高性能林業機械も労働力ということで考えたときに、大型であるし、非常に作業

箇所の全体の２割から３割ぐらいしかその機械が使えない。森林組合の話によると、

そのくらいの割合ではないか。残りは手作業による伐倒であったり、搬出、これが

主になってくるということです。それにしても、高性能の林業機械においては、全

伐、主伐等においては作業効率が非常に高い、そういうことでした。 

それから、課題の中に災害ということもあります。間伐が遅れているために、密

度が非常に高くなり、根の張りが弱く、急傾斜等では豪雨時の崩落等が非常に考え

られる。災害も非常に危惧するところです。 
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先ほど町の森林整備計画で伐期が記載されていたわけですけれど、標準伐期を杉

で４０年、ヒノキで４５年、伐期というか、倒す下限ですけれど、伐期齢の下限が、

杉で５０年、ヒノキで５５年、私も昔からそういう話は聞いておりました。森林経

営の観点からそう決められているのか分かりませんが、伐期齢の定義というのは不

確かというか、以前は搬出が馬によって、動物ですね、馬によって搬出されていた

経緯があります。今では大型の搬出機械で出しておりますので、かなりの大径木に

なっても搬出が可能である。昔は馬だったから、あまり伐期を延ばすと木が山林、

山から出ないというところがあったんではないかな。そういうところで、今では伐

期が５０年とか５５年とか、そういうことを決められた定義が分からないなという

ところでもあります。 

そういう課題があるわけですが、今後の提案として、先ほどゾーン分けと課長よ

りお話がございましたが、区分けの必要性ですね。戦後、杉、ヒノキが高値だった

ことから、場所を選ばずに１本でも多く植えようということで急傾斜であったり、

崖地であったり、いろんなところに多くの造林がなされてきて、民家のすぐ近くで

あったり、農地のすぐそばであったり、そういうところに造林がされてきた。それ

で、農地が日照不足になり、使えなくなると、そういう弊害まで出てきた。これか

らは、杉、ヒノキの人工林として適正な場所の区分けが必要だろうと。やっぱり高

木になりますので、そこでゾーン分けということが考えられるんじゃないかなと思

っております。 

先日、経済建設委員会で二度目の町有林視察を行っております。ほとんどが間伐

の必要性のあるような山林でした。しかし、担当の説明によりますと、場所によっ

ては全伐をして、広葉樹の再造林にしたほうがいいんじゃないかな、そういうこと

も考えているということで、確かにその話を聞いてよかったなと。町有林が率先し

てゾーン分けとか、そういうことをやっていってくれたら、見本になるといいます

か、非常にいいことじゃないかなと考えます。 

区分けということで災害のことを考えたときでも、急傾斜の杉、ヒノキ等の人工

林を根張りのある直根の生える広葉樹等への切替えの再造林も必要になるんじゃな

いかな。そういうことで災害にも強い山林になり、また景観の面から桜であったり、

ケヤキ、カエデ等の植栽により春の深緑や秋の紅葉など観光面での寄与も考えられ

るんじゃないかと、そのように考えます。うちの町は、黒川温泉をはじめとする多

くの温泉郷があります。観光客も多く訪れておりますので、温泉はもちろんですけ

れど、景観を楽しんでいただけることも大事ではないかな。秋の紅葉だったり、春

の深緑であったり、そういう場所を、杉の美林もいいんですけれど、そういうとこ

ろに今から区分けをして、植林をしていくことも必要じゃないかな、そのように考
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えるところです。 

私自身も１０数年前から２０年近くになりますか、私の私有地にはモミジを毎年

毎年植えて、なかなか手入れもできないところもありますが、今でもまだモミジの

植栽を行っているところです。苗も毎年毎年準備しながら、私の場合はモミジに限

って植栽をしています。秋になると、イチョウの黄色であったり、モミジの赤であ

ったり、みんなから非常に今喜ばれているところでもあります。 

次に、再造林ですけれど、間伐等が遅れてしまった人工林ですね、先ほど申しま

した手入れのなされていないところは、今全体でもっている山が中を間伐して抜い

てしまうと、自然と倒れてしまう、そのくらいになった山林が森の中に入ってみま

すと非常に目立つようになってきたんです。そういう場所は、やっぱり皆伐、全伐

をして、再造林を行っていく必要性があるんじゃないかなと。 

労働力ということが第１番目にあるわけですけれど、なかなか思ってもできない、

そういうことも考えられるわけですけれど、私の知り合いに阿蘇のほうにＮＰＯ法

人がありまして、そこは全伐から地ごしらえ、それから植栽、そして下刈りまで補

助金等もございますので、そういうので全部やってくれるところもあるということ

を聞いております。もうちょっと詳しく聞いておけばよかったんですけれど、間に

合いませんでした。 

それから、森林組合も一生懸命作業、育林等、努力しているわけです。先ほど言

われました全然手入れをしていない地元にいない方への意識調査ですか、森林環境

譲与税の部分からですか、行ったということですけれど、そういう意識調査をして、

新たに自分の山林を考えるということを促したということは非常によかったなと思

っております。森林組合は本当にいろいろあるわけですけれど、人工林の育林など

山の方向性とかを考えていく上で町と密になって考えて、この広大な面積を占める

山林の方向性を森林組合と密になって進めていく必要性があるんじゃないかなと本

当に考えるところです。 

今まで述べたことが今後の考えられることではないかと思うんですけれど、先ほ

どから述べさせていただきました再造林ですね、適正な場所といいますか、ゾーン

分けをして、広葉樹であったり、そういうところへの切替え、これは林家の理解を

得なければなりませんが、そういう切替えを行っていくところへの助成といいます

か、再造林のための助成なり報奨金とか、そういうのをつくっていただけると非常

に林家の理解とか、また得られるんじゃないかなと思いますが、そういう点につい

て、いかがですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 提案も含めてというところで大変ありがたいと思ってお
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ります。 

まず、その前に伐期の話なんですけれども、 終的にこれがいいかどうかという

ところはあるかと思うんですけれども、先ほどお話があった森林整備計画の中での

標準伐期というものの考え方としては、現時点では、杉が４０年、ヒノキが４５年、

その他樹種によって定めているところではございます。こういったところもあるん

ですけれども。すみません、話は余談になりますけれども、先日ある市場のほうに

実際に行きまして、ほかの市町村から出た木材だったんですけれども、先ほど話が

あったように、大変年齢が１００年を越すようなもので、搬出にかかる費用が２０

０万円ほどかかったと。実際競りをかけたら１２０万円程度、結果的に保留になり

まして、売れなかったと。御承知のとおり、大径化してしまったことによって、そ

の木材の売り先といいますか、売れるかどうかというところでいいますと、過去と

現在では非常に変わってきているのかなというところもございます。 

一方で、ゾーン分けというところになるんですけれども、現在の森林整備計画と

しては、町内全域を大きく見た中で、例えばなんですけれども、瀬の本のほうのあ

る一定の地区を水源涵養保安地区にしたりとか、中原のある地区を同様にした上で、

また生物多様性とか、そういった部分での大きな中での区分けというものをやって

います。ですので、それ以外に関しては、森林経営を行うに適しているという状態

でのゾーンを行っているものですから、果たして本当にそれが正しいかどうかとい

うところが一番のネックになってくるかと思います。当然それ以外の区域において

も森林の経営が適さない適するというのは、個別にいろいろ問題があるかと思いま

すし、災害の危険性、そういったところも当然のことながらあると思っています。 

１番議員さんが言われた内容をやるというのも一つの方法だと思いますし、例え

ば１つの山の中でも、民家に近い部分の下半分は広葉樹にして、上半分を針葉樹の

ままでやるという複合林経営という部分もあるのかもしれません。そういったとこ

ろを考える上において、やはり 終的に理解を得なければならないのが山林所有者、

その所有者の方の理解をいかに得ていくか。理解を得るためには、当然のことなが

ら作業員の方だったりとか、日々の管理だったりとか、 終的な収入だったりとか、

そういったところが出てくると思います。 

まさしく広葉樹の利用に関しては、いろんなところで行われておりますし、熊本

県においても、御承知のとおり、センダンの木、早生樹種といいますか、そういっ

たところがあり、なかなか南部のほうでないと成長ができないという結果も出てい

る中で、近場で見ますと、中原小学校に大変大きなセンダンの木があるという現状

でもあります。可能性はあるのかなと。イチョウの木にしろ、よく知られているの

は、まな板だったりとか、いろいろと使われている部分が多いかと思いますので、
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やはり町長の答弁にもあったとおり、針葉樹だけでは災害の危険性が非常に高い。

そういったところでは、やはり広葉樹の利用価値というのは非常に大きいと思って

います。 

一方で、町内で 近大きく目立ってきたのが、町外の方が山林を土地ごと購入し

て、 終的に植林まで含めた動きもされているというところもありまして、そこに

対しての植林に対する指導、そういったところも大きな今後の課題だと思っており

ます。 

すみません、質問の内容が多岐にわたっていると思っていますので、また足らな

いときにはよろしくお願いいたします。 

いずれにしましても、何らかの方向性というのはいろんな形で進めていかなけれ

ばならないと思っていますし、やはりそこでは、先ほどから何回も申している所有

者の意向というのが非常に大きな課題になっていきますので、その意向調査を踏ま

えた上で、また林業を考える会、森林組合、そういったところの協議も進めていき

たいと思っています。 

それと、再造林の補助なんですけれども、現在でも森林組合が行っています補助

制度があるかと思っていますけれども、その中でも広葉樹のほうが、適する適さな

いはあるかと思うんですけれども、３０種類以上の広葉樹だったりも対象になって

いるかと思いますので、まずはそういったものを利用していただいて、林業を考え

る会の中での意見も含めて、新たな補助、そういったものが必要であれば、森林環

境譲与税を財源とした部分も考えられるのではないかと思います。すみません、こ

の場で断定はできないんですけれども。 

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） ぜひとも危険箇所を広葉樹にするとか、再造林をしていくため

の理解を得るために森林環境譲与税を利用した補助でも報奨金でもいいと思うんで

すけれど、そういう理解を得るための何らかの金額だろうと私は思うんですけれど。

いつでしたか、小国町のある民家に午前１０時頃に行って、全然日当たりが悪くて、

「今、日が当たりますか」と言ったら、「一日当たらない」と。よく見ると、北向

きの家で、裏に山林があるために全く影になって当たらない。「どこの木ですか」

と聞いたら、「うちの木です」と言うので、「だったら、伐採して、全伐して、落

葉樹、広葉樹のモミジ、ケヤキ、そういうのを植えたらいかがですか」と言ったら、

「ああ、そうな」ということもありました。だから、自分の山でも何か切りたくな

い気持ちがあったんだろうと思っております。だから、冬、日が当たらないのは非

常に大変だろうから、やっぱり組合にお願いして、全伐、切ってもらったほうがい
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いんじゃないですかという話もしてきたところです。山に対する思いというのは非

常にあるからこそ、そこまで考えが至らなかったのかなと思っておりました。切っ

た後、どうしたらいいかなとか、そういう話もするものですから、落葉樹でも植え

たらいかがですか。斜面でもあったので、やっぱり危険性もあるということで、そ

ういうことでした。できるだけ何らかの譲与税を考えていただければと思っており

ます。 

後になりますが、この町も小国杉の産地でもありますので、健全な育林が行わ

れて、高い評価を受けるような素材の生産であったり、この町を訪れた人たちが本

当に癒やされる景観をつくっていくことは非常に大事だと思いますので、そういう

景観ができる山林の育林ができることを祈念いたしまして、私の質問を終わりたい

と思います。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。 

それでは、一般質問は全て終了いたしました。 

ケーブルテレビの撤去をお願いいたします。 

それでは、会議を続けます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第９１号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第９号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第４、議案第９１号、令和３年度南小国町一般会計補正予

算書（第９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９１号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第９

号）について、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９１号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第９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９

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５,２９２万９,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６７億１,５６２万６,０００円とする。 

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

５ページをお願いいたします。第２表、地方債補正。起債の目的、過疎対策事業
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債、今回３２０万円を増額し、８,５２０万円とするものでございます。現在の利

率は０.０７％でございます。 

８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、民生費国庫補助金、今回２,７７０万円を増額し、３,

５６８万５,０００円とするものでございます。子育て世帯への臨時特別給付金事

業費補助金でございます。２,６６５万円でございます。 

続きまして、子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金１０５万円でございま

す。 

続きまして、衛生費国庫補助金、今回４７万４,０００円を増額し、１,３２７万

１,０００円とするものでございます。保健事業費補助金として感染症予防事業費

等国庫補助金でございます。 

続きまして、土木費国庫補助金、今回１８９万円を増額し、７,２９７万円とす

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、土木費補助金、今回６９

万５,０００円を追加し、６０８万５,０００円とするものでございます。内容とい

たしましては、熊本県民間建築物アスベスト緊急改修促進事業補助金でございます。 

１０ページをお願いいたします。財産収入、財産売払収入、不動産売払収入、今

回１０万８,０００円を減額し、１,５０７万９,０００円とするものでございます。

内容といたしましては、入会林野クヌギ売払収入の減でございます。 

次のページをお願いいたします。繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、今

回５０６万６,０００円を増額し、１,７２０万８,０００円とするものでございま

す。財政調整基金繰入金でございます。予算ベースの基金残高でございます。１２

億７,９５６万２,５０３円。数字で申し上げます。１２７９５６２５０３。 

続きまして、ふるさと納税基金繰入金でございます。今回１,２６５万円を増額

し、３億５,１６５万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

ますけれども、６億５５０万２,３１８円でございます。数字で申し上げます。６

０５５０２３１８でございます。 

続きまして、１２ページです。諸収入、雑入、雑入、今回１３６万２,０００円

を増額し、１,７０７万４,０００円とするものでございます。内容といたしまして

は、後期高齢者医療療養給付費負担金の精算分となっております。 

１３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３２０万円

を増額し、８,５２０万円とするものでございます。過疎対策事業債で橋梁定期点

検委託料ソフト事業分の増でございます。 
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１４ページでございます。歳出です。 

総務費、総務管理費、一般管理費、今回８２万３,０００円を増額し、２億７３

６万５,０００円とするものでございます。異動に伴います人件費と、委託料３３

万円については定年延長関係例規整備委託料でございます。 

続きまして、財産管理費、今回５０９万９,０００円を増額し、２億８,２４７万

８,０００円とするものでございます。主な内容といたしましては、需用費、修繕

料でございます。１６７万２,０００円。これにつきましては、庁舎正面玄関通路

暴風・暴雪対策工事増額分としております。 

続きまして、委託料でございます。町有地支障木伐採委託料１４１万４,０００

円ですけれども、これにつきましては、白川の大市館の横の部分林の伐採を計画し

ております。 

続きまして、工事請負費１７５万円の増でございますけれども、これにつきまし

ては庁舎別館建設工事の増額分となっております。 

続きまして、諸費、今回８万６,０００円を減額し、１,１２９万３,０００円と

するものでございます。負担金補助及び交付金でクヌギ立木売買に伴う交付金の減

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、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９１０万８,０００

円を減額し、１億７,０３２万６,０００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９１０万８,０００円の減、火の国未来づくりネットワーク

市町村負担金につきましては総会決議決定に伴う負担金の減額です。夢チャレンジ

補助金につきましては実績に伴う９００万円の減、南小国町上津江交流事業補助金

につきましては新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業中止に伴う１０万

円の減額となっております。 

続きまして、ケーブルテレビ運営事業費です。今回３０４万３,０００円を増額

し、４,３０１万７,０００円とするものです。内容としましては、需用費３０４万

３,０００円の増額、町のほうで整備しておりますＮＴＴドコモの小原基地局引込

み柱のほか、損傷に伴います修繕料の増額です。 

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） １５ページをお願いいたします。財政管理費、今回増額は

ございません。内容といたしましては、ふるさと納税の報償費、募集対象経費追加

分の１％を増するものでございます。これによりまして、積立金が１,０００万円、



 

－ 64 － 

逆に減ることになります。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） １６ページをお願いいたします。総務費、徴税費、税務総

務費、今回８万円を増額補正し、５,７７６万８,０００円とするものです。住居手

当の支給対象者が増えたことに伴う補正でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） １７ページをお願いします。民生費、社会福祉費、国民年

金事務費です。１３万２,０００円を増額し、４７万９,０００円とするものです。

内容としましては、国民年金適用関係届書作成仕様書等の変更に伴うシステム改修

委託料でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 次のページをお願いいたします。民生費、児童福祉費、児

童措置費です。今回２,９１５万１,０００円を増額し、２億５,５９０万９,０００

円とするものです。内容としましては、役務費につきましては子育て世帯への臨時

特別給付金に係る通知及び振込手数料でございます。次に、委託料ですが、施設型

給付費公立保育園広域委託料につきましては、他町村の公立保育園に通う子供さん

の見込み減のための減額でございます。子育て世帯への臨時特別給付金対応分シス

テム改修委託料につきましては、基準日での抽出やプッシュ型の通知等の対応での

システム改修になっております。次に、負担金補助及び交付金ですが、施設型給付

費負担金につきましては、他町の認定こども園や幼稚園を利用されている子供さん

の転入等がありましたので、増額となっております。次に、子育て世帯への臨時特

別給付金につきましては、５３３名の５万円で２,６６５万円を計上いたしており

ます。 

続きまして、児童福祉施設費です。今回５,０００円を減額し、１億８,８８８万

３,０００円とするものです。内容としまして、職員手当の時間外勤務手当につき

ましては実績見込みによる増額でございます。フルタイム会計年度任用職員時間外

手当につきましては、当初予定より人数が減っておりますので、４０万円の減額と

しております。次に、使用料及び賃借料の車借上げ料につきましては、新型コロナ

ウイルス感染予防のため、保育園３園の遠足を中止としましたので、バスの借上げ

料の減額でございます。次に、工事請負費につきましては、市原保育園下水管布設

替工事による設計変更に伴う増額でございます。掘り上げた中からパイプ等が出て
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きたので、変更をしております。償還金利子及び割引料につきましては、過年度分

税更正による保育料変更による還付ということで、広域入所として熊本市から１名、

昨年の４月から７月までこちらの保育園に通われていた子供さん分の確定による一

部還付となっております。 

１９ページをお願いいたします。民生費、災害救助費、災害救助費です。今回４

３万６,０００円を増額し、２,１２９万円とするものです。内容としましては、熊

本地震の貸付けに係る令和３年度分の償還金確定のための増額でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、もうすぐ４時になりますが、会議を延長します。 

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。衛生費、保健衛生費、保健衛

生総務費です。２２万８,０００円を増額し、２億９,６８２万９,０００円とする

ものです。内容としましては、償還金利子及び割引料が９万８,０００円、健康増

進事業費補助金前年度の返還金が８万８,０００円、市町村等自殺対策推進事業補

助金前年度返還金が１万円です。こちらは、新型コロナ感染症関係で受診者の減や

健康教室等の実施の変更のためのものでございます。繰出金１３万円。こちらは、

介護保険特別会計の繰出金になります。 

予防費です。７５万４,０００円を増額し、５,２５５万９,０００円とするもの

です。内容としましては、償還金利子及び割引料でございます。新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の返還金になります。これは、前年度高

齢者接種が前年度の予定だったんですが、令和３年度にずれ込んだための差額分に

なります。 

環境衛生費です。１８７万６,０００円を減額し、１億９,３４１万３,０００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が５０万円の増額にな

ります。飲料水供給施設補助金が現在予算が１件分計上されているんですが、現在

２件の相談があっているため、１件分の増額になります。繰出金が２３７万６,０

００円の減額になりまして、こちらは水道事業特別会計繰出金です。 

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） ２１ページになります。農林水産業費、農業費、農業総

務費、今回７１万５,０００円を増額し、８,９６９万１,０００円とするものです。

負担金補助及び交付金ですが、移動販売事業補助金、ＳＭＯに委託して行っており

ますけれども、９月より運行体制を一部変更したことによる経費の増に伴う補助金

の増となっております。繰出金１４万５,０００円、農業集落排水事業特別会計繰
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出金への繰出金となります。 

続きまして、２２ページ、林業費、林業振興費、今回３８万４,０００円を増額

し、８,５１７万７,０００円とするものです。需用費、修繕料になりますけれども、

公用車１台のギア部分の損傷による修理費となります。 

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） ２３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１,０４３万円を増額し、８,７８７万１,０００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１,０４３万円の増額です。町民向

け３倍返し宿泊券発行事業実施に関する補助金の増額となります。昨年行いました

事業と同様、５,０００円にプラス１万円のプレミアム付きの宿泊券を販売し、新

型コロナウイルス感染拡大の影響が残る冬場のオフシーズンを迎える町内宿泊業の

活性化を図るものです。 

続きまして、観光費です。今回９５０万円を増額し、７,１９９万５,０００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９５０万円、観光振興プ

レミアム付商品券発行事業実施に関する補助金の増額です。本年度実施した事業に

引き続きまして、１万円にプラス３,０００円のプレミアム付きの観光商品券を販

売し、先ほどの３倍返しの宿泊券と同様、新型コロナウイルス感染拡大の影響が残

る冬場のオフシーズンを迎える町内観光事業者の活性化を図るものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） ２４ページです。土木費、土木管理費、土木総務費、今回

２９万５,０００円を減額し、６,９６３万３,０００円とするものです。職員手当

等、該当者の通勤手当の増額です。負担金補助及び交付金につきましては、１件相

談があっております民間が行う戸建木造住宅耐震改修等促進事業補助金１００万円

の増、ＪＡが行う民間建築物吹付けアスベスト除去等補助金１３９万１,０００円

の精算による減額です。 

次のページをお願いします。道路橋梁費、橋梁維持費、今回補正の増減はありま

せん。財源組替によるものです。 

２６ページをお願いします。住宅費、住宅管理費、今回１５０万円を増額し、４,

３７７万８,０００円とするものです。需用費、修繕料、市原団地内の浴槽改修工

事等に支出する修繕料の増額です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 
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○教育委員会事務局長（穴井康治君） ２７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６２万４,０００円を増額し、９,９４５万２,

０００円とするものです。内容につきましては、役務費１万４,０００円の通信運

搬費の増額です。教育委員会の事務局内の電話の回線が２回線ございますが、ナン

バーディスプレイがされておりませんでしたので、そちらの改修に伴う増額となっ

ております。 

続きまして、負担金補助及び交付金の６１万円の増額となります。小国高等学校

キャリア教育推進協議会負担金となります。この協議会につきましては、小国高校

生のキャリア教育推進を図るための協議会の設立に向けての動きとなります。構成

としましては、小国高校、両町長（小国町町長、南小国町町長）と両教育委員会の

事務局を予定しております。また、事業の中身につきましては、まずは年が明けま

して、令和４年３月に早稲田大学の学生が実施しております大隈塾というものがご

ざいます。こちらに参加するというか、来ていただいて、交流を行うような形を計

画しております。それに向けての事業費となっております。 

続きまして、２８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１２５万円を増額し、３,９９１万円とするものです。内容につ

きましては、需用費、修繕料１２５万円の増額となっております。こちらは、給食

センターにおきまして、県の教育事務所から施設の検査関係で来ていただきまして、

指摘事項が数点ございました。その中で必要な部分としまして、手洗い用の洗面台

の改修と床の塗装の塗り替え、この２点の改修工事を行う計画としております。 

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） ２９ページです。災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、

農業用施設災害復旧費、今回１５万円を増額し、１億４,０８１万１,０００円とす

るものです。負担金補助及び交付金１５万円、４０万円以下の事業費に対応する単

独農業用施設小災害復旧補助金の増額です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、これにて本日は延会といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後４時０６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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令和３年第４回南小国町議会定例会会議録（第２号） 

 

令和３年１２月１６日 

於   議   場 

１．議事日程 

 開 会 宣 告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第91号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第９号） 

日程第３ 議案第102号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１０号） 

日程第４ 陳情第７号 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める意見書採択の

お願い 

日程第５ 陳情第８号 ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお

願い 

日程第６ 議案第84号 南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定

について 

日程第７ 議案第85号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第８ 議案第86号 南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第９ 議案第87号 南小国町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第10 議案第88号 南小国町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第11 議案第89号 小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部変更について 

日程第12 議案第90号 調停の申立てについて 

日程第13 議案第92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２

号） 

日程第14 議案第93号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第３号） 

日程第15 議案第94号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第５号） 

日程第16 議案第95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３号） 

日程第17 議案第96号 教育委員の任命について 

日程第18 議案第97号 教育委員の任命について 

日程第19 議案第98号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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日程第20 議案第99号 工事請負契約の締結について 

日程第21 議案第100号 工事請負契約の締結について 

日程第22 議案第101号 工事請負変更契約の締結について 

日程第23  議員派遣報告について 

日程第24  議員派遣の件について 

日程第25  閉会中の継続審査について（総務文教常任委員会／経済建設

常任委員会／議会広報調査対策特別委員会／環境問題調査特

別委員会／南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会／

議会運営委員会） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番  穴 井 則 之           ２番  佐 藤   毅 

 ３番  井 野 和 哉           ４番  井 上 則 臣 

 ５番  矢津田 道 夫           ６番  下 城 孔志郎 

 ７番  児 玉 秀次郎           ８番  穴 井 千 秋 

 ９番  森 永 一 美          １０番  平 野 昭 夫 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため本会議に出席した事務局職員の職氏名。（２名） 

議会事務局長  河 本 孝 博    会計年度任用職員   室 原 明 子 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 

町    長  髙 橋 周 二    教 育 長  岩 切 昭 宏 

総 務 課 長  佐 藤   徹    建 設 課 長  北 里 能 蔵 

福 祉 課 長  朝 日 康 博    農 林 課 長  本 田 圭一郎 

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

町 民 課 長  河 津 頼 子    教育委員会事務局長  穴 井 康 治 
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開議 午前９時５９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４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、２番、佐藤毅議員、

３番、井野和哉議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第 ９１号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第９号） 

日程第３ 議案第１０２号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１０号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、昨日に引き続き、議案第９１号、令和３年度南小国

町一般会計補正予算書（第９号）を議題としておりますが、議会運営委員会にて議

案第１０２号を一括審議とすることになりましたが、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、日程第３、議案第１０２号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第１０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１０２号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第

１０号）について、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１０２号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第１０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１

０号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,６７８万２,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６７億４,２４０万８,０００円とする。 

令和３年１２月１６日提出、南小国町長、髙橋周二。 
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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、民生費国庫補助金、今回２,６７８万２,０００円を増

額し、６,２４６万７,０００円とするものでございます。内容といたしましては、

子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金２,６６５万円でございます。内容と

いたしましては、５万円の５３３名分でございます。 

続きまして、子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金１３万２,０００円で

ございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ７ページをお願いいたします。歳出でございます。 

民生費、児童福祉費、児童措置費です。今回２,６７８万２,０００円を増額し、

２億８,２６９万１,０００円とするものです。委託料につきましては、子育て世帯

への臨時特別給付金対応分システム改修委託料として５万円から一括１０万円給付

への変更のためのシステム追加改修費でございます。負担金補助及び交付金につき

ましては、子育て世帯への臨時特別給付金として５３３件掛ける５万円の追加分を

計上しております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、昨日読み上げました議案第９１号と議案第１０２号

の審議をいたします。質疑のある方は、よろしくお願いをいたします。 

３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 今、追加の分もありました、こちらの子育て世帯への臨時特別

給付金の件なんですけれども、町としては一括給付ということで決定されるようで

ありますけれども、決定した場合に何日をめどに給付を考えておられるのか。それ

と、国の考えとしては各自治体に任せるということでありますけれども、収入９６

０万円以上の世帯もあるかと思いますが、その世帯に対して町としては独自に給付

を考えておられるのか、あくまで国の基準にのっとって現在の５３３名のみに給付

を行うのか、そのあたりの考えがあればお伺いいたします。 

○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。 

期日としては、児童手当に係る方、この中で３９３件ありますけれども、そちら

は１２月２４日を予定しております。できる限り早くというところで、途中に辞退

をされる方への通知というのもありますけれども、そこは日にちを短くとっており

ますけれども、２４日には口座に振込をしたいと思っております。 

９６０万円以上の方の分につきましては、そこはまだ決定はしておりませんけれ



 

－ 75 － 

ども、この後、年が明けて、低所得者の方に１０万円給付というのもまた出てきま

す。今、人数の調査等が県からきている段階でございますので、まだ全てができて

はおりませんけれども、厳しい低所得の方に年明けに支払いをするというところに

なっておりますので、９６０万円の方たちを先にするのか、町独自でするのか、今

そこを悩んで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） 今の回答で児童手当の給付の分ということは年内ということで

したけれども、１８歳未満の高校生の分は別になっているかと思いますが、そのあ

たりに対しては年明けになるということですか。大体１８歳未満の児童手当の給付

対象外の子供に対しては、いつ頃を考えておられるのか。それと、先ほどの質問の

中で、基準額９６０万円を超える世帯が町内に何世帯あるのか。それと、町独自で

計画されている低所得者の件数が分かればお伺いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 児童手当以外のところには、申請を早くにいただければ、

一番 初に１月７日にはお振込をしたいと考えております。 

９６０万円以上の世帯は、今現在まだ数字が出ておりませんけれども、２０件ぐ

らいはあると見込みをしております。 

低所得者は、私が人数を持ってきていないので、後でよろしいでしょうか。すみ

ません、失礼します。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 低所得者の分も国の事業になっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 私は、まず１４ページから財産管理費の需用費で１６７万２,

０００円、修繕費が上がっています。説明では庁舎正面玄関の工事増額ということ

で、６月の補正で１０５万６,０００円計上されていました。合計で２７０万円ぐ

らいになると思いますけれど、具体的にどんな工事になって、その増額になった部

分を教えていただきたいのと、庁舎別館がまた１７５万円増えています。ここにつ

いて細かい説明をお願いいたします。 

もう１点、夢チャレンジの補助金が減額になっていますけれど、本年度は多分２
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件採択される形で進んでいると思いますけれど、事業の内容が分かれば教えていた

だきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 需用費の件でございますけれども、議員がおっしゃったと

おり、６月の補正予算で１０５万６,０００円計上させていただいております。そ

のときは、片面だけで上と下も若干空いていたような感じの修繕の仕方だったんで

すよね。今回については、玄関から大きい柱が２本目までございますけれども、そ

この両方にアルミ製のもので下から上まで全部締め切ったような感じにして、真ん

中がサッシで開閉ができるような、だから、両方に３段あって、真ん中にサッシが

付いて、夏場は開閉できるようにするような計画をしております。分かりましたか。

長さ的には大体入り口から２本目の柱、８メートルぐらいになるかと思いますけれ

ど、そういう工事を予定しております。 

それと、増額分についてでございますけれども、内容といたしましては、まず杭

を打つ際に地中の埋設物等がございましたので、地中の埋設物の調査等をしており

ます。その埋設物の調査が大体３０万円。杭を打ち始めておりましたので、杭の工

事が延びましたので、それに対する工期延長分の工事が７０万円。それと、埋設物

がありましたので、若干杭をずらして打ったことによる増額分が２２万円。それと、

内装工事として一番上の階の一番奥の壁にホワイトボードをそのまま直付けして、

会議のときなんかにそれを使えるようにホワイトボードを設置しておりますので、

その変更が１５万円。それと、電気設備工事が肥後銀行とＪＡ等が入りますので、

そこで協議をした結果、分電盤が別に必要ということになっておりますので、分電

盤の増額が７２万円。増額の合計が２２６万円で、減額もございます。減額が外装

仕上げの範囲が若干少なくなっておりますので、４５万円の減。それと、機械設備

工事として排水工事、排水ルートの変更が５８万円ありますので、減額が１０３万

円、合わせて１２３万円となりまして、経費込みの大体１７５万円相当になる予定

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、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 夢チャレンジ補助金の件につきまして事業の概要と

いうことで御質問がありましたので、今回２件認定をさせていただいて、１件が美

容室の開業と、２件目が懐石料理の新規開店というところで、この２件の申請があ

りまして、審査会を経て、認定を行ったものです。 

以上です。 
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○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 正面玄関の件ですけれど、今の説明でおおよそ分かりますけれ

ど、ケーブルテレビのほうに抜ける部分というのはドア開閉なのか、引き戸なのか、

それが一つと。庁舎別館は非常にいろいろ何か工事の追加が出たりしているので、

まとめてもらって議員に配付していただけませんでしょうか。今、書き写すのに時

間的になかったものですから、整理して、後で構わないので、中身を出していただ

きたいと思います。埋設物で杭打ちの場所がずれたとか、そういう話があっていま

すけれど、実際その埋設物というのは何があったんでしょうか、それが分かるなら

教えてください。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） ケーブルテレビのほうの下り口ですけれども、ケーブルテ

レビの下りる階段がございますけれども、あそこのところも二重に張ります。こち

らから入る分は空けていて、向こうの階段側に下まで下ろすということで風雨がし

のげるのかなと思っております。ドアは付けません。 

それと、埋設物でございますけれども、埋設物についてはいろんな重要な情報線

がケーブルテレビから庁舎のほうに向けてきております。それと、電気なんかも向

けてきておりますので、そういう結構重要な弱電も強電も埋設しておりましたので、

本来であればちゃんと分かるはずだったんですけれども、舗装とか何とかをしてお

りましたので、やっぱり杭を打ってしまうと、それが切れた場合、復旧がなかなか

難しくなって、業務等にも影響が出ますので、一回埋設してあるのを掘削して確認

したところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑は。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 井野議員の質問に関連して１点質問いたします。子育て世帯へ

の臨時特別給付金ですが、これはとても助かる世帯の方が多いのではないかと思っ

ております。ただ、１点お尋ねしたいものが、これは国の施策で当初二段階での支

給だったと思います。認定の基準日というんですか、対象者の人数を把握する日と

いうのが当初であれば二段階あったのではないかと考えています。そうなった場合

に、例えば今回一括で振込をしていただくとなった際に、その後に生まれてくるお

子さんというのもいらっしゃるのかなと思っております。年明けにも何人か町内で

も生まれる予定だと思いますが、そういった方への町としての補填というか、何か

町独自でお考えというのはあるのかな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、福祉課長。 
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○福祉課長（朝日康博君） 基準日が９月３０日となっております。５３３名の中には

９月３０日から３月３１日までに生まれた方と生まれるであろう方との人数を予定

して含ませておりますので、後で年が明けてから生まれる方等はそれからまた申請

をしていただければ、そこにお支払いをするというふうにしております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） これは定年延長ですか、１４ページ、委託料、役場職員は６

０歳で定年ということで、延長制度ということは今までなかったかなと思っており

ます。これは初めて出てくる委託料ということでありますが、これはどういった内

容でこういう金額が上がってきたのか、お尋ねします。 

○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、国家公務員も定年延長が言われてお

ります。地方公務員も国家公務員に倣って定年延長ということになっておりますの

で、令和６年度から国家公務員も定年延長を導入するということで、昭和３８年４

月２日以降に生まれた方が対象になるということでございます。それに伴いまして、

条例改正が令和４年９月か１２月ぐらいに予定しておりますので、それの準備の例

規の整備等でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 同じく１４ページの財産管理費の委託料で町有地支障木の伐採

委託料が１４１万４,０００円上がっております。これは、後で調停の申立てとい

うことで出てくる阿蘇大市館の物件だろうと思いますが、伐採する支障木は量的に

どのくらいあるのかをお尋ねしたいと思います。 

それから、確認なんですけれど、大市館においては、前の経営者から購入したん

じゃなかろうかと思いますけれど、前の経営者が平成２９年度の決算において固定

資産税を滞納したために不納欠損で欠損金として上がっているわけです。その金額

が３６０万円ほどあるわけです。それはそれで終わったんでしょうけれど、その後

の固定資産税が確実に入っているのかということをお聞きしたいと思います。 

それと、もう一つ、その下の夢チャレンジ補助金、先ほども質問がありましたけ

れど、減額９００万円ということになっております。これは、まだ来年３月まで年

度であるかと思いますけれど、全然予算的にはなくなっているわけですよね。新た

にチャレンジしたいと、この補助金を使いたいという方が出てきても、もう駄目で
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すよと、予算はありませんという形を取るのかどうかということも併せてお願いし

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） 支障木の伐採委託料について、これは２か所分を上げさせ

ていただいているところでございます。大市館分については、白川牧野が１２６万

５,０００円、それと今度購入します農協の横の支障木がございますので、それの

伐採が１４万８,０００円ということになっております。 

木の量でございますけれども、今のところ見積りに木の立米数とかが出ておりま

せんので、現地を確認しております担当に聞いてから、また御報告をさせていただ

きたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 白川の大市館の固定資産税でございますけれども、すみま

せん、平成２９年の決算を存じ上げなくて調べてないんですけれども、それ以降の

固定資産税につきましても滞納がございました。そこで、税務課として預貯金の調

査を行いまして、差押えをして、固定資産税を回収しております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 夢チャレンジ補助金でございますけれども、この事

業につきましては、年度初めに前期分として申請を受け付けて、２回目、後期分と

して９月ぐらいにまた申請を受け付けて、審査を行って、認定を行っております。

前期に２件の申請があって、後期にまた申請を受け付けましたけれども、希望者が

おりませんで、結果的に２件となりました。この事業の要項の中に年度内でこの事

業を完成させるというのが規定となっておりますので、その規定に基づきますと、

後期の９月の時点で申請がなければなかなか年度内でこの事業を完了することがで

きないというところで、この予算を認定以外の部分は減額ということで計上させて

いただいたものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 大市館において、預貯金を差し押さえて取り立てたと。その金

額が幾らぐらいになるのか、教えていただけるなら教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） すみません、今手元に資料がございませんので、後ほど改

めて御提示させていただきます。 
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○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 失礼しました。先ほどお答えしました大市館の差押額につ

いてでございますけれども、税金の納税額に関しましては個人情報でもございます

ので、果たして公表できるかどうか精査をしまして、それからお答えさせていただ

きます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 町も、この後、先ほども言いました調停の申立てということで

議案として出てくるわけですから、そういったことも非常に兼ね合いがあるんじゃ

なかろうかと思いますので、公表できるなら公表していただきたいなと思います。 

それから、夢チャレンジ補助金に関しては、やはり今年度コロナの影響によって、

今年チャレンジするのはやめておこうといった状況の方も中にはおられるんじゃな

かろうかと思うわけです。かなり新型のオミクロンという株が出てきましたけれど、

今のところデルタ株に関しては収束に向かっているという状況のようでございます

ので、新たにチャレンジしようかと、利用しようかという方も来年になって出てく

るんじゃなかろうかと思いますので、何とか早く補助金を使いたいという方もおら

れるかと思いますので、できるならまた本年度中に再度復活ができるものならお願

いをしたいなと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 本事業につきましては、次年度の当初予算の要望時

期でもございまして、また３月の定例議会での上程になりますけれども、まちづく

り課としましても、この夢チャレンジ補助金につきましては次年度も継続して実施

を予定しておりますので、今まだ相談に来られる方も夢チャレンジ補助金につきま

してはございませんので、もし相談が来た場合は、次年度はまた実施を予定してお

りますので、次年度御利用いただくように御案内を申し上げたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですね。ほかに質疑ありませんか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） １４ページの庁舎別館についての確認をいたしたいと思います。 

まず、１番目、庁舎別館については、総工費、 終的に幾らかかったのか。 

２番目、これは新しい町としての事業の一環だと思うんですけれど、今度はテナ
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ントさんを入れて運営していくわけでございますので、それの契約内容。まず、テ

ナントさんとデベロッパーである町との工事区分はどのようになっているのか、お

尋ねします。 

それと、３番目に、工事区分について、それの保証金とか敷金等をいただいてい

るのか。それと、坪当たり収入である賃料が幾らになっているのかをお尋ねいたし

ます。 

それと、ラストでございますけれど、４番目のテナントさん部分と本体部分の光

熱費、要するにランニングコストなんですけれど、そのあたりがどのように明確に

なっているのかをお尋ねいたします。 

○議長（平野昭夫君） 今の答弁が必要と思いますけれども、この後、休憩を５分間ぐ

らいいたしますので、その後、答弁をお願いします。４０分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

先ほどの４番、井上則臣議員の質疑に対して答弁をお願いいたします。 

その前に、８番のクヌギの件ですか。 

はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） すみません、その前に、先ほど８番議員さんからクヌギの

本数ということでございましたので、今確認しましたところ、大小合わせて５０本

ぐらいあるということでございました。 

４番議員さんの御質問ですけれども、工事請負契約自体の金額といたしましては

１億３,５６３万円でございます。それに変更設計分が大体１７５万円ですので、

それを足した金額ぐらいが建築工事の総工費になるものでございます。 

テナントの工事区分でございますけれども、中に肥後銀行が入りますけれども、

肥後銀行は、中の内装、それとセキュリティとか、あと銀行が独自にするものは銀

行のほうでやっていただくことになっております。 

それと、ランニングコストなんかは、今どのくらいかかるかというのはまだ分か

りませんので、ランニングコストについては、面積とか、そういうので案分して、

先々に、例えば何月分を翌月に請求するとか、面積割でランニングコストについて

は請求するようにしております。 

それと、賃料については大体６万円前後ぐらいで今話をしているところでござい

ます。 
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それと、保証金についても、以前、井上議員から言われておりますので、それに

ついても銀行と今話をしているところでございます。詳細については、今現在話し

ておりますので、また決まってからお知らせしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） いろいろ内容的に難しい分野もあるというのは重々承知してお

ります。ただ、今後、農協跡地だとか、いろんな面でこういうケースが徐々に増え

てまいりますので、やはり町としてのそういう姿勢というのはきちんとつくってお

くべきだと思います。まず、総工費は幾ら、それ以上の追加はどうするかとか、特

に工事区分というのは、テナントさんが契約内容によっては２０年、３０年使って

専有していくわけですから、そのあたりをやはり明確にしておかないと、お互いに

壁が壊れたら、じゃあ、どちらがもつかとか、そういうのははっきりしておくべき

だと思います。 

先ほど賃料は６万円と言いましたが、これは月々ですか。それと、テナント契約

としてできるのは、今何社入っていますか。肥後銀行とＡＴＭを置かれる農協さん、

それとあと熊銀ですか、熊銀は入らない。農協さんと肥後銀行さん。じゃあ、農協

さんも当然賃料が発生するわけでございますので、そのあたりは月額なのか年額な

のか、やはりそのあたりをきちんとしていただきたい。 

それと、ランニングコストが分からないというのは、テナント用と本体用と分け

るために分電盤の追加ということで先ほどおっしゃいましたので、当然それは分け

られていると思いますけれど、そのあたりはどうなっているでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 賃料のほうは、いいですよね。月々幾らなのか、年額なのか。 

それと、ランニングコスト、要するに光熱費なんですけれど、電気、ガス、水道、

当然下水も入りますけれど、先ほど内容的には分電盤を追加したということは、そ

れは当然テナントさん用の分電盤ですよね。本来ですと、分電盤は向こうで付ける

とか、子メーターを付けてやるとか、いろいろな契約内容があるわけですけれど、

そのあたりは次のための勉強でいいかと思います。あと、ガス、水道、それと電気、

これがちゃんと分けられているかどうかでございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 賃料につきましては、月額でございます。先ほど言いまし

た金額の前後ぐらいで今話をしております。 

それと、光熱水費については、やはり分電盤等があるところはそのまま分電盤に

子メーターを付けたりして、ちゃんと電気料についてはそれ相当分の電気料を請求



 

－ 83 － 

することとしております。共有部分等もございますので、普通の電器照明とかもあ

りますので、そういうところはまた面積割とか、そういうことで今話をしていると

ころでございます。 

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） 今回初めてのケースでいろいろあるかと思いますけれど、やは

り今後そういうふうに運営していくものがきっと増えていくと思いますので、今回

しっかりと内容を精査していただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、５番、矢津田道夫議員。 

○５番（矢津田道夫君） 先ほどからの子供手当の件なんですけれど、これは町長にお

尋ねします。高額の方が２０名ぐらいになっているということでありますが、その

人たちには一般会計からのお金を払う予定はないのか、町長にお尋ねします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 先ほどの福祉課長の答弁とも重複する部分もあるんですけれど

も、まずは今回 初に１０万円を現金で給付するということで、９６０万円以上の

方は取りあえずお支払いしないこととしております。その一つの理由としては、困

窮家庭に関して、まだ給付が国の方針というか、そういったところが今調査中では

あるんですけれども、そういったところで、そこにもまた別に先ほどの金額でいく

わけですが、そちらのほうがまだいってない状況なんですよね。お支払いができな

い状況でもございますので、９６０万円以上の世帯に関しては、そういった困窮世

帯に対するお支払いが終わった後とか、そういったところに先に払うよりも、まず

は困窮世帯を先にしたほうがいいだろうというところの考えでもございまして、今

回は計上せずに、もし計上するとするならばそれ以降といったところで考えてはお

ります。もちろん一般財源からの捻出ということになりますので、町単独での単費

といったところです。もちろんどう考えるかにもよるんですが、子供さんに対する

給付でございますので、そういったところの年収に関しては、今後協議はさせてい

ただきますけれども、一通りその枠組みは外してもいいのではないかと個人的には

考えております。ですので、年収があろうが、ひっかかろうが、ひっかかるまいが

というか、その対象から外れるとしても、そこは単費でみてあげるべきではないか

なと個人的には考えているところでございます。 

以上です。 
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○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） 今の答弁は、本当に町民の方、子供を持つ親としてはありが

たいと思います。町税等もいろんなあれが入ってきているので、これは全体に支給

するべきと思っておりますので、その点、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） その延長線上のような話になりますから、これを検討してい

ただきたいという話です。実際今一番困っているというのは、大学生や専門学校生

を持つ親御さんだろうと。というのは、コロナの状況で大学生自体がアルバイトも

できないというような、そういう状況があるわけですから、今は下火になっていま

すけれども、いつまた第６波が来るのか分からないと。また、新年度、来年４月か

ら入学する人、また進学するに当たっても相当なお金がいるだろう。アルバイトも

できなければ、家賃から何から親が払わないかんと、こういうことに当然なるわけ

ですから。そういう意味では、そういう大学生、専門学校生、町内出身者が何人い

るのか私もよく分かりませんけれども、先ほど９６０万円以上ということの延長線

にもなるのかもしれませんけれども、そのあたりの検討も町独自として、そのあた

りは国としても自治体でいろいろ手当てをするのは御自由にどうぞというのが国の

方針ですから、そのあたりのことも考えていただければありがたいなと思います。

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） まずは、今、国の臨時交付金の協議というか、そういったとこ

ろが行われておりますので、そこで多分自治体に下りてくる分の金額がこれから分

かってくるかと思います。もちろん議員おっしゃるとおり、１８歳までの分は出ま

すけれども、それ以上に関しては何もないわけでございまして、これまでそういっ

た方々に対するふるさと便だったりとかというのも送らせていただきましたけれど

も、それが完全かと言われれば、まだ不完全な部分ももちろんあろうかと思います。

ですので、まずは国から今度の補正予算で下りてくる部分の金額とか、そういった

ところを見ながら、何ができるのかといったところも判断を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） いいですね。ほかに質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 商工費の中で町民向けの宿泊補助券１,０００セットと観光振
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興プレミアム付きの商品券が３,０００セットということで、これは昨年度も出さ

れていたと思いますけれども、この利用方法ですね、この宿泊券は町内の方は世帯

に１セットなのか、どういう販売をされるのか。それと、観光振興のプレミアムの

商品券のほうは、昨年度は阿蘇郡市以外の方を対象ということで販売をされている

かと思います。昨年の統計を見てみると、観光付商品券はやはりドラッグストアあ

たりがかなり利用が多かったという集計が出ているようですけれども、こちらの販

売形態、これは多分ＳＭＯか観光協会か何かが代行で販売をされる形になるかと思

うんですが、どのような販売、ネットで受け付けるのか、直接買いに来られた方に

販売するのか。また、もしこれが承認された場合、いつから販売をされて、いつを

めどに利用を考えておられるのか、そのあたりの詳細をお伺いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） まず、町民向けの３倍返しの宿泊券でございますけ

れども、こちらは１人１セットを今予定しておりますが、こちらは関係団体、商工

会等と協議した上で決定をさせていただきたいと思いますので、今予定として御理

解をいただきたいと思っております。 

それと、あと観光商品券につきましても１人１セットを予定していますが、こち

らもまた関係団体と協議の上、再度決定させていただきたいと思っております。 

それと、観光商品券、実際現在も１月末までの利用期限のものがありますけれど

も、こちらは観光協会が主体となって今事務を行っていただいております。こちら

はやっぱりネット受付で販売をするというところで、実際券を購入する場合は観光

協会の事務局に来ていただいて、券を発行するという形にはなるんですけれども、

この対象となるのが、今現在も商工会、観光協会等々と協議をさせていただいた上

で決定したのが、観光協会の加盟店並びに商工会加盟の観光に特化した事業者を対

象とするということで、なるべく観光客が利用できる店舗での利用というところを

目的としまして対象店舗としたいと考えております。 

期限についてなんですけれども、こちらは何分１２月の補正予算で通しまして、

またいろいろ準備期間がございますので、準備ができ次第、販売に移りたいと思い

ますけれども、めどとしましては、なるべく１月中には何とかやりたいなと思って

いるんですけれども、場合によっては実際開始の期間は延びるかもしれません。終

わりの期間なんですけれども、こちらは年度内に完了というのはなかなか難しくご

ざいます。これはまた３月議会でお願いする形になるかと思いますけれども、繰越

しを前提としまして、令和４年度にまたがって利用期間を設定させていただきたい

と考えております。こちらの期間につきましても関係機関と十分協議をさせていた

だいた上で、終了の期間は設定をさせていただきたいと思っております。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、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。 

観光振興の商品券は、昨年同様、阿蘇郡市以外の方を対象にされるということで

よろしいんでしょうか。 

○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） 阿蘇郡外というところは、今現在の商品券も除外を

しております。町外の方であれば、どの市町村であろうと購入することが可能とし

ております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 観光協会が代行してネットでも予約を受け付けるということで

すけれども、実際購入は観光協会に出向いてということになるようですけれども、

その際に、例えば身分証明というか、阿蘇郡市外であるという証明を確認しての販

売になるんでしょうか。例えば、私の親戚が宮﨑とか鹿児島にいた場合に、その方

が申し込まれて、代理で私とか町内の方が購入に来られた場合は、そういう代理購

入も可能になるのか、そのあたりは昨年度の販売を踏まえて、どういう販売形態を

取られるのか、お伺いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 南小国町町外の方を対象としておりますので、町外

であるということと、必ず本人であるというところを確認しないと販売もできませ

んので、本人から何がしかの身分証明的なものは提示をいただいた上で観光協会の

窓口で購入していただくという形を取っておりますので、そういった形で確認はき

ちんと取っている状況でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） まだ質疑は受け付けます。 

１２時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午後 ０時０６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。 

はい、３番、井野和哉議員。 
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○３番（井野和哉君） 中断をして、 後なんですが、観光振興のプレミアム商品券は

観光振興ということが一番の目的でありますので、確かこれが１万円で３,０００

円のプレミアムが付いて、そのうち１,０００円が自由にそれ以外のところで観光

のお土産とか、観光施設以外で使える部分で去年は販売をされていたと思います。

昨年の統計を見ると、その割合が１か所に集中しているという状況もありましたの

で、あくまで町内のそういう観光施設等で使われるような、町民の方が幅広く還元、

利益を受けられるような販売方法、また利用方法を取っていただきたいと思います

ので、利用も今年度中は販売からいけば厳しいかと思いますが、宿泊施設あたりは

やはりこの冬場と５月の連休明けから梅雨時期、夏休みにかけての６月あたりが一

番宿泊あたりが落ち込む時期にもなりますので、状況を見て、宿泊券あたりは７月、

夏休み前ぐらいの延長も見据えながら、できるだけ幅広く多くの町民、また阿蘇郡

市外の方が町内で利用いただけるような方法を取って販売をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの井野議員の御意見も参考にしながら、ま

た関係機関と協議をさせていただいて取り組んでまいりたいと思いますので、引き

続きよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 先ほどの商品券に関しまして、１点だけ御質問いたします。 

特に町民向けの宿泊補助券３倍返しに関しまして、とてもよかったということで、

町内の方々から喜びの声がとても出ています。実際に町民が町内に泊まるというこ

とが今までなかなか機会がなかったと思うんですが、現在やはり３倍返しされたと

きには町民がＳＮＳにじゃんじゃんアップされていました。「南小国、こういう施

設があります。すごいいいですよ」という形で、町民が営業マン、営業ウーマンと

なっていたというのがとてもいい効果だったと思っています。 

そこで、１点お尋ねですけれども、今後、年が明けましたら、国もＧｏＴｏも再

開を予定しているかと思いますが、ＧｏＴｏとの併用等は可能なのか不可能なのか、

何かお考えがあればお知らせいただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ３倍返しの町内向けの宿泊券並びに町外向けの観光

商品券、こちらは両方ともＧｏＴｏとの併用は可能となっております。そういった

ところで、ＧｏＴｏが実際年明けて始まりますと、またこちらの利用のほうも、特
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に観光向けの商品券になりますとさらに申込みが増えてくる可能性はあるのかなと

は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） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ２４ページの戸建木造住宅耐震改修等の促進事業補助金で１０

０万円上がっています。当初にも１００万円上がっていたと思いますけれども、こ

の補助金というのは、町の補助制度の中の昭和５６年以前に着工した木造住宅、も

しくは熊本地震で罹災証明が交付された、これに該当する住宅への補助かというと

ころでお尋ねをしたい。 

もう１点、２６ページの住宅管理費の中で修繕費が市原団地の浴槽修理というこ

とで聞いておりますけれど、これは何件分なのか、教えていただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 民間事業者が行う戸建木造住宅耐震改修事業促進補助金と

して社交金等で国・県の補助を受けて実施している分です。年度当初に１件上げま

して、そちらは完了しているところですけれど、年度途中に１件相談があっており

ますので、新たに国・県への要望をして、町でも予算措置をしているところでござ

います。メニューとしましては、設計監理だったり、耐震改修工事だったり、建て

替え、耐震シェルターの設置だったりします。総合支援メニューとして、建て替え

設計と工事、耐震改修設計と工事でマックスの補助金が１００万円になりますので、

工事までいくのか、設計で終わるのか、今後また協議になってくると思いますので、

総合支援メニューマックスの補助金に対応できるように１００万円の計上をしてい

るところです。 

修繕の内容ですけれど、今年度比較的高額の修繕工事が発生しておりまして、先

ほど説明いたしました浴槽改修工事もそうなんですけれど、浴槽改修工事に関して

は１件分です。その他、西黒川住宅の改修工事だったり、内装及び天井の改修工事

だったり、高額な修繕工事が出てきておりますので、今後、年度末まであと４か月

ぐらいありますので、支出予定と前年度実績等を考慮して、１５０万円の計上をさ

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） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 耐震改修の補助事業は、どちらですか。昭和５６年以前の分な

のか、それとも熊本地震での被害の部分なのか、教えていただけますか。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 
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○建設課長（北里能蔵君） 昭和５６年以前の建物に関する相談を１件受けております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ありがとうございます。 

今、町でも空き家バンクに一生懸命取り組んでおりますけれども、なかなかうま

く機能していない部分があると思います。今回、僕も改めて勉強不足で、こういう

補助があるというところで、当然空き家になる部分は昭和５６年以前、かなり古い

築年数がたっているものが多いように感じます。やっぱり基礎の部分が今でいうベ

タ基礎じゃなくて、布基礎みたいな束石があったりしているところで、非常にコー

ディネーターさんたちも苦慮しているところだろうと思いますので、この辺をもう

少しＰＲをしていただいて、うまく空き家バンクにつながるような形も取れたらど

うかなと思います。町長、どうでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

そういったところのＰＲといったところもまず第１点だと思いますし、そういっ

たところを周知しながら耐震化というものをやっていただければなと考えます。ま

た、同時に熊本県自体がかなり改修に関しての耐震化の基準というのが非常に強い

というか、厳しいんですよね。この前、移住コーディネーターというか、空き家コ

ーディネーターの宮﨑さんと担当職員も高知県に行って、現場を見ながらどういう

ふうに進めているのかというところを実際に体験していただいたんですが、やはり

そのあたりが全然違うみたいなものですから、この前、私も以前役場におりました

田邊さんという県からの出向職員が移住定住担当のこともやっていらっしゃるので、

そこにも投げかけましたし、この前、木村副知事に会う機会がございましたので、

空き家対策を行うにしても耐震基準があまりにも厳しすぎて、費用対効果というか、

お金をかなり投資しないと貸し出せないといったような、どうにかしてくれといっ

たようなことで申し伝えはしておりますので、そういったところも含めて改善でき

る部分、またＰＲはまずできるかと思いますので、そういったところを担当課とも

話しながら進めてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑は。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） ２８ページの学校給食費で修繕料として１２５万円上がってお

ります。合計の給食費の事業費を見ますと４,０００万円近い金額が上がっている

わけでございますが、以前にも話が出たかと思いますけれど、老朽化的なものもあ
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って、建て替えの時期にきているといった話もありましたし、そうなってくるとや

っぱり衛生上的な問題も出てくるんじゃなかろうかと思うわけでございます。行政

として建て替えるような考えがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） こちらは、県の検査が入って、御指摘いただいた部分の改修と

いったところで上げさせていただいております。しかしながら、議員がおっしゃる

とおり、給食センターのほうもかなりな老朽化というところで懸念がございます。

まず、第一に考えるのは、どうしてもそこの建設費というところがまた高額になる

と。また、文科省関係のは大体基本的に２分の１といったような補助率が多くござ

いますので、そういったところで約２２０日間ぐらいの稼働日数の給食センターに

ある程度の投資をするのかといったところが一つ議論になろうかと思います。です

ので、使い方としては、高齢者の方々の弁当もどこか一部で作ったりとか、何かそ

ういった複合的な使い方で稼働率を上げて、そういったところで考えなくてはいけ

ないんじゃないかなとは思います。しかしながら、いずれにしてもまずは多額な投

資がかかるというところを念頭に考えますと、私は、隣町の給食センターがどうに

か南小国町の給食も一緒に作っていただいて、そこに町が委託料を払うとか、そこ

で今働いていただいている職員も雇用できないかとか、そういったところの話は現

在投げてあるところです。どうにかそこができませんかねというところで御相談は

させていただいております。そうすることによって、後々の維持費だったりとかと

いうところはあまり考えなくていい部分になってきますので、あとはまた向こうの

回答を待ちながら、今後どうしていくのかといったところの方針は決めたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） ありがとうございます。 

私も、小国町が新しくつくったということで、その方向でいけば経費的にも非常

に楽になる状況が出てくるんじゃなかろうかと思いました。それができないという

ことで新築ということになれば、民間業者に預けるとか、委ねるとか、指定管理的

なやり方でやっていくというのも一つの案かと思いますので、御検討のほどよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） １７ページのマイナンバーカードの内容、これは国策であるわ

けですけれど、マイナンバーカードを今一生懸命推進していると思いますけれど、
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保険証等が一緒に使えるようにはいつ頃なるんでしょうか。そのあたりがもし分か

れば、僕らは勉強不足でなかなか聞くところがないものですから、お聞きしたいと

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） 質問にお答えします。 

マイナンバーカードがいつから保険証にというところでございますが、実際カー

ドを発行されて、必要な手続ができましたら、保険証として利用は可能なんですが、

受入れの医療機関のほうがそちらに対応したシステムが完了しているところでの利

用が可能というところでございます。今、小国郷内でその利用の準備をしていらっ

しゃっていて、調整されているのは小国公立病院のみになっております。また、詳

しいことをお聞きになりたい場合は、町民課の窓口でお一人お一人にお答えしてお

りますので、よろしければそちらのほうでお聞きいただければと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 分かりました。ありがとうございます。 

そういうことがまだまだ一般の方には行き渡ってないかなと思いますので、ただ

カードを作れ、作れと言っても、なかなか必要性が分からなかったら作られません

ので、ぜひそのあたりも、行く行くはこういう方向までいきますというのが、極端

に言えば、免許証だとか、パスポートは無理かもしれませんけれど、そういうもの

までいきますというのが大体決まっているかと思いますので、もしあれば何かを通

してでもＰＲの機会を設けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） すみません、先ほど８番、穴井議員からお尋ねをいただい

ておりました固定資産税の滞納額についてでございますけれども、こちらにつきま

しては、納税者本人しか知り得ない情報でございますので、具体的な金額をお答え

することはできないと考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） ということです。ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、質疑はないようでありますので、これより討論に入

ります。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反

対の方からお願いをいたします。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第９１号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第９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、一括審議となっておりますので、続けて申し上げます。議案第１０

２号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１０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。 

本日は、これにて延会といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後０時２５分 
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本会議の顛末に相違なきことを認め、ここに署名します。 

 

 

 

      南小国町議会議長 

 

 

 

      会議録署名議員  ２番 

 

 

 

      会議録署名議員  ３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録調製者  河 本 孝 博 



 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 回 定 例 会 会 議 録  

 

 

 

 

令和３年 12 月 17 日（金）開会 

 

（ 第 ３ 号 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南 小 国 町 議 会  
 



－ 97 － 

令和３年第４回南小国町議会定例会会議録（第３号） 
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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４回南小国町議会定例会の第３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、４番、井上則臣議

員、５番、矢津田道夫議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 陳情第７号 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める意見書採択の

お願い 

日程第３ 陳情第８号 ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお

願い 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、陳情第７号、ウイグル等の人権問題に対し国に調査

を求める意見書採択のお願いを議題といたしますが、陳情第７号と陳情第８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、陳情第７号、ウイグル等の人権問

題に対し国に調査を求める意見書採択のお願い、陳情第８号、ウイグルの人権問題

に対し国に調査を求める意見書採択のお願いは、一括議題といたします。 

事務局長に陳情を朗読させます。 

はい、事務局長。 

○議会事務局長（河本孝博君） 陳情第７号。令和３年１１月１６日、議長・議員各位。 

ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお願い。 

ウイグルを応援する全国地方議員の会より提出されております。 

私どもウイグルを応援する全国地方議員の会は、日本における世界ウイグル会議

の公式窓口である日本ウイグル協会と連携して人権問題に取り組む地方議員組織で

す。この度、全国の地方議会において標記の意見書採択をお願いしたく文書をお送

りした次第でございます。 

日本ウイグル協会には数百人の在日ウイグル人が在籍しており、私たちは多くの

被害実態を直接伺ってきました。にわかに信じがたい話もありましたが、外電を始
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め世界各国の政府の動き、国連での報告は、いま目の前にいる在日ウイグル人の証

言を裏付けるものでありました。 

一部の官僚は、“あるのか”もしくは“ないのか”、被害規模はどの程度か等の

「事実認定」をしきりに口にしていると耳にいたしますが、故郷に残してきた家族

と連絡が途絶していると、涙ながらに訴える在日ウイグル人の全てが虚偽の報告を

しているというのでしょうか。 

在日ウイグル人からの生活相談を含む陳情対応を一手に引き受け、被害実態を訴

える証言集会を５年前から主催し、同時に協会と共同で街頭活動・パネル展などの

啓発活動も行いながら、全国各地に点在する在日ウイグル人の証言・被害実態を丹

念に調査していったのは私たち地方議員です。今まさに地方からより一層の声を起

こさなければなりません。 

間を飛びまして、２ページの３つ目の段落をお願いいたします。 

我が国の政治家は、国会議員・都道府県議員・市区町村議員の如何を問わず広く

連携すべきものとの考えから、ここに各地方議会の結集・結束を呼びかけるもので

す。 

また、間を飛びまして、 後の段落をお願いいたします。 

日本国内にも多くの苦しむ方がいらっしゃいます。どうか国外のことと看過せず、

日本国においても“調査”および“抗議などの必要な処置”をとって頂けますよう、

地方自治法第９９条に基づく意見書を提出して頂けますようお願い申し上げます。 

以下、採択済みの自治体議会一覧が掲載されております。 

次のページには意見書案を添付しております。 

続きまして、陳情第８号。令和３年１１月１６日、議長・議員各位。 

ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお願い。 

特定非営利活動法人日本ウイグル協会から提出されております。 

文面につきましては、先ほどの陳情第７号と同様の内容が書いてございます。ま

た、添付してある意見書につきましても陳情第７号と同じ意見書を添付してござい

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本件の質疑を行います。この件について質疑ありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、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

します。 
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はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 私は、この意見書の採択に反対の立場でお話しさせていただき

ます。 

人権侵害だとか人権問題を容認するわけでは全くありません。そういうものは断

じて許されないと思いますが、この意見書においては、日本政府の対応が到底容認

できるものではないという意見もありますし、政府に対して直接調査をしろとも書

いてありますけれども、中国の話でありますので、内政干渉にも該当する部分で、

なかなか東アジアの日本と中国との関係から見ても難しいものがあるんじゃないか

と思います。逆に言うならば、国際、国連とかでもう少し審議を促すような意見書

であるならばまたと思います。 

それと、これは考えすぎかもしれませんけれども、これを採択した場合に、１年

間かけて４２の自治体が採択をされていますけれども、ここに南小国町という名前

が出ることによって、この後コロナが収束した後、外国からの、中国からの観光客

等の受入れに対して、考えすぎかもしれませんけれども、中国からの何らかの圧力

等があったときには、観光で成り立っている南小国に対して少なからず打撃がある

ことを考慮すれば、ここに名前を上げるべきではないのかなと思います。南小国か

ら発信するよりも、南小国を守ることを優先して、私は反対させていただきます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 賛成の方の意見はありますか。 

はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） 私は、賛成の立場から発言させていただきます。 

今、世界中から問題視されています新疆ウイグル自治区における人権問題ですが、

世界の多くが政府を挙げて深く憂慮しているところだと思います。私たちの日本で

は、先ほど佐藤毅議員が言われましたように、内政干渉ではないか、またはある国、

中国に対して刺激をしないほうがよいのではなどのことから、どちらかといえば、

現在消極的ではないかと思われます。 

うちの町は、昔の旧庁舎のとき、玄関の上に「人権宣言のまち」と大きな垂れ幕

を長く掲げてありました。そして、人権教育をずっとアピールしてきた町でもあり

ます。にもかかわらず、残念なことに２００３年１１月に本町黒川温泉においてハ

ンセン病元患者宿泊拒否事件が起きてしまったところでした。このことは、メディ

アに大きく報道され、今でも語り継がれているところです。このような中、本町教

育委員会においても学生、また一般の方へと幅広く人権教育に取り組んでいると理

解しているところです。このような経緯から、南小国町の議会議員として、また地

方議会として軽視することはできないと考えております。よって、この陳情は採択
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をし、意見書の提出をするべきではないかと考えます。このようなことで賛成意見

として述べさせていただきました。 

○議長（平野昭夫君） ほかに意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） ほかに討論の方がないようですので、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７号、ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお願い

の採択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） 起立多数であります。よって、本件は採択されました。 

続きまして、陳情第８号、ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採

択のお願いの採択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） 起立多数であります。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

いと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第８４号 南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制

定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第４、議案第８４号、南小国町長等の損害賠償責任の一部

免責に関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８４号、南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関す

る条例の制定については、総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第８４号、南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例の制定について。 

南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を別紙のように定める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。地方自治法第２４３条の２第１項に基づき、町長等の損害賠償責任の

一部免責について条例で必要な事項を定めるため、地方自治法第９６条第１項第１
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号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由で

ある。 

次のページをお願いいたします。南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関す

る条例。 

趣旨でございます。第１条、この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２第１項の規定に基づき、町長もしくは町の委員会の委員もしくは委

員又は町の職員（同法第２４３条の２の２第３項の規定による賠償の命令の対象と

なる者を除く。以下「町長等」という。）の町に対する損害を賠償する責任の一部

を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。 

損害賠償責任の一部免責。第２条、町は、町長等の町に対する損害を賠償する責

任を町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、町長等が賠償

の責任を負う額から町長等に係る基準給与年額（地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１７３条第１項第１号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給

与年額をいう。）に、次の各号に掲げる町長等の区分に応じ、当該各号に定める数

を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。 

第１号、町長６。 

第２号、副町長、教育委員会の教育長もしくは委員、選挙管理委員会の委員又は

監査委員４。 

第３号、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員２。 

第４号、町の職員（第２号に掲げる職員を除く。）１。 

附則、この条例は、令和４年４月１日から施行する、でございます。 

住民訴訟の対象となる長等の損害賠償責任については、軽度な過失しかない場合

であっても高額な賠償責任を認める判決がなされた事例もあり、今後、未知の事業

に取り組もうとする意欲が低下することが懸念されます。このため、本町がさらな

る発展を遂げていくために必要となる先進的な取組に対する意欲を維持していくこ

とを目的に、本町においても善意かつ重大な過失がない場合に限っては損害賠償責

任の一部を免責することができることとすることを定めようとするものでございま

す。 

これにつきましては、阿蘇郡内の各市町村についても１２月に上程をする予定と

なっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） 説明が終わりましたが、本案について地方自治法第２４３条の

２第２項の規定により、監査委員に対して意見を求めております。昨日お配りして

おります回答書の写しのとおり、本条例案は関係法令の制度、趣旨、目的に沿った
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ものであり、責任負担限度額も政令に定める参酌基準を適用しており、適正である

との回答をいただいておりますので、御報告をいたします。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） よく内容が分からん。これはこれでいいんですが、実際的に、

例えば１,０００万円の損害賠償責任を負ったといった場合、この「６」とか「４」

とか、どんな数字になるのかが私はよく分からん。そのあたりを具体的にこんな場

合はこうなりますよというのを教えてください。 

○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、「町長６」というのは基準給与年額

の６倍ということでございます。例えば、賠償責任額が１億円の判決が出たとしま

す。そして、条例で定める額というのが、町長の場合であれば年収掛ける６、それ

を引いた額が免責額になると。ということになりますと、結局は年収の６倍までは

損害賠償が発生した場合は支払わなくてはならないと。例えば、１億円だったら、

もし町長の給与が１,０００万円としたときには６倍ですので、６,０００万円はお

支払いをして、４,０００万円が免責になるということでございます。 

以上です。 

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

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 条例第２条のところで「善意でかつ重大な過失がないとき」と

いう表現がされていますけれど、ここというのは誰がそこを判断するんですか。 

○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、住民訴訟等になって、結局は裁判所

の判断になるものと思われます。そこで、過失が軽微か軽微じゃないかというのを

裁判所が判断するということになっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

す。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の

方からお願いをいたします。討論はありますか。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。 
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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８４号、南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につ

いての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 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５ 議案第８５号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

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５、議案第８５号、南小国町消防団員の定員、任免、給

与、服務等に関する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８５号、南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部を改正する条例の制定については、総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第８５号、南小国町消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のように定める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提出理由。消防庁長官通知に応じる非常勤消防団員の年額報酬の改定等をするた

めに、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があ

る。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。改め文でございます。南小国町消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例。 

南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年南小国

町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次のページをお願いいたします。新旧対照表でございます。南小国町消防団員の

定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例。右側が改正前、左

側が改正後となっております。 

第４条の「第１号、成年被後見人又は被保佐人」を削除いたします。 

そして、年報酬額でございますけれども、副分団長「４万３,０００円」を「４
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万５,５００円」、班長「３万４,０００円」を「３万８,０００円」、団員「３万

１,０００円」を「３万６,５００円」。 

第１２条、第３号でございます。幹部会議の招集に応じた団員に対して、次によ

り費用弁償を支給する。会議出席１回につき「２,０００円」を「１,０００円」に

改めるものでございます。 

１ページ、お戻りください。附則でございます。この条例は、令和４年４月１日

から施行する。 

この条例につきましては、消防庁の交付税単価基準と比較して、報酬額が基準を

下回っているため、副分団長と班長、団員の階級にある者の報酬を引き上げるもの

でございます。 

以上です。 

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

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 報酬の引上げということで２,５００円から５,５００円ぐらい

の報酬が上がるという状況でございますが、全体的にどのくらい上がるのかという

ことと、費用弁償が２,０００円から１,０００円になっている。これは幹部の方の

分が主だと思いますけれど、これが下がっている理由的なものがあれば教えていた

だきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） この条例の改正後の報酬の引上げ額について、予算的には

１０３万２,５００円が上がる予定となっております。 

それと、費用弁償については、今、各委員さんの費用弁償が全て１,０００円と

なっております。消防団員の幹部の方だけが２,０００円となっておりましたので、

これを一律１,０００円に合わせるものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。８番議員さん、いいですね。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） ここにも元消防団員の方がおられますけれど、町民の生命・財

産を守り、日頃の安心・安全なまちづくりのために非常に消防団というのは寄与し

ているんじゃなかろうかと考えます。金額的なものを上げるということも大事なん

でしょうけれど、感謝的な意味合いも何かで示す必要もあるんじゃなかろうかと私

としては思っております。行動で示すということも非常に大事なことではなかろう

かと思いますが、それが何だということについて少し私も考えましたところ、今コ

ロナの関係で３回目のワクチンが稼働しているという状況でございます。今から進
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められていくんじゃなかろうかと思いますけれど、消防団の団員さんも打つ順番的

なものを早めてやると。医療従事者が一番先に打っていくというのは非常に分かり

ますけれど、その次にくるのが町では団員さんに接種的なものを先にしてやるとい

うことも感謝の気持ちを込めて、団員への思いを持って、そういったことも非常に

大事なことではなかろうかと思います。今からそれができるかどうかということは

分かりませんけれど、そういうことになれば団員の気持ちも非常に変わっていく要

素が出てくるんじゃなかろうかと思いますので、そこのところはどうでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

消防団員の方々には本当に一生懸命地域の生命と財産を守るために御尽力いただ

いているということで私も心から感謝を申し上げているところでございますし、そ

ういった形で少しでも、消防庁からの指針もあったわけですけれども、今回このよ

うに改正をさせていただくということでございます。そういった中で、まずは費用

弁償の部分ですね、幹部会議の招集に応じた団員に対しての費用弁償は２,０００

円から１,０００円に下がっているということもございますが、これは全体的にト

ータルを見て、幹部の方々にお諮りをしまして、それで御了承はいただいていると

いう金額でございますので、御理解いただければと思います。 

あと、ワクチン接種に関しましては担当課からの考えもございますので、そちら

のほうで担当課の課長から話をさせます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ワクチン接種のことについてお話しさせていただきます。

現在９０％以上の方が２回目の接種を終えられておりまして、次は３回目の接種の

御案内になります。ただ、３回目の接種は、現時点で熊本県では２回目の接種終了

後、８か月以上を経過した方が接種の対象となっておりますので、こちらのほうで

接種記録を確認しながら順次御案内を差し上げているところです。ただ、国のほう

ではいろいろ今後また検討もされておられるようですので、そちらの情報が届き次

第、また小国郷内の医療機関の先生方と御相談しながら、迅速にワクチン接種を進

めていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 再度確認なんですが、町の消防団員の定数と現在の実動の実数、

機能別団員もおられると思いますが、その数字が分かれば教えていただきたいと思

います。 
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それと、これは幹部会で諮って、消防の幹部の了承をいただいているということ

ですが、部長はそのまま４万円で据置きということなんですが、私も消防団をやっ

てきた経験上、やはり部長は各部の団員を統率するに当たって非常に責任が重い立

場にあると思います。幹部のほうは、各部長に指示をして統率を取るわけですけれ

ども、それを取りまとめるのは部長の仕事でありますので、やはり部長の責任とい

うのは消防団の中でも非常に重い部署ではないかと思いますので、部長あたりも昇

給率は違うにしても、２、３,０００円ぐらい上げてもいいのではないかと思いま

すが、幹部会議ではそういう話は出なかったんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） まず、定数でございますけれども、定数については２５２

人だったと思います。もし間違っていたら、また訂正をさせていただきます。階級

別の人数でございますけれども、まず団長が１人でございます。副団長２人、分団

長４人、副分団長４人、部長２３人、班長３７人、団員１５９人、機能別団員１２

人、合わせて２４２人でございます。 

それと、部長の報酬ですけれども、この金額を提示させていただきまして、幹部

会議に諮ったときには、部長の報酬等を上げろとか、そういう話はございませんで

した。一概に団員の給料を上げて、班長の給料を上げて、上の副分団長と班長との

間にいらっしゃいますので、その給料の間を取るというのがなかなかこのくらいの

金額でないと難しいのかなという判断もあったらしいので、この金額にさせていた

だいております。これについても、大体阿蘇郡内の各町村において引上げをすると

ころの階級についてはこういうところの階級を上げるようにしているということを

聞いております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 分かりました。現時点でも定員割れの状況が続いておりまして、

今後やはり消防団員の確保というのは非常に厳しくなってくるのかと思います。以

前に比べたら、消防の設備の充実とか、また活動服とか編み込みの靴とか、いろい

ろ装備の面では充実はされてきていると思いますけれども、やはり団員を確保して

いく上でこういった報酬の部分の見直しも必要になってくるかと思いますので、で

きるだけ消防団自体の活動が厳しくならないような方策を今後また随時検討をして

いっていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 
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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８５号、南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 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６ 議案第８６号 南小国町国民健康保険税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６、議案第８６号、南小国町国民健康保険税条例の一部

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。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８６号、南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定については、税務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 議案第８６号、南小国町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定について。 

南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律」が令和３年６月１１日に、「全世代対応型の社会保障制度を構築

するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関

する政令」が令和３年９月１０日に公布され、国民健康保険税の改正部分が令和４

年４月１日から施行されることから、南小国町国民健康保険税条例の改正を行う必

要があるため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る



 

－ 110 － 

必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。改正の改め文です。今回の改正の概要でござい

ますが、少子化対策の一環として子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険

税のうち、未就学児に係る均等割を半額にするものでございます。 

そのまま２ページ、お進みください。新旧対照表でございます。 

１ページの第３条から３ページの中段の第２３条第１項第３号までは法改正に伴

う規定の整備を行っております。 

３ページから４ページにかけての下線部分が、先ほど申し上げました未就学児に

係る均等割を半額にする内容となっております。 

４ページの「ア」でございますが、こちらは所得による７割軽減が適用されてい

る世帯、「イ」は５割軽減が適用されている世帯、「ウ」は２割軽減が適用されて

いる世帯、「エ」は軽減の適用がない世帯についての減額を定めております。 

続く、第２３条の２以降は、法改正に伴う規定の整備を行っております。 

それでは、改め文の２ページ目にお戻りください。中段にございます附則です。

施行期日。第１項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条の２第１

号及び第１３条第１項の改正規定、第２３条の改正規定（「係る」の次に「基礎課

税額の」を加える部分を除く。）並びに第２３条の２の改正規定（「前条の」を

「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項第１号」に改める部分に限

る。）並びに附則第２項から第４項まで及び第６項から第１３項までの改正規定並

びに次項の規定は、令和４年４月１日から施行する。 

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。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８６号、南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

ての原案に賛成の方の起立を求めます。 
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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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第８７号 南小国町税特別措置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７、議案第８７号、南小国町税特別措置条例の一部を改

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８７号、南小国町税特別措置条例の一部を改正する条例

の制定については、税務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 議案第８７号、南小国町税特別措置条例の一部を改正する

条例の制定について。 

南小国町税特別措置条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、南小

国町税特別措置条例の改正を行う必要があるため、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由で

ある。 

次のページをお願いいたします。改正の改め文です。今回の改正の概要でござい

ますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２４条に基づく課税免

除の特例が適用されるよう条例の改正を行うものでございます。 

２ページ、お進みください。新旧対照表です。特例の要件について、それぞれ下

線部のとおり条文を追加しております。要約いたしますと、過疎地域持続的発展計

画で特に振興すべき業種として定める事業のため、令和６年３月３１日までに取得

した土地や償却資産などの固定資産税を３年間免除することができるという内容で

ございます。 

それでは、改め文の２ページ目にお戻りください。附則、この条例は、公布の日

から施行する。ただし、改正後の南小国町税特別措置条例の規定は、令和３年９月

１６日から適用する。 

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。 
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はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 第１条の振興すべき業種というのはどういう内容でございます

か。具体的にお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 新旧対照表の第２条を御覧いただけますでしょうか。第２

条の下に表がございます。１ページから２ページにかけてでございます。そちらに

対象業種の欄がございます。こちらに掲げております製造業、旅館業、農林水産物

販売業、情報サービス業等がこちらに定める業種となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 大体分かったんですけれど、情報サービス業等というのはどう

いう意味でしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） すみません、情報サービス業等につきましては、後ほど調

べまして、お知らせをさせていただきます。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） パソコンと、今後、農産物の販売とか、いろいろあるので、そ

のあたりを確認したかっただけで、「これ駄目です」なんて後で言われると、特に

移住定住なんて進めて、今後はそういうパソコンとかを使う方が増えてくるでしょ

うから、そのあたりを確認したかっただけです。分かりました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） ただいま井上議員が振興すべき業種をお聞きしましたが、私は、

その前の「産業振興促進区域内において」という文がございますが、これは町が定

めているわけですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） こちらの過疎地域持続的発展計画という計画の中で地域を

定めております。担当課はまちづくり課になるんですけれども、確かこの地域とい

うのは町内全域を指定してあったと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） こちらの計画をまた確認をしまして、正確な部分に
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つきましては、後ほど回答させていただきます。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑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８７号、南小国町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定についての

原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第８８号 南小国町国民健康保険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８、議案第８８号、南小国町国民健康保険条例の一部を

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８８号、南小国町国民健康保険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８８号、南小国町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について。 

南小国町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提出理由。健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政令第２２２号）

が公布されたことに伴い、条例の一部を改正するに当たり、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出す

る理由である。 
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次のページをお願いします。改正の改め文でございます。南小国町国民健康保険

条例の一部を改正する条例。 

南小国町国民健康保険条例（昭和４１年南小国町条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第１項中、「４０万４,０００円」を「４０万８,０００円」に改める。 

附則、この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

次のページに新旧対照表を添付しておりますが、出産育児一時金は、出産時に予

期せぬ事態が発生した結果、重度の障害を負ってしまった新生児やその家族に対し

て一定の補償を与える医療機関が加入する産科医療補償制度における掛金も含んで

おります。その金額が今回「１万６,０００円」から「１万２,０００円」に変更に

なったことにより、この変更が必要となりました。 

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。ありま

せんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第８８号、南小国町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 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。 

１１時１０分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 
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その前に、総務課長から訂正がありますので、よろしくお願いをいたします。 

はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 先ほど３番議員さんの消防団員の定数を「２５２」と言い

ましたけれども、「２５１」が正確な数字でございます。申し訳ございませんでし

た。 

○議長（平野昭夫君） それでは、議案に入っていきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第８９号 小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部変更について 

○議長（平野昭夫君） 日程第９、議案第８９号、小国町外一ヶ町公立病院組合規約の

一部変更についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８９号、小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部変更に

ついては、総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第８９号、小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部変

更について。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、小国町

外一ヶ町公立病院組合規約（昭和３６年県指令地第２５８号の１～２）の一部を次

のとおり変更する。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部を改正する規約。 

小国町外一ヶ町公立病院組合規約（昭和３６年県指令地第２５８号の１～２）の

一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。「小国郷公立病院組合規約」。 

第１条中、「小国町外一ヶ町公立病院組合」を「小国郷公立病院組合」に改める。 

附則でございます。この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

提案理由。小国町外一ヶ町公立病院組合規約を変更しようとするときは、地方自

治法第２９０条の規定により、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。 

ということで、次のページに新旧対照表を添付しております。先ほど申しました

とおり、改正前が右側、改正後が左側で、「小国町外一ヶ町公立病院組合規約」を

「小国郷公立病院組合規約」に改めると。それと、第１条中も「小国町外一ヶ町公

立病院組合」を「小国郷公立病院組合」に改めるというものでございます。 
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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。質疑ありませんか。 

はい、７番、児玉議員。 

○７番（児玉秀次郎君） 私は、以前、公立病院に勤務していましたので、質問させて

いただきます。「小国町外一ヶ町公立病院組合」の名称を「小国郷公立病院組合」

に改めるという規約の変更でありまして、「小国町外一ヶ町公立病院」という名称

になった経緯について何でこうなったのかなという話も聞きますので、僕は執行じ

ゃないけれど、お話しさせていただきますと、もともと公立病院は昭和２８年に小

国町単独で「小国町立病院」として発足しているわけです。僕も当時の議事録を見

てみますと、その当時、南小国にもそういうお声かけをした経緯があります。そこ

で、南小国のほうは財政的に厳しいということで参加していないということで「小

国町立病院」と。その後、５年後ぐらいですか、やはり病院ですから、診察の関係

上、病人が出たら公立病院にかかりますので、町立病院に、かててくれということ

で、その時点で資金を出して、参加をしたと、かたったということで、その時点に

おきまして、「小国町外一ヶ村公立病院組合」として発足したわけです。そして、

その後、南小国は町制施行して、現在の「小国町外一ヶ町公立病院」になったとい

う経緯でございます。 

本題に返りますけれど、この名称の変更につきましては、私が公立病院に在籍中

にもいろんな意見があっています。一部の病院議員さんの中には、僕がいるときは、

大変な医師不足のときでありましたので、そうしたらせっかく北里柴三郎先生の出

身地の北里大学がありますので、ネーミングを例えばの話ですけれど、「北里柴三

郎記念病院」にしたらどうかとか、そういう環境ができれば、医師の派遣ができる

んじゃないかとか、そういう意見も出ておりました。結果的にはネーミングは変わ

ってないんですけれど。そこで、そういうこともあって、今回そういうネーミング

の変更があったわけですけれど、この「小国郷公立病院」に名前がなった経緯とい

うのを教えていただきたい。多分、町長は入っていたかもしれないけれど、どなた

たちでお決めになったのか。どういう過程を経て、そういう名前になったのかを教

えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） この経緯に関しましてでございますが、これは坂本院長が退職

をされてから、新たな組織体制へと生まれ変わりました。院長先生のほうが堀江先

生が院長となられ、事業管理者という形で片岡先生がなられております。そういっ

たところの一つの節目ということもございまして、かねてからこのネーミングに関

しましても地元というか、本町の議員の皆様方からも「外一ヶ町」という表現がい
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いのだろうかといったようなお声もございましたものですから、そこで小国町の渡

邉町長、そして院長先生と事業管理者、まずはこの４名で協議をさせていただきな

がら、それだったらこちらも今人口比割とかでお金は出させていただいております

ので、「小国郷」というのが基本的には小国町、南小国町の通称といいますか、そ

ういった呼び方がございますので、そういったところを頭につけるのが適当ではな

いかということでこの名前になったという経緯でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） ありがとうございました。 

このネーミングにつきまして、決して反対ということじゃなくして、どういう経

緯でという話でございます。 

それと、また今度は変わりまして、事務局長人事につきましてお尋ねしますけれ

ど、現在の事務局長は年齢的には６５、６歳だと思います。とうに本来ならば退職

をしている年齢でございます。彼は、以前、県を退職してから勤務しているわけで

すから、専門ではないわけです。その後にもう１人、事務長になられた方がおって、

同学年ですけれど、事務局長は辞められて、しかし、今の事務長が専門でないがた

めに、その方の補佐をして、現在に至っていると。僕と一緒に仕事もしていた人で

すけれど、何年も前から辞めたい、辞めたいと言っているけれども、後任が見つか

らないと。町長あたりにも話をしても、後任が見つからないということで、来年は

辞めますとはっきり僕も聞いていますし、話をしていますけれど。ということで、

そこの人事についてどうなっているのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 現在、事務局長に関しては、公募を行っております。病院のホ

ームページだったりとかで募集はさせていただいておりますけれども、この前、運

営会議もございまして、もう少し幅広く情報発信をすべきだということを渡邉町長

と私からも伝えております。まずは、できるところから、南小国町、小国町のケー

ブルテレビだったりとか、文字放送だったりとか、そういったところを使ったりと

か、ほかの医療従事者がよく見るようなページだったりとか、そういったところか

らの情報発信を行うようにという形で伝えてございます。あと、どうしても公募と

いう形になるよりも、誰か先生方、医療従事者の方々の、一本釣りという表現は的

確ではないかもしれませんけれども、そういったお知り合いの方、そういった情報

も集めながら、今、公募をかけている状況でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） 以前もそういう質問もして、町長はそういうことで公募をか
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けているという話で現在に至っているわけで。ですから、公募で、いなければ、ま

たそのまま継続、ずるずるといくわけですよね。今、事務長を補佐している彼なん

ていうのは本当に体重がげっそり減ってしまってから、かわいそうなぐらいに、い

い体格をしていたのが、痩せてしもたとまではいかんけど、本当に疲れ切っている

ような感じですので、やっぱりしっかり公募も必要でしょうけど、何とか頑張って

探してみてください。よろしくお願いします。実質的に２人事務長がいるようなも

のですから、いらん経費とも思いますので、そういうことですので、よろしくお願

いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 一応現事務長に関しましては、今年度いっぱいということで伝

えてございますので、しっかりとその後任をいろんな情報とか、つてとかをたどり

ながら、まず探したいと思いますので、議員の皆様方も、誰かお知り合いというか、

そういったことに精通された方がいらしたときには、ぜひ情報をいただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

す。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の

方からお願いをいたします。 

［「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８９号、小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部変更についての原案に賛

成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第９０号 調停の申立てについて 

○議長（平野昭夫君） 日程第１０、議案第９０号、調停の申立て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。 
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はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第９０号、調停の申立てについては、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９０号、調停の申立てについて。 

調停の申立てについて議案を提出する。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

調停の申立てについて。 

南小国町は、下記により阿蘇簡易裁判所に対し民事調停を申し立てる。 

１、相手方、熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺６２９１番地１、熊本観光開発株

式会社、代表取締役、名取尚久。 

２、申立ての趣旨、相手方は、申立人に対し申立人が別紙物件目録記載の土地に

つき土砂流出防止工事をすることを協力するとの調停を求める。 

３、申立ての理由、相手方は、熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺６２９１番地１

において、「阿蘇大市館」という屋号で旅館を運営している株式会社である。相手

方が運営する「阿蘇大市館」については、令和２年７月豪雨により、隣地である別

紙目録記載の土地（以下「本件山林」という。）から土砂の流出により、旅館内に

土砂が流入して被災した。本町は、同年７月中旬から８月中旬にかけて、「阿蘇大

市館」内の土砂の撤去を行い、令和３年５月２４日から２６日までの間、相手方の

協力を得て、本件山林につき土砂の流出を予防するため、旅館敷地側から大型土嚢

設置工事を行った。その後、土砂流出防止のための木柵設置工事の施工について、

相手方に協力を仰いだところ、相手方からは土嚢設置工事の折に旅館を休業したた

め、休業補償の話が整わなければ工事に協力できない旨の話があった。その解決の

ため、本町の顧問弁護士に依頼し、相手方に対し土砂流出予防工事の協力及び休業

補償算定のための資料提出を依頼したが、相手方からは本町の顧問弁護士が熊本県

の行政不服審査委員会の委員を務めていることと、本町に行政不服審査請求を提出

していることから、依頼した弁護士は利益相反に当たる弁護士となるなどの理由に

より話をしない旨を述べ、話合いができなかった。本町は、本件山林から相手方が

運営する「阿蘇大市館」に再び土砂が流出して、相手方が被害を被ることを未然に

防止するため、さらに土砂流出の予防工事をしたいと考えているが、本町の顧問弁

護士は、相手方が提出した行政不服審査請求には関与しないことを説明しても、相

手方の協力が得られないことから、追加の予防工事ができないままになっている。

相手方に対し調停により本件山林の土砂流出予防工事に協力することを求めるもの。 

提案理由。調停の申立てについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に
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基づき、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。 

次のページは、物件目録です。１、所在、阿蘇郡南小国町大字満願寺字佐護。地

番、６２８７番、６２９０番、６２９３番合併。地目、原野。地積、４９５平方メ

ートル。 

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。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 今の内容の説明を聞いていて、問題のところは、本町の顧問弁

護士の対応に対して、向こうが不信を抱いているという感じであれば、担当の顧問

弁護士を代えるという表現じゃなくて、この案件だけは違う弁護士を使うとかいう

ことは考えられなかったんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 顧問弁護士に相談したところ、顧問弁護士としては、全然

問題はありませんと、そういうことを言われて、向こうに説明をしても、全然話を

聞いていただけない。私たちも、今、町の顧問弁護士さんにいろいろお尋ねをして

相談しておりますので、顧問弁護士を代えるというのがなかなかどこのどなたに頼

んでいいのかもまた非常に悩むところでございまして、今のところ顧問弁護士にず

っと話をして相談をしておりまして、まずは顧問弁護士さんからは全然問題はない

ということですので、それを向こうが言ったからといって代えることはできないの

かなと思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑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９０号、調停の申立てについての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第９２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２号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１１、議案第９２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９２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２号）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９２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２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４２万２,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億８８８万７,０００円とする。 

令和３年１２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。 

国庫支出金、国庫補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金です。今

回６万４,０００円を増額とするものです。内容としましては、マイナンバーカー

ドの取得・健康保険証利用申込みの支援事業補助金、国庫補助金になります。 

７ページをお願いします。県支出金、県負担金、保険給付費等交付金です。今回

１３万５,０００円を増額し、４億３,５７５万２,０００円とするものです。内容

としましては、個人の健康保険の変更に伴う保険者間の調整請求による増額と、今

年度１２月以降の療養費の見込みを試算した場合の増額分の交付金の分になります。

１０分の１０の交付金扱いであり、１１ページの歳出と同額になります。 

８ページをお願いします。繰入金、基金繰入金、療養給付費支払基金繰入金です。

１５万９,０００円を増額し、２,２９０万８,０００円とするものです。内容とい

たしましては、令和２年度の実績に伴う調整分になります。国庫返還等による増額

分から次ページの雑入として入金予定の特定健康診査等一部負担金分を引き、マイ

ナンバーカードの取得・健康保険証利用見込みの支援事業の国庫補助対象外分１,

０００円を加えた金額になります。 

９ページをお願いします。諸収入、雑入、雑入。今回６万４,０００円を増額す
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るものです。内容としましては、特定健康診査等一部負担金の前年度の精算分にな

ります。 

１０ページをお願いします。歳出でございます。 

総務費、総務管理費、一般管理費です。６万５,０００円を増額し、２９１万３,

０００円とするものです。内容としましては、消耗品費の５万円がマイナンバーカ

ードの取得・健康保険証利用見込み勧奨のためのパンフレット及び封筒の作成分の

代金になります。役務費１万５,０００円は、その郵送代になります。 

１１ページをお願いします。保険給付費、療養諸費、一般被保険者療養費です。

１３万５,０００円を増額し、２８１万９,０００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でございまして、先ほど歳入でも説明いたしましたが、

個人の健康保険の変更等に伴う保険者間での調整請求の増額と、１２月以降の療養

見込額の試算による増額分になります。 

１２ページをお願いします。保険給付費、葬祭諸費、葬祭費です。今回６万円を

増額し、２６万円とするものです。内容といたしましては、現在予算残が１件分で

ございまして、今後の見込額試算による増額分になります。 

１３ページをお願いします。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金です。今

回１６万２,０００円を増額するものです。内容としましては、保険者努力支援交

付金及び国特別調整交付金の令和２年度実績に伴う返還金になります。前年度の健

診受診率の低下、また新型コロナウイルス感染症による保健事業の事業変更等によ

り、償還金が発生しております。 

以上です。 

○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。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第９２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２号）

の原案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、本案は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第９３号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第３

号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１２、議案第９３号、令和３年度南小国町介護保険特別

会計補正予算書（第３号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第９３号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算

書（第３号）については、福祉課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 議案第９３号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正

予算書（第３号）。 

次のページをお願いいたします。令和３年度南小国町の介護保険特別会計補正予

算（第３号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億４,８３２万９,０００円とする。 

令和３年１２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。 

保険料、介護保険料、第１号被保険者保険料です。今回１２万５,０００円を増

額し、１億３８８万円とするものです。内容としましては、現年度分特別徴収保険

料の増額でございます。 

７ページをお願いいたします。国庫支出金、国庫補助金、地域支援事業交付金

（介護予防・日常生活支援総合事業）です。今回１３万１,０００円を増額し、４

９０万６,０００円とするものです。続けて、地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業以外）です。今回８,０００円を増額し、６９２万４,０００円

とするものです。内容としましては、どちらも地域支援事業、ホームヘルプサービ

スの増額に伴う負担割合での増額でございます。 

次の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、地域支援事

業支援交付金です。今回１４万２,０００円を増額し、５３０万円とするものです。

内容としましては、こちらも地域支援事業の増額に伴う負担割合での増額でござい

ます。 

９ページをお願いいたします。県支出金、県補助金、地域支援事業交付金（介護
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予防・日常生活支援総合事業）です。今回６万５,０００円を増額し、２４５万３,

０００円とするものです。続けて、地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援

総合事業以外）です。今回４,０００円を増額し、３４６万１,０００円とするもの

です。内容としましては、どちらも地域支援事業の増額に伴う負担割合での増額で

ございます。 

次の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５万７,０００円を増額し、６２６万７,０００円とするものです。事

務費繰入金の内容としまして、ケアプラン作成料でございます。 

続きまして、地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）です。今

回６万８,０００円を増額し、２４５万８,０００円とするものです。続けて、地域

支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）です。今回５,０００円

を増額し、３４６万６,０００円とするものです。内容としましては、こちらも地

域支援事業の増額に伴う負担割合での増額でございます。 

１１ページをお願いいたします。歳出でございます。 

保険給付費、介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給付費です。今回２万

８,０００円を増額し、６６６万１,０００円とするものです。内容としましては、

要支援者のケアプラン作成を包括センターから居宅介護支援事業所に委託する分の

増額としております。 

次のページをお願いいたします。地域支援事業費、包括的支援事業・任意事業費、

在宅医療・介護連携推進事業費です。今回２万１,０００円を増額し、６８万７,０

００円とするものです。内容としましては、阿蘇郡市医師会への業務委託に係る負

担金でございます。医師会の在宅医療に関する取組の事務局職員等に係る経費でご

ざいます。 

１３ページをお願いいたします。地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス

事業費、介護予防・生活支援サービス事業費です。今回４７万９,０００円を増額

し、１,３０２万円とするものです。内容としましては、要支援１・２の方のホー

ムヘルプサービス利用者増に伴う見込額の増額でございます。この分を主に含んだ

歳出を歳入で介護保険の負担割合に合わせて振り分けております。 

続きまして、介護予防ケアマネジメント事業費です。今回７万４,０００円を増

額し、１０１万５,０００円とするものです。内容としまして、委託料につきまし

ては、デイサービスやホームヘルプサービス等の要支援者のケアプラン作成を包括

センターから居宅介護支援事業所へ委託する分でございます。負担金補助及び交付

金につきましては、要支援１・２の方のホームヘルプサービス等の利用者増に伴う

見込額の増額でございます。 
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次のページをお願いいたします。地域支援事業費、その他諸費、審査支払手数料

です。今回２,０００円を増額し、４万２,０００円とするものです。続けて、総合

事業保険者事務共同処理手数料です。今回１,０００円を増額し、４,０００円とす

るものです。内容としましては、どちらも国保連合会へ支払う手数料でございます。 

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。質疑はありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 要支援の１・２の増加ということですけれども、具体的にはど

のくらい当初から増加をされたんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 件数は出しておりませんけれども、今年秋口にかけてホー

ムヘルプサービス等が何件か増えてきていますので、 初の予定より増えたので、

増額という形で上げさせております。件数は、今、手持ちはありませんけれども。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） デイサービスとかいうのに入れるというのか、申込みというの

はどういう基準になっているんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 介護認定もありますけれども、まずは管理センターにあり

ます包括支援センターですね、そこに相談をしていただいて、それからいろんなサ

ービスを振り分けていくという形が一番の流れでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑はないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

す。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の

方からお願いをいたします。 

［「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９３号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第３号）の原
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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１３ 議案第９４号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第５

号） 

日程第１４ 議案第９５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３号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１３、議案第９４号、令和３年度南小国町水道事業特別

会計補正予算書（第５号）を議題といたしますが、議案第９４号と議案第９５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９４号、令和３年度南小国

町水道事業特別会計補正予算書（第５号）、議案第９５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３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９４号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算

書（第５号）、議案第９５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３号）については、建設課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 議案第９４号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正

予算書（第５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５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３８２万４,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億６,０７０万３,０００円とする。 

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

４ページをお願いします。第２表、地方債補正。起債の目的、簡易水道事業債、

今回２００万円を増額し、１,２２０万円とするものです。現在の利率は０.５５％

です。過疎対策事業債、今回１４０万円を減額し、７００万円とするものです。現

在の利率は０.０７％です。地方公営企業等災害復旧事業債、今回５６０万円を新
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たに計上するものです。合計３,４１０万円。 

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２３７万６,０００円を減額し、

２,７４３万６,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額です。 

８ページをお願いします。町債、町債、簡易水道事業債、今回２００万円を増額

し、１,２２０万円とするものです。簡易水道事業債の増額です。 

過疎対策事業債、今回１４０万円を減額し、７００万円とするものです。過疎対

策事業債の減額になります。 

地方公営企業等災害復旧事業債、今回５６０万円を増額し、５６０万円とするも

のです。地方公営企業等災害復旧事業債の増額です。 

９ページをお願いします。歳出です。 

水道費、水道管理費、水道維持費、今回２００万円を増額し、４,９１６万４,０

００円とするものです。工事請負費２００万円、黒川地区簡易水道配水管布設替工

事の増額です。黒川地区配水管布設替工事について、試掘等の調査の結果により、

本管及び給水管布設において材料の変更や数量が増えたこと、一部夜間工事への切

替え等が必要であることによる労務単価の増と、仮設管の延長増による材料費、施

工費の増等を見込んでおりますことによる増額補正です。 

１０ページをお願いします。事業費、営業外費用、消費税、今回１８２万４,０

００円を増額し、８７５万３,０００円とするものです。消費税１８２万４,０００

円の増額です。令和２年度の確定消費税額が５６９万円となっており、４００万円

を超え、４,８００万円以下のため、令和３年度分の前払い的意味合いになります

が、第１回中間申告が必要となるため、増額計上するものです。 

続きまして、議案第９５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３号）。 

令和３年度南小国町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３,２４５万８,０００円とする。 

令和３年１２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１４万５,０００円を増額し、１,

７７２万７,０００円とするものです。一般会計繰入金の増額です。 

７ページをお願いします。歳出です。 

集落排水費、集落排水管理費、集落排水総務費、今回１４万５,０００円を増額
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し、５９５万５,０００円とするものです。職員手当等について担当職員の転居等

に伴う通勤・住居手当の増額です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 ０時５７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

議案第９４号と議案第９５号の説明が終わりましたので、ただいまから質疑を行

います。この２件について質疑を受け付けますので、質疑ありますか。 

［「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、本案の採決に移ります。 

議案第９４号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第５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９５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３号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第９６号 教育委員の任命について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１５、議案第９６号、教育委員の任命についてを議題と

いたします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第９６号、教育委員の任命については、教育委員会事務局

長より説明させます。 

○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） 議案第９６号、教育委員の任命について。 

次の者を教育委員に任命したいので、同意を求める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、住所、熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺７００番地。 

２、氏名、鎗水幸子。 

３、生年月日、昭和２６年３月９日。 

提案理由。地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第４条第２項の規定により、議会の同意を得る必要がある。これがこの議案を

提出する理由である。 

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。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、終了いたします。 

人事案件の選任方法については、申合せ事項において無記名による投票となって

おりますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、投票といたします。 

議場の出入口を閉鎖します。 

［議場閉鎖］ 

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

の規定によって、１番、穴井則之議員と２番、佐藤毅議員を指名といたします。 

事務局より投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（平野昭夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

配付漏れなしと認めます。 
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投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（平野昭夫君） 異常なしと認めます。 

教育委員の任命に同意される方は◯、されない方は×をお願いします。また、会

議規則第８４条の規定により、白票は否とみなします。 

ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票してください。 

［投票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票漏れはありませんか。 

投票漏れなしと認め、投票を終わります。 

これより開票を行います。 

開票立会人は前にお願いします。 

［開票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票の結果を事務局長に報告させます。 

はい、事務局長。 

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

有効投票中、◯が９票。 

以上です。 

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

たします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第９７号 教育委員の任命について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１６、議案第９７号、教育委員の任命についてを議題と

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９７号、教育委員の任命については、教育委員会事務局

長より説明させます。 

○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） 議案第９７号、教育委員の任命について。 

次の者を教育委員に任命したいので、同意を求める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、住所、熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺１０７５番地５。 

２、氏名、橋本一幸。 

３、生年月日、昭和３１年３月３日。 



 

－ 131 － 

提案理由。地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第４条第２項の規定により、議会の同意を得る必要がある。これがこの議案を

提出する理由である。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 提案理由の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、終了いたします。 

人事案件の選任方法については、申合せ事項において無記名による投票となって

おりますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、投票といたします。 

開票立会人を指名します。会議規則第３２条第１項及び第２項の規定によって、

３番、井野和哉議員と４番、井上則臣議員を指名といたします。 

事務局より投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（平野昭夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。ないですね。 

配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（平野昭夫君） 異常なしと認めます。 

教育委員の任命に同意される方は◯、されない方は×をお願いします。また、会

議規則第８４条の規定により、白票は否とみなします。 

ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票をしてください。 

［投票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票漏れはありませんか。ないですね。 

投票漏れなしと認め、投票を終わります。 

これより開票を行います。 

開票立会人は前にお願いします。 

［開票］ 
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○議長（平野昭夫君） 投票の結果を事務局長に報告させます。 

議会事務局長。 

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

有効投票中、◯が９票。 

以上です。 

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

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第９８号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１７、議案第９８号、人権擁護委員候補者の推薦につい

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９８号、人権擁護委員候補者の推薦については、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９８号、人権擁護委員候補者の推薦について。 

次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、意見を求める。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、住所、熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺７１５５番地。 

２、氏名、森明治。 

３、生年月日、昭和２４年２月２３日。 

提案理由。人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める必要

がある。これが議案を提出する理由である。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 提案理由の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、終了いたします。 

人事案件の選任方法については、申合せ事項において無記名による投票となって
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おりますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、投票といたします。 

開票立会人を指名します。会議規則第３２条第１項及び第２項の規定によって、

５番、矢津田道夫議員と６番、下城孔志郎議員を指名します。 

事務局より投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（平野昭夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。ないですね。 

配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（平野昭夫君） 異常なしと認めます。 

人権擁護委員候補者の推薦に同意される方は◯、されない方は×をお願いします。

また、会議規則第８４条の規定により、白票は否とみなします。 

ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票をしてください。 

［投票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票漏れはありませんか。 

投票漏れなしと認め、投票を終わります。 

これより開票を行います。 

開票立会人は前にお願いします。 

［開票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票の結果を事務局長に報告させます。 

議会事務局長。 

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

有効投票中、◯が９票。 

以上です。 

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

します。 

議場の出入口を開放します。 

［議場開鎖］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第９９号 工事請負契約の締結について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１８、議案第９９号、工事請負契約の締結についてを議

題といたします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第９９号、工事請負契約の締結については、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９９号、工事請負契約の締結について。 

町道瓜上矢田原線（社交金）道路改良工事の請負契約を次のように締結する。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、工事名、町道瓜上矢田原線（社交金）道路改良工事。 

２、工事場所、南小国町大字中原字柳ノ本地内。 

３、契約の方法、指名競争入札。 

４、契約金額、５,４７８万円。 

５、契約の相手方、熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場１８２４番地、有限会社井

上建設、代表取締役、井上幸一。 

提案理由。町道瓜上矢田原線（社交金）道路改良工事のため、地方自治法第９６

条第１項第５号及び南小国町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、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。公共工事請負仮契約書を添付しております。町道瓜

上矢田原線（社交金）道路改良工事は、令和３年１１月２９日、町内Ａ業者５社の

指名競争入札を行い、予定価格５,４９２万５,２００円、契約額５,４７８万円、

落札率９９.７３％で有限会社井上建設が落札しております。工期につきましては、

令和３年１２月２３日から令和４年３月３１日までとし、繰越承認等を得た後、標

準工期等を考慮して、令和４年１０月３１日まで工期延長を行う予定です。 

次のページをお願いします。施工位置図を添付しております。町道中湯田赤迫線

及び町道瓜上矢田原線道路改良工事は、県道南小国上津江線を起点とし、古賀地区

と矢田原地区を結ぶ地域の主要な生活道路として、平成２０年度から事業を開始し、

測量設計、用地買収を行い、平成２４年度より社会資本整備総合交付金事業として

工事着工に取り組んでおります。総延長１,９６０メートルのうち、起点側より１,

１１０メートルが完了し、位置図にありますように、今回施工区間４６６.７メー

トルを施工したいと考えております。 

次のページ以降に計画平面図、標準断面図を添付しております。図面左側が起点

側、湯田・古賀方面、右側が終点側、矢田原方面になります。工事概要といたしま

しては、総延長４６６.７メートル、施工区間１、延長６６.７メートルが改良舗装



 

－ 135 － 

区間となります。施工区間２、延長１６０メートルが改良済み区間のため、舗装施

工のみの区間となります。施工区間３、延長２４０メートルが改良舗装区間となり

ます。主な工事としては、掘削工３,５０９立米、法面工１,１６０平米、側溝工４

５７.３メートル、排水工２９.５メートル、舗装工２,９２９平米、区画線工８９

９メートルを予定しているところです。この改良の完了により、総延長１,９６０

メートルのうち、１,５７６.７メートルが改良済みとなり、８０％の施工率となる

予定です。 

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、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 施工区間１というのは、湯田側のこの前工事完了したところの

部分からの延長線になっていくんですか。 

○議長（平野昭夫君） 建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） そうですね、施工区間１は改良舗装になりますので、今施

工しているところから先の区間になります。その先が一部改良済みになっていると

思いますので、そこの区間に関しては。 

○４番（井上則臣君） 川の向こう。 

○建設課長（北里能蔵君） いいえ、まだ現道部分になります。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） なかなか言いづらかったんですけれど、残土を今度また向こう

の原口平のほうに持っていかれますか。その場合、やはり災害が発生しそうな感じ

がしていますので、何らかの対策をあれはやっておかないと、こちらはいいんです

けれど、大分県側にあれは全部流出していきますので、何らかの対策ができないか

なというお願いでございます。 

○議長（平野昭夫君） 建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 盛土の規制等については、今、全国的に議論になっている

かと思います。盛土の施工については、目的や規模などによって法律で規制はある

んですけれど、宅地造成法とか森林法とか砂防法の規定はあるんですけれど、建設

残土については、詳細な取決めがなくて、自由処分となっているところが現状です。

ただし、災害が起こるような状況は見過ごせませんので、現場を確認して、どのよ

うな処理が必要なのかというのは考えていかなければならないと思います。公共工

事で発生した土ですので、現場の状況を見て、土留柵、緑化なり必要なのかもしれ

ませんけれど、現場を確認して、また協議させていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
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○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 提案でございますけれど、危険な状態かなと思って見ていまし

たので、あれをまた掘り起こせといっても大変なことになりますので、できますれ

ば、ちょうど上のほうですから、下にしっかりした土留めをして、排水をきちんと

流れるように下にしておけば、そのまま続行できるかなという具合に感じておりま

すので、そのあたりの御検討もよろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 状況が分からない状態の中で質問したいと思いますけれど、未

改良区間を黄色で表したところがありますね。３８３.３メートル。この部分、工

事的には手前からしたほうがいいような感じもしますけれど、何か理由的なものが

あるんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 今、現道部分を 優先にしておりますので、未改良で今回

残る３８３メートルはバイパス部分、現道から離れる部分ですので、そちらのほう

を後に回して、現道分の改良を優先させた施工計画としております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 一般質問にも関連するんですけれど、 後の矢田原側の延長線

上のところに、この前、南北朝の大事な石碑がございまして、非常に価値があるも

のでございますので、もし次回そこのところの計画があれば、何台かあのあたりに

駐車場がとれそうな雰囲気が向こうの山の上にある作業道を回転しながら、あそこ

に何台か駐められるようにすれば、あの文化財も生かされるかなと思いますし、二

重工事にならなくて済むと思うので、もしよかったら計画のときに入れていただき

たい。これは要望でございます。お願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですね。ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

す。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の

方からお願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○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９９号、工事請負契約の締結についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第１００号 工事請負契約の締結について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１９、議案第１００号、工事請負契約の締結についてを

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１００号、工事請負契約の締結については、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１００号、工事請負契約の締結について。 

普通河川小田川⑨災害復旧工事の請負契約を次のように締結する。 

令和３年１２月１５日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、工事名、普通河川小田川⑨災害復旧工事。 

２、工事場所、南小国町大字満願寺字山鳥川地内。 

３、契約の方法、指名競争入札。 

４、契約金額、６,５３９万５,０００円。 

５、契約の相手方、熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺６３３８番地１３３、有限

会社合原技建、代表取締役、合原理樹。 

提案理由。普通河川小田川⑨災害復旧工事のため、地方自治法第９６条第１項第

５号及び南小国町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により、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。公共工事請負仮契約書の写しを添付しております。

普通河川小田川⑨災害復旧工事は、令和３年１１月２９日に町内Ａ業者５社で指名

競争入札を行い、予定価格６,５４６万７,６００円、契約額６,５３９万５,０００

円、落札率９９.８９％で有限会社合原技建が受注しております。工期については、
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令和３年１２月２３日から令和４年３月３１日までとし、繰越承認等を得た後、標

準工期等を考慮して、令和４年１０月３１日まで工期延長を行う予定です。 

次のページをお願いします。施工位置図になります。白川集落から町道白川山鳥

川線を東へ約２キロほど行った小田川上流部になります。山鳥の森キャンプ場から

１.２キロほど上流にあたります。 

次のページをお願いいたします。平面図になります。復旧延長が１９２メートル。

工事概要といたしましては、掘削工３９２立米、盛土工７３５立米、ブロック積工

８６７平米、石積工一式、構造物取壊し工一式、工事用道路一式、仮締切り工・水

替え工一式。 

次のページにブロック積みの代表横断図を添付しているところです。 

ここで、１２月８日、議運で御指摘があったかと思いますけれど、災害復旧事業

の状況を御説明したいと思います。 

まず、公共災、公共土木災害の補助災につきまして、査定決定額、実施設計額等

が６０件、８億３,８８７万７,０００円、そのうち契約済額が３５件、４億５,８

３０万５,０００円、完了済みが１３件、８,２００万円。令和３年度（本年度）末

完了予定が２０件、２億３,２４６万３,０００円。令和４年度以降、繰越事業や未

契約を含めますが、４０件の６億６４１万４,０００円となっております。そのう

ち、未契約が２５件、３億８,０５７万２,０００円となっています。 

小田川に特化すると、小田川の査定案件が１３件、５億２,１４５万９,０００円、

そのうち契約済額が５件、２億７,３３３万６,０００円、完了済みが１件、４,０

７９万６,０００円。本年度末完了予定が３件、１億６,３４６万６,０００円。令

和４年度以降、繰越し・未契約を含む、令和４年度以降完了分が１０件、３億５,

７９９万３,０００円、そのうち未契約が８件、２億４,８１２万３,０００円とな

っております。 

同時に、農地等災害復旧事業の状況ですけれど、こちらのほうが補助災、査定案

件が６２件、２億１,６９８万６,０００円、そのうち契約済額が５１件、１億４,

６２１万５,０００円、完了済みが２０件、５,６９８万３,０００円、本年度（Ｒ

３年度）末完了予定が４６件、１億３,１８２万２,０００円、令和４年度以降、繰

越し・未契約分が１６件、８,５１６万４,０００円、うち未契約が１１件、７,０

７７万１,０００円となっております。 

以上が、補助災、国庫補助分査定案件なんですが、そのほかに一般単独災分がご

ざいまして、補助災として申請できなかった分、技術的・人的不足で対応できなか

った分、コンサル等の確保ができなかった、災害届の提出の遅れにより対応できな

かったとして、一般単独災で対応しなければならないものが、公共災において８件、
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３,６５７万９,０００円、農地等災害において２６件、５,１７７万８,０００円と

ございます。補助災のほうを優先する事情等もありまして、こちらのほうは補助災

完了後に実施していくということになりますので、また今後、来年度予算等の措置

でお願いすることになるかと思いますけれど、どうぞよろしくお願いします。 

それと、資材単価についての御質問もあったかと思いますけれど、土木系に関し

ましては、現在のところ、労務単価、資材単価、その他設計金額にはまだ反映され

ていない状況です。ただし、燃料等はですね、ガソリン等については、例えば令和

３年４月１日現在１３０円だったものが、令和３年１２月１日現在では１４８円と

なっております。あと、鉄筋関係が１０ミリの鉄筋を土木工事では使うことがある

んですけれど、それが１トン当たり８万４,５００円が９万９,０００円、１１７.

１６％の上昇。あと、正割材、木材関係、木柵工とかに使う木材になりますけれど、

こちらが６センチ・６センチ掛ける４メートルのものが、立米単価になりますけれ

ど、４万７,０００円が９万７,０００円と、２倍ぐらいの上昇になっているかと思

います。ガソリン等におきましては、市場単価はもっと上がってきますので、その

調査を終えた後、これからまた設計単価等には反映されてくるのではないかと心配

しているところです。 

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。ありま

せんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第１００号、工事請負契約の締結についての原案に賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第２０ 議案第１０１号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２０、議案第１０１号、工事請負変更契約の締結につい

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１０１号、工事請負変更契約の締結については、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１０１号、工事請負変更契約の締結について。 

普通河川小田川⑧災害復旧工事の請負変更契約を次のように締結する。 

日付が抜けておりますので、「１７」と御記入ください。令和３年１２月１７日

提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、工事名、普通河川小田川⑧災害復旧工事。 

２、工事場所、南小国町大字満願寺字石橋地内。 

３、契約金額、変更前７,３９２万円、変更後７,３０６万１８３円、減額８５万

９,８１７円。 

４、契約の相手方、熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺６３３８番地１３３、有限

会社合原技建、代表取締役、合原理樹。 

提案理由。普通河川小田川⑧災害復旧工事のため、地方自治法第９６条第１項第

５号及び南小国町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により、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。公共工事請負変更仮契約書の写しを添付しておりま

す。普通河川小田川⑧災害復旧工事は、令和３年２月２５日に町内Ａ業者６社で指

名競争入札を行い、７,３９２万円で合原技建が落札し、令和３年２月２６日、仮

契約、議決日である令和３年３月１２日で本契約を行ったところです。その後、第

１回変更を、繰越承認を得た後、令和３年３月３０日付で工期のみ、標準工期等を

考慮して、令和３年１２月７日まで延長しました。さらに、第２回変更を令和３年

１１月１０日付で、８月中旬から９月にかけての秋雨前線の影響、隣接する県工事

との調整に不測の日数が生じたことにより、令和３年１２月２４日まで工期の延長

を行いました。そして、今回、第３回変更を令和３年１２月１０日付で８５万９,

８１７円の減額変更仮契約を行ったところです。減額の主な理由としては、実績に

よる残土処理の運搬距離の延長増、コンクリート取壊し等の処分費に関しては増額、

また仮設工工事用道路につきましては、隣接する県工事との調整等による数量減に
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よる減額となり、全体的に減額変更となったところです。 

次のページをお願いします。改めて施工位置図を添付しているところです。白川

集落から町道白川山鳥川線を東へ約８００メートル程度行った地点になります。山

鳥の森キャンプ場地内です。 

次のページをお願いします。平面図になります。赤い着色がある旗揚げ部分が町

工事区間になります。全部で６工区、復旧総延長が２１６メートルになります。崩

壊した河川護岸をブロック積みで復旧しました。工事概要としましては、掘削工３

９２立米、盛土工３５４立米、ブロック積工１,０７１平米、石積工４７平米、工

事用道路一式、仮締切り工一式、水替工一式。ちなみに、青い着色がある分が県工

事区間になります。 

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。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１０１号、工事請負変更契約の締結についての原案に賛成の方の起立を求

めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

お諮りします。穴井則之議員より発議第３号が提出されました。これを日程に追

加し、追加日程第１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。 

配付をいたします。 

［資料配付］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 発議第３号 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める意見書の
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提出について 

○議長（平野昭夫君） 本件について、提出者であります穴井則之議員に趣旨説明を求

めます。 

○１番（穴井則之君） 発議第３号。令和３年１２月１７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、穴井則之。 

賛成者、南小国町議会議員、児玉秀次郎。 

ウイグル等の人権問題に対し国に調査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。新疆ウイグル自治区で大規模な恣意的勾留、人権弾圧が中国当局によ

って行われていることを国際社会は深く憂慮しており、アメリカのアントニー・ブ

リンケン国務長官、イギリスのドミニク・ラーブ外相、オーストラリアのマリス・

ペイン外相らが強く非難する発言をしている。そのような中、日本政府は「人権状

況について懸念をもって注視している」という趣旨の発言にとどまっており、人権

問題について取り組んできた当町議会としては、直ちに日本政府として調査をし、

各種問題があった場合は、様々な手法を用いて厳重に抗議す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。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 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） 次のページをお開きください。中華人民共和国による

人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書（案）。 

新疆ウイグル自治区で大規模な恣意的勾留、人権弾圧が中国当局によって行われ

ていることを国際社会は深く憂慮している。国連の人権差別撤廃委員会は、平成３

０年９月、中国に関する総括所見を発表し、多数のウイグル人やムスリム系住民が

法的手続なしに長期にわたって強制収容されて、「再教育」が行われていることな

どについて「切実な懸念」を表明している。 

令和２年１０月には、国連総会第３委員会でドイツなど３９か国が、香港とウイ

グル自治区での人権侵害に重大な懸念を表明する共同声明を発表し、ウイグルとチ

ベットでの人権尊重と調査、香港の事態の即時是正を求めている。本年２月３日に

は、ウイグル女性が報道機関に対し「新疆ウイグル自治区の収容施設に収容された

際に組織的な性的暴行被害があった」と証言した。２月５日、アントニー・ブリン

ケン米国務長官と中国の楊潔篪政治局員が電話対談を行った際に、米国は「新疆ウ
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イグル自治区、チベット自治区、香港における人権と民主的な価値観を米国は擁護

し続ける」という趣旨を発言した。この発言は、ドナルド・トランプ前米国大統領

政権時のポンペオ国務長官が「中国による新疆ウイグル自治区における少数民族ウ

イグル族らへの弾圧を国際法上の犯罪となるジェノサイド（民族大量虐殺）と認定

する」という旨の発表の流れを継続する発言である。ドミニク・ラーブ英国外相も

「中国西部の新疆ウイグル自治区でおぞましく、甚だしい人権侵害が起きている」

として中国政府を厳しく非難し、オーストラリアのマリス・ペイン外相も「調査を

するべきだ」と発言しており、国や政党を超えて大きな人権問題として認識されて

いる。 

米上院は、７月１４日に輸入業者に対して、ウイグル産の輸入品が生産過程で強

制労働と無関係であることを証明するよう義務づけるウイグル強制労働防止法を全

会一致で可決させた。この法は、企業側に説明責任を負わせる内容で、証明できな

い限りウイグル産の製品や原材料の輸入は禁じるというものである。日本の国内企

業にとっても現実的な経営リスクとなっており、中小企業にとっても死活問題とな

りかねない。 

本年１０月には、国連総会での共同声明は、日米欧など４３か国となっている。

これらの世界の状況があるにもかかわらず、日本政府は「人権状況について懸念を

もって注視している」という趣旨の発言にとどまっており、人権問題について取り

組んできた当町議会としては、政府の対応は到底容認できるものではない。 

よって、本町議会は、直ちに日本政府として調査し、各種問題があった場合は、

様々な手法を用いて厳重に抗議することを要請する。 

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１２月。提出先といたしましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理

大臣、外務大臣、内閣官房長官となっております。 

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） 本件の質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、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。ないですか。 

［「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、本件の採決に移ります。 

発議第３号、ウイグル等の人権問題に対し国に調査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） 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議員派遣報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２１、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２２ 議員派遣の件について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２２、議員派遣の件についてを議題といたします。 

閉会中に議員派遣の必要がありますので、別紙のとおり許可をしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

定をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 閉会中の継続審査について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２３、閉会中の継続審査についてを議題とします。 

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、
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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。 

これで、令和３年第４回南小国町議会定例会を閉会といたします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時５８分 
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本会議の顛末に相違なきことを認め、ここに署名します。 

 

 

 

      南小国町議会議長 

 

 

 

      会議録署名議員  ４番 

 

 

 

      会議録署名議員  ５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録調製者  河 本 孝 博 
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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91号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第

９号） 

12月16日 原案可決 

議案第102号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第

１０号） 

12月16日 原案可決 

陳情第７号 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求め

る意見書採択のお願い 

12月17日 採  択 

陳情第８号 ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める

意見書採択のお願い 

12月17日 採  択 

議案第84号 南小国町長等の損害賠償責任の一部免責に関

する条例の制定について 

12月17日 原案可決 

議案第85号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

12月17日 原案可決 

議案第86号 南小国町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について 

12月17日 原案可決 

議案第87号 南小国町税特別措置条例の一部を改正する条

例の制定について 

12月17日 原案可決 

議案第88号 南小国町国民健康保険条例の一部を改正する

条例の制定について 

12月17日 原案可決 

議案第89号 小国町外一ヶ町公立病院組合規約の一部変更

について 

12月17日 原案可決 

議案第90号 調停の申立てについて 12月17日 原案可決 

議案第92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２号） 

12月17日 原案可決 

議案第93号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予

算書（第３号） 

12月17日 原案可決 

議案第94号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予

算書（第５号） 

12月17日 原案可決 
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議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

議案第95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３号） 

12月17日 原案可決 

議案第96号 教育委員の任命について 12月17日 同  意 

議案第97号 教育委員の任命について 12月17日 同  意 

議案第98号 人権擁護委員候補者の推薦について 12月17日 同  意 

議案第99号 工事請負契約の締結について 12月17日 原案可決 

議案第100号 工事請負契約の締結について 12月17日 原案可決 

議案第101号 工事請負変更契約の締結について 12月17日 原案可決 

発議第３号 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求め

る意見書の提出について 

12月17日 原案可決 

 議員派遣報告について 12月17日 承  認 

 議員派遣の件について 12月17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） 

12月17日 各委員会 

継続審査 

決  定 
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