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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） 
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総 務 課 長  佐 藤   徹    建 設 課 長  北 里 能 蔵 
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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。本日は、会議規則第２条の規定により、

５番、矢津田道夫議員と９番、森永一美議員から欠席届が提出されておりますので、

出席議員は８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４年

第１回南小国町議会定例会を開会いたします。 

それでは、本日の会議を開きたいと思います。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（平野昭夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番、穴井千秋議

員、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します。 

今定例会の会期については、去る３月１日に議会運営委員会が開かれ、本日から

１６日までの９日間とし、その間の会議日は、本日、９日、１０日、１１日、１４

日、１６日に開くことに決定されておりますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

た。 

なお、一般質問につきましては、議会運営委員会で審議の結果、本日に決定され

ておりますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

をされました。 

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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 一般質問 

○議長（平野昭夫君） 日程第３、一般質問をこれより始めたいと思います。 

２番、佐藤毅議員。 
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○２番（佐藤 毅君） ２番、佐藤です。人類の恒久平和の願いをよそに、ロシア軍の

ウクライナ軍事侵攻により、子供をはじめとする多くの市民の犠牲を生んでいる状

況は到底容認することはできません。私一人の力ではこの戦争を止めることはでき

ませんが、命と生活が脅威にさらされている人々への人道支援、特に子供たちの笑

顔を早期に取り戻すために今何ができるのか、自ら考え、行動に移していきたいと

思います。一刻も早くこの戦争が終わることを望み、願います。 

それでは、通告に基づき、２点質問いたします。 

まず、水道事業の今後についてです。 

高度経済成長期を中心に整備されてきました水道事業、この水道管の老朽化が全

国で深刻な問題になっています。耐用年数を超えて使用していることで引き起こさ

れる事故が多く見られます。重要なライフラインである水道を守るためには老朽化

した水道管の更新は欠かせないものです。また、 近では人口減少の影響や節水機

器の普及などで水道の使用水量は減少し、水道事業の収入も減少しています。水道

料金の値上げで問題になっている自治体もあります。 

今後、町として水道料金の改定を考えているのか。また、老朽化した水道管の布

設替工事計画等の有無について、今後の水道事業についてお尋ねします。 

２点目です。令和２年６月定例会一般質問において矢津田議員より提案がなされ

ました給付型の奨学金制度についてです。町長の答弁では「制度化に向けて準備を

進めている。早期実現に向けて取り組む」旨の回答がありました。あれから約２年

がたちます。今現在の協議状況や、なぜ制度化できないのか教えていただきたいと

思います。 

また、高校・大学卒業後に町に帰ってきて就職することを条件とした次世代人材

育成投資支援金制度基金を創設してはどうでしょうか。具体的には高等教育課程で

の学費相当額を支援するという取組です。成績を基準とせず、学校卒業後、町に帰

ってきて、民間企業や公務員として就職することや、また農林業、畜産業に従事す

ること、実家の家業を継ぐ等、幅広い分野において支援金受給期間以上就労するこ

とを条件として、支援金の返済義務を負わないとするものです。将来、町の発展に

も寄与できますし、定住の可能性も高く、人口減少対策にも効果があるものと考え

ます。町のお考えをお聞きしたいと思います。 

以上、２点答弁、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） ２番議員の御質問にお答えをいたします。 

水道・下水道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、安全・安心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
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ると考えます。 

管理状況としては、水道関連施設３３か所、水道管総延長、約９７.４キロメー

トルとなっております。 

現在、町では、上下水道事業の経営の効率化、健全化及び町民、使用者の皆様に

対する説明責任の向上を目指し、４特別会計（これは水道事業・農業集落排水事

業・特定地域生活排水処理事業及び公共下水道事業の４特別会計です）において、

地方公営企業法を適用、公営企業会計導入に取り組んでおります。令和６年４月１

日の施行を目指し、現在、固定資産の調査を進めており、現状把握に努めていると

ころです。 

そのような中で、町の簡易水道を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。水

道管の老朽化問題、波居原・黒川配水施設の更新・拡張など、課題が山積しており、

対応に苦慮しているところです。現時点で具体的な更新・改修計画をお示しするこ

とはできませんが、地方公営企業法適用に伴う固定資産の調査・整理にめどが立っ

た時点で更新計画を含めた長寿命化計画、アセットマネジメント（これは資産管理

でございます）等を検討していく必要があると考えております。 

水道料金についても、議員の御指摘のとおり、給水人口の減少や節水機器の普及

などにより、水道料金の減収は避けられない状況です。一方で、先に述べましたと

おり、今後、より一層水道施設の維持管理・老朽化対策・施設更新等に多額の費用

が見込まれることから、健全な水道事業を維持していくためにも、地方公営企業法

適用事業と並行して水道料金改定を検討していく必要があると考えます。 

続きまして、２つ目の質問、返済義務のない奨学金制度の創設に関してでござい

ます。 

以前の議会で御提案いただきました給付型奨学金制度につきましては、奨学金選

考委員会を開催し、検討を進めてまいりました。選考委員会では、給付型の奨学金

に対しては賛成の方向で進みましたが、給付対象者の資格について、経済的理由で

あるのか、学業優秀にするのか、また南小国町への活性化に寄与する者であるのか

など、その資格については選考委員さんの方の意見もまとまっていない状況です。

また、対象者の資格が経済的理由になったとしても収入基準額の設定が必要となっ

たり、学業優秀の場合は学校規模による公正な評定基準が必要になったりと、判定

基準の設定の難しさにも直面する状況となっています。 

２番議員が提案されている、将来、町の発展に寄与できる人材への手助けも大事

な目的と考えておりますし、今後、奨学金選考委員会を再度開催し、給付型奨学金

の目的を明確にして、対象者の資格や判定基準等の作成も急ぎたいと考えておりま

す。制度設計にはもう少し時間がかかりますが、制度化に向けてさらなる検討を進
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めてまいります。 

また、奨学金にしても地元人材育成のための支援金制度や基金創設に関しても、

将来の投資的な意味を持つものであり、私としては必要であると考えます。ただし、

それぞれの関係性をどのように考えるのか、議員の考えをお聞かせいただければと

思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 先ほど答弁にもありましたけれども、水道事業・下水道事業に

関しては、令和６年度から公営企業会計に移行されるということで、今準備が進ん

でいるところです。経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等に的確に取り組む

ため、さらに民間企業と同様の公営企業会計を適用することで経営・資産等の状況

の正確な把握、弾力的な営業等を実現することを推進しているという形で令和６年

度から公営企業会計に移行する形になっていると思います。 

その移行に向けてでしょう。各自治体でも水道料金の値上げ改定が現在行われて

います。近隣の自治体でいうと、南阿蘇村では４月利用分から基本料金１０立方メ

ートル当たり１,０００円を１,１００円に改定するようになっております。 

この水道料金の値上げに関してですけれども、ニュースでも取り上げられたとこ

ろを一部紹介したいと思います。京都府の和束町で、水道料金が 大で２倍になる

ということで、住民団体が値上げの中止を求めて、住民４割の反対署名を町に提出

した。これは、２月の記事にございました。内容を見ると、現在１０立方メートル

当たり月額１,５００円の基本料金を５立方メートル当たり２,０００円とし、超過

料金も１立方メートル当たり１７０円から２００円に値上げをする。これを今年４

月から実施するということでございました。住民団体の意見として「突然の値上げ

で、町民への説明もない」ということで再検討を求めていると。ただ、町としては、

水道施設の統合により、負債の返済のために致し方ないという記事でございました。 

私としては、こういう事態を南小国町で起こしてほしくないというか、起きない

ようにしたいと思っているところでございます。水道料金に関して私も値上げを望

んでいるわけではありませんが、今後の老朽化対策と工事費、水道の安全供給に向

けての備え、準備、そういうことは必要だと思います。どうしてもそれは財政的に

余裕を持っておかないと、必要なときに対応ができなくなるということです。飲料

水が途絶えることなく、安心して使える水道事業を維持し、安心した生活を送れる

ように絶対に必要なことであろうと思います。 

そこで、町の近年の水道使用料の収入を見てみますと、平成３０年度、収入が８,

９１９万円、令和元年度では８,５４４万円、令和２年度は７,７００万円。令和２
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年度においては、コロナ対策で基本料金の２か月免除がありましたが、こうして見

てみても、年々減少していっていると。令和３年度の１月末でも収入は５,３００

万円となっていて、本年度もこのままいけばまた前年を下回るのではないかなとい

う気がします。収支決算書を見れば黒字となっていますけれども、今後の使用料収

入はやっぱりどう見ても見込めないんじゃないかなということを感じるところです。 

水道料金は、住民生活に直結する問題でありますので、慎重に議論すべき課題だ

と思います。しかし、水道事業を維持する上では、答弁にもありましたように、今

後の貯水池整備や水道管の交換工事に備えるためにも、やっぱり使用料金の値上げ

も検討する必要があると思っております。ただ、一度に大幅な値上げをされても、

それは一気に改善されるんでしょうけれども、住民負担ということを考えれば非常

に大きいものがあるのかなと。であれば、利用者負担という観点からすれば、基本

水量を超えた超過分に関して段階的な料金改定も必要ではないかなとは思います。 

そこで、改定は必要ということでございましたけれども、現段階、町内では、今

現在において、一般的なところでは、基本料金７立方メートル当たり７００円、超

過分に関しては１立方メートル当たり９０円、これについて、いつから大体幾らぐ

らいに値上げをしようという案があれば、これは、建設課長、個人的な意見でも構

いませんので、お願いしたいと思います。それと、今後、公営企業会計に移行した

後、老朽化した水道管の布設替工事等、工事費用が出てくると思うんですけれども、

こういうときに一般会計からの繰入れで賄うのか、それとも独自会計の中での借入

れで実施をしていこうと思っておられるのか、この辺も併せてお答えいただければ

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） 水道料の改定ということになるかと思いますけれど、今、

町長答弁にもありましたように、地方公営企業を進めております。令和６年４月１

日施行という形で資産調査、現状把握に今現在努めているところです。 

そこで、事務的にも条例改正等が出てきますので、２年後にそれに合わせるため

に将来を見越した水道改定も必要になるのかなと思っております。考え方ですけれ

ど、基本水量は、南小国町に関しましては７立米が基本水量となっております。各

市町村を見ると、１０立米が基本水量になっているところが多いのかなと。その点

は考慮する必要があるのかなと思いますし、超過料金につきましても、南小国町の

場合は１立米９０円、そのほか阿蘇郡市を見てみますと、１１０円から１５０円が

超過料金の目安となっているみたいです。基本料金と超過料金を総合的に考える必

要があるのではないかなと思っております。そこは、議員御指摘のとおり、いろい

ろと御意見を聞きながら進めてまいりたいと思っております。 



－ 11 － 

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） ２年後ではありますけれど、もう一つ、令和６年移行になった

ときの工事費に対する考え方はどうでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 地方公営企業法を適用するということは、より独立性が認

められるということは認識しております。ただ、一般会計繰入については、公営企

業になっても、その考え方は大きくは変わらないのかなと。経費の性質上、企業に

負担させることが適当でない経費、公共性の高いもの、消火栓の設置とか、また、

企業の性質上、企業に負担させることが困難な経費、こういうものが大型投資、簡

易水道の建設改良費等に該当するのかなと考えております。また、災害復旧事業も

突発的な事業でしょうから、こういうものは独立採算といえども、地方公営企業だ

けで賄うのは難しいのではないかと考えておりますので、こういった面におきまし

ては一般会計からの支援というものを必要とすると思っておりますので、基準内繰

入に関しては今までどおりの考え方でいいと考えております。基準外、赤字補填に

関しましてはやっぱりいろんな協議が必要になって、それには、先ほどの料金改定

も関わってくるかと思っております。 

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） 令和６年からの会計制度の改定により、水道料金の改定、見直

しは当然行われてくるということでしょう。これに関して住民の理解が絶対不可欠

だと思いますので、今後の改定におきましては、丁寧かつ慎重、そして余裕を持っ

た対応をぜひお願いしておきたいと思います。 

もう一つ、令和６年度からの公営企業会計への移行に伴って、今も答弁にもあり

ましたけれど、水道施設の台帳の作成や保管が義務づけられており、固定資産台帳

の整備等も必要になってきておりますので、今、町においてその作業が行われてい

ると思います。 

もう一つ、ありましたように、独立採算制を採用する公営企業会計において、経

営状況を比較可能な形で的確に把握する上において、また原価計算に基づく水道料

金の設定を行うことで経営基盤を不可欠な取組にする。要するに、適正な水道料金

を設定して、事業収益、利益を上げた分によって設備等の継続的な更新と維持管理

を行っていくという考えになるかと思います。この独立採算制というところで考え

ますと、場合によっては組織的にも独立する必要があるのかなと思います。都市部

でいう上下水道局であるとか、上下水道室等、こういうものに当たるのかなと思い
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ます。まだ先の話ですけれど、今後、町としてもそういう必要性があるのかなと思

います。２年後ではありますけれど、そのようなまた組織的な上下水道局という組

織の改編なんかを考えられているのか、お聞かせください。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 地方公営企業法適用ということで、法適用には全部適用と

一部適用に分かれるかと思います。全部適用というのが、組織（これは地方公営企

業として独立した組織）、財務として公営企業会計方式の導入。そして、職員の身

分として企業職員なのか一般行政職員のままなのかということで、一部適用という

ことであれば、組織は今まで従来どおり町長部局、職員の身分も一般行政職員で従

来どおり、一部適用ということで財務の規定だけ公営企業会計方式を導入すると。 

南小国町の場合、現状の組織形態とか市町村規模から見ると、公営企業を一部一

般部局と切り離すことは現実ではないと思っておりますので、法適用の目的を会計

方式の変更ということで、ここを 重要視するならば一部適用で十分ではないかと

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） 一部適用ということで組織的にはそのままの形でいかれるとい

う今現在の考え方と思います。令和６年度から会計制度が変わるわけで、事業自体

が変わるわけではないので、スムーズな移行ができるよう、あと２年間しっかり取

り組んでいただきたいと思います。 

次に、奨学金制度について移ります。 

返済義務のない奨学金制度については、熊本市が生活困窮者の世帯の中学生らを

対象に進学時に一律４万円を支給する「高校等進学支援金」を独自に創設したとい

う記事が熊日新聞のほうでありました。また、熊日新聞の記事にもありましたけれ

ど、女子の大学進学率の地域格差ということについても大きく報道があったと思い

ます。年間の学費、生活費で自宅通学よりも多くの費用が必要となっており、地方

在住者は大きなハンディになっていると。大学進学には学力だけでなく、家庭の所

得、本人や親の意欲が関係すると。進学を促すためには給付型奨学金の充実を図る

必要があると。これは、桜美林大学の小林教授のコメントが寄せられていたところ

です。 

本当にそうだと私も思います。私の息子も、今年３月、大学を卒業する予定です。

横浜の国立大学に４年間通いました。親の仕送りだけでは学校生活は送れませんの

で、日本学生支援機構の貸付型の奨学金とアルバイトで学生生活を４年間送りまし

た。奨学金の返済額は、２４４万８,０００円になります。今後、彼は自分でこの
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金額を返済することになります。当然、大学進学前にこのことは理解させた上で奨

学金を受け取っております。 

今、ちなみに国立大学の学費ですけれど、入学金が２８万２,０００円、年間授

業料が５３万５,８００円、この４年分、学費総額にしますと２４２万５,２００円

になっています。これが私大になれば、もっとかかることでしょう。なおかつ生活

する上においては、アパート代だとか生活費、もっともっとかかります。 

そこでです。給付型奨学金、どうでしょう。考え方をちょっと変えて、子育てを

応援する町として、高校等進学祝金として、高校進学後、一律全員に支給するとい

うのはどうでしょうか。今、高校進学というのは当たり前になってきています。入

学祝金または卒業祝金として金額１０万円でもいいと思いますけれども、多いとい

えば、５万円でもいいと思います。子供たち、保護者を応援する意味を込めて、町

として支給してはどうでしょうか。町の施策の一つに加えませんか。町の魅力アッ

プにもつながると思います。 

それと、もう一つ、地元小国高校へ進学される方に小国高校の存続・繁栄に寄与

していただけるということで、小国高校進学奨励金として増額することもいいんじ

ゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか、町長。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

今言われたような高校等の進学祝金だったりとか、卒業祝金、また小国高校の進

学の奨励金みたいな形ではどうだろうかという話もございましたが、どうしてもそ

ういったところは一つの考え方ではあるかと思いますが、そのときに金額的には１

０万円ぐらいの形になるのであれば、どうなんでしょうか。そこはちょっとあまり

経済的な負担の軽減だったりとか、そういったところにつながるのかなというとこ

ろは私としては疑問があるところではあります。ですので、どちらかというと、こ

ういった奨学金の給付型のほうが何かしら継続的な支援はできるんじゃないかなと

思いますので、どちらかというと、やはり奨学金的なコンスタントに入ってくる形

のほうがいいのかなと、今お話を聞いて感じたところではございました。 

あと、小国高校の進学に対する奨励金ということも、よその地域から来ている、

小国郷外から来られている方々には、奨励金というわけではないんですけれども、

交通費だったりとか、そういった部分のお金は出させていただいているところでご

ざいます。これは、後で質問にもございますけれども、少しでも小国高校に行って

いただく一つのきっかけにはなるのかなと思います。でも、 終的には小国高校の

魅力化というところにもつながってくるかと思いますが、やはり小国高校の本質的

な部分が魅力的になる必要が私はあると考えておりまして、そういったお金がある
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から小国高校に行くという方がどれぐらいいるのかというところも疑問ではありま

すので、そういった今の祝金だったりとか、小国高校に対する進学の奨励金という

ところは私もまだ考えさせていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 小国高校に関しては後で井野議員からもありますので、私は、

奨学金制度に対して議論が進んでいるのか進んでいないのか、結果的に進んでいな

ければ、話をもう一回振出しに戻して、違う形で子育てを応援するというか、中学

校まではこの町として、高校生の医療費免除とかもありますけれども、免除という

か、補助的なものも、それ以外のところで高校への進学を応援するという意味合い

で、これはどうでしょう。町の施策として、子育て支援の一つとして取り入れてみ

てはいかがかなというところです。だから、奨学金は、非常に選考基準がどうだこ

うだ、収入がどうだこうだという議論になってきて、どうしても幅がどんどん狭く

なっていくのであるならば、対象者全員にお配りするような仕組みをつくりません

かという御提案でございましたので、これはまたぜひ考えていただければと思いま

す。福祉課になるのかもしれませんけれども、福祉課にはならないのかな。教育委

員会、どうでしょう。高校になると、どこにどう該当するのか分かりませんけれど、

それは横断した形、全町を挙げて支援することを協議していただければと思います。 

もう一つ、それはそれで、次、基金の話をさせていただきましょう。 

先週、南小国中学校で卒業式がございました。卒業生３４名は、皆さん高校に進

学されると聞いております。担任の先生に御協力をいただきまして、３年生に進路

について簡単な意向調査を行わせていただきました。これは、あくまでも私個人的

な部分です。質問は、高校卒業後の進路のことや、将来住みたい場所、また今回御

提案させていただいている、将来、南小国町で就職することを条件にした奨学金制

度があったら利用したいか等々について、簡単に質問させてもらいました。 

調査結果を紹介させていただきたいと思いますけれども、高校卒業後の進路につ

いて、四大、短大、専門学校への進路希望という方が３４名中２２名、高校卒業後、

就職したいという方が５名、まだ決めていないという方が７名おられました。将来

就職して住みたい地域という問いについて、南小国町という方が４名、阿蘇郡以内

という方が１名、熊本県内を含む九州が１４名、関東・関西が１２名、その他海外

も含めて３名でした。南小国町に住みたい方が４名もいたことは、正直喜びであっ

て、うれしさを感じました。本当にそうなればいいなと私は正直思っています。応

援をしなければならないと思います。また、都会への憧れは、いつの時代でもある

んだなというのも感じたところです。そして、将来、南小国町で就職することを条

件とした奨学金制度について、利用したいという方が１４名おられました。利用し
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ないという方は１８名でした。利用したい人の理由は、「家族に金銭面で迷惑をか

けたくない」「大学に行きやすくなる」「南小国町にいたい気持ちがあれば得だ」

など、ありました。利用したい１４名に関しては、進学を希望する人のみかなと思

っていましたら、進路を決めていない人も利用したいという方がおられました。 

そこで、そういう進路を決めていない人もいたということであれば、大学進学だ

とか、そういうのに向かうのかなと、そして、なおかつこの町に住んで仕事をした

いという方たちの助けになるんじゃないかなというのを改めて思ったところですけ

れども。どうでしょう、今後、南小国町を担う次世代の人材投資として基金を創設

していただいて、大学や短大、高等専門学校や専門学校へ進学を希望する学生への

就学支援を行っていきませんでしょうか。国のほうでも住民税の非課税世帯への学

生に対して授業料等の免除や給付型の奨学金制度もあるようです。町として、今、

人手不足になっている保育士や社会福祉士、学校の先生や医師、看護師、獣医師等、

資格を目指す者、また町内や郡内で活躍の場を求めている子供、または担い手不足

に悩む農業や林業、畜産業、専門知識や技術を習得して町内で就農を考えている学

生、あるいは専門知識を学んだ後、地元の企業で働きたいと、そういう夢を持って

学校に行きたい、そういう夢をかなえるために、町として学費等の助成を行い、経

済的に支援する、応援する独自の取組をやりませんか。よそ者を支援する費用も大

事だと思うんです。よそから受ける移住定住者向けだとか、そういうのも大事だと

思うんですけれども、生まれ育った地域のために働きたいという志を持つ人材がい

る、こういう学生を応援する基金をつくって、子供たちの未来を支援していきませ

んか。若い人が町内に残れば、やっぱりそれはそれで活気があり、活性化につなが

ると思うんです。町としても将来への投資になりますので、ぜひそういう学費を支

援するような基金をつくって、町内で働きたいと、戻ってきて頑張りたいという子

供たちを応援する仕組みをぜひつくってもらいたいと思うんですけれど、町長、教

育長、御意見を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

すみません、この質問の中身が、給付型の奨学金の部分と、あとその下にまた基

金ということの２つが書いてあったので、そのあたりの関係性というのが私もうま

く読み取れなくて、大変申し訳なかったんですが、私の答弁書にも書いておりまし

たけれども、教育長ともお話をさせていただきながら、そういった人材に対する投

資といったところに関して、私どもは否定するものは何もなくて、むしろ応援した

いという考えで教育長もいらっしゃるということをまず御理解いただきたいと思い

ますし、同時に地元の方が一度は外に出るかもしれないけれども、やはりまた帰っ
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てきて何かやりたいという人たちを増やしていくことが今の私たちの役目であると

いう認識には変わりはございません。ですので、そういったところで何ができるの

か、先ほど御意見があったような祝金でいいのか、やはり給付型の奨学金というも

のが必要なのか、そして基金をつくることによって、給付型奨学金はそこから出す

んですよという仕組みになるのかというところの意味合いが、すみません、私も分

かりかねたので、お聞きしたところでございます。そういった意味で、総合的に考

えて、そういった地元人材に投資する、そういった給付型の奨学金も含めて、やる

ことに関して、私は何も異論はないと、そこに少し制度設計の時間が必要であると

いうところは感じているところでございます。 

私からは以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育長。 

○教育長（岩切昭宏君） 佐藤議員さんのお気持ちは非常にありがたく思っているとこ

ろです。南小国町の教育は、南小国の未来のつくり手を育成するというのを大事に

しながら、地域の方々と一緒に学校と協力をしながら進めていこうということで、

まちインターンだったり、農家民泊だったり、その地域の、自分たちが憧れるよう

な、そういう地域の方々と触れ合いながら、できたら南小国に自分たちが住んで、

そして南小国を盛り上げていこうという、そういう子供たちを育てたいと思ってい

ます。 

ただ、南小国の将来の担い手というか、その部分では、たとえ南小国に住まなく

ても、一回、例えばほかのところに出て、ふるさと納税とかもありますが、南小国

を応援したいという、そういう気持ちのそういう人材も含めながら担い手づくりを

やろうと先生たちとも気持ちを一緒にしながら進めているところです。 

先ほど４名の子供という話がありましたが、まず目標としては、その生徒、例え

ば３年生の１割がまず地域に残って頑張りたいという、そういう数値的な目標は持

っているんですけれども、これが２割、３割と、できたら３割いけたらいいなと、

そういう希望的な観測は持っているところです。 

ですから、今、町長さんの話にもありましたけれども、未来のつくり手、担い手

を育成するために、町としてどういう取組が必要なのか。私たちとしては、今、先

ほどの奨学金のところを考えておりましたので、その部分のところは、より委員会

をさらに深めながら、目的を何に置くのかということを明確にしながら、早く進め

ていきたいなという気持ちは持っています。また、それ以外のところでも、子供た

ちを応援できるような場面がないかというのは、また教育委員会、そして町長さん

にもいろいろ相談しながら進めていきたいなとは思っているところです。 

今のところは以上です。 
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○議長（平野昭夫君） 後の質問となります。 

２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） どうでしょう、私の個人的経験とか考えからすると、中学校ま

ではこの町は子育てに非常に厚いのかなと、高校、大学に行くと、どうしてもこう

いうつながりが薄くなるというのは仕方ないところなんだろうなと思います。ただ、

そこで中学校までで考え、思いついたもの、夢として描いたものを、将来、南小国

に帰ってきて活躍したいんだという思いを応援する仕組みというのは、形は給付型

の奨学金でも構いません。私は、それが進まないから、こういうのはどうですかと、

幾つも提案をさせてもらっているような感じです。ですから、早く形にしてもらっ

て、中学校を卒業した後も何らかの形で南小国をいつも感じながら、そして知識を

大学等でしっかり勉強してもらって、将来こっちに帰りたいと、帰ってきて頑張り

たいという子供たちをぜひ増やしていきたい、そういう思いですので、表現は違う

かもしれませんけれど、思いは一緒なんです。これを早くやりましょうよというこ

とをお願いしているところです。 

後に、議会の雑誌の中で長崎県の小値賀町というところで副議長さんがフェイ

スブックに上げていた記事がありましたので、紹介させてもらいます。小値賀町は

人口２,２００人の町ですけれども、今年の成人式のときに新成人が１５名おられ

たそうです。そのうち５名が小値賀町で就職する。郵便局だとか役場とかに就職さ

れるということで、快挙を成し遂げたということで記事があっていました。その町

は、小学校から中学校、高校の段階ごとに議会とコミュニケーションを取ってきた。

そういう町の思いだとか、議員の思いだとか、子供たちの気持ちだとかを非常にマ

ッチングさせてきた成果、実績だということで載っていました。 

今回、私も初めて中学３年生の意識調査を行ってみて、なかなか子供たちの意見

を聞くというのはなかったので、よかったのかなと、一つの取っかかりとして、よ

かったなと思っています。これは、もし機会があれば、もっとほかの中学１年生・

２年生、小学校６年生、もっと言うなら、高校生にも、そういう意識調査をしたら、

違う形でまた御提案もできるだろうし、その施策の中に反映できるのかなと思いま

す。どうしても今から人口減少の歯止めや少子対策を考えていくときには、一番早

いのはこの町で育った子たちが帰ってきてくれて、またこの町を盛り上げてくれる

ことではないかなと思いますので、その一歩として今現在この町で生活している子

供たちの意見も取り込みながら、次の南小国町の魅力ある町として頑張るためにも、

私個人としては意見をどんどん言っていきたいなと思います。奨学金制度、よろし

くお願いいたします。 

以上です。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

今意見もお聞きしながら、私だったりとか教育長が思っている方向性としては同

じ方向を向いているんだろうなと感じておりますので、そういったところは、改め

て教育委員会、また奨学金の選考委員の皆様方と、また教育委員の皆様方の意見も

必要なのかもしれませんし、拝聴しながら対策を考えていきたいと思いますし、そ

ういった中で、やっぱり大切なのは地元の子供たちが地域に興味を持つというか、

地元を理解するということが私はまず大切だろうなと思っております。そういった

中で、農業体験というか、農家民泊だったりとか、まちインターンとか、そういっ

たところを中学校でやっておりますし、あと出前授業というのも役場職員が出向き

ながら、南小国のそれぞれの各課の現状だったりとか、課題感だったりとか、そう

いったところもお話をしていただいて、地域学ではないんですが、少しでもそうい

った地元を学ぶ機会というものはつくっております。 

あと、これから必要だなと思いますのは、やはり高校とかになって、地域と離れ

る部分というか、地域を理解する場がないというところを、昨日、私も小国高校の

校長先生と話しながら、そういったお話もございましたので、もっと地域をより深

く知るための場が必要だなというところは校長先生もおっしゃられていたというと

ころでございます。そういったところで活躍している人材というのは、小国町も南

小国町もいらっしゃいますので、そういった方々が、何で地元でこうやって、いろ

いろな挑戦をしながら頑張っていらっしゃるのかとか、あとは外から移住されてこ

られた方が、なぜこの小国町、南小国町を選んで来られたのかとか、そういったと

ころをやっぱり子供たちにも聞いてもらうことによって、地域に対する愛情だった

りとか、だったら僕もこの小国郷で頑張ろうとか、そういったきっかけになるんじ

ゃないかなと考えておりますので、併せてそういった場をつくっていくということ

も今後やっていければと考えているところでございますので、また引き続きよろし

くお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） １１時５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

引き続き、一般質問を行います。 

８番、穴井千秋議員。 
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○８番（穴井千秋君） 皆さん、おはようございます。８番議員の穴井でございます。

なかなかコロナ感染拡大が止まりません。コロナ感染ウイルスの根絶と収束を願い

たいと思います。 

それでは、通告に基づきましての一般質問をさせていただきます。 

安全であるべき通学路の点検と改善の取組はということで質問させていただきた

いと思います。 

皆さんも御記憶にあるかと思います。昨年の６月、日にちで言えば２８日に千葉

県の八街市の通学路の下校中におきまして、大型トラックがその列に突っ込み、２

人が死亡、３人が重傷を負う大きな事故がございました。本当に痛ましい事故でご

ざいました。 

それを踏まえて、国の動きが通学路の緊急点検を行うよう各自治体への通告をい

たしました。その結果、全国で昨年の１０月末現在で７万２,０００件もの危険な

通学路という報告があり、また４、５日前のニュースにおいては、全国で１２月末

現在で７万６,０００件、この２か月で４,０００件ほどまた危険な通学路が増加し

たということでございます。 

危険な通学路がために、こういった大きな事故が起きているのも否めない事実だ

ろうと認識するわけでございます。また、来年度の予算において５００億円もの予

算を計上して改善していくことで、将来ある子供たちを守るために本腰を上げたと

思っております。 

本町においても既に学校区別に確認作業が終了しているものと思われますけれど、

またその具体的な説明をお願いいたしたいと思います。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ８番議員の御質問にお答えをいたします。 

本町の通学路におきましては、平成２７年１２月に策定しました「南小国町通学

路交通安全プログラム」により、各小中学校、ＰＴＡ、教育委員会、道路管理者等

の関係機関が連携し、児童生徒が安全に通学できるように年１回合同点検を実施し、

対策が必要な箇所についてハード面・ソフト面などの具体的な対策内容を検討し、

対策実施や見直し等を行っているところです。 

昨年６月の痛ましい事故を受けまして、本町でも安全プログラムの合同点検に併

せて、昨年９月に緊急点検を実施しました。その点検結果をもって、９月末に通学

路安全推進協議会を開催し、危険箇所の洗い出しはもとより、安全確保に向けての

方策について意見交換を行い、協議会で検討しました対策一覧において、すぐに対

応可能なものについては実施することを確認し、外側線の引き直しやカラー舗装な
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どを行っています。未対応箇所については、各事業主体において議論や予算化が必

要となることから計画的な対応となるため、引き続き関係機関と連携し、対応可能

な箇所から対策の実施に努めたいと考えます。 

ただ、道路幅員の問題や通学路周辺の状況により簡単に改善が見込めない箇所が

あることも事実でございますので、ハード面での対策が困難な箇所については、各

学校における交通安全教育やスクールガードの活用、地域ボランティアの協力のも

と、ソフト面で対応を行っています。 

また、昨年１１月には南小国町建設業協会の協力により、通学路への注意喚起の

看板を設置することができました。 

今後も、関係者が通学路の状況について共通した認識を持ち、日頃から児童生徒

の安全確保について意識することが重要であると考えており、学校はもちろんのこ

と、ＰＴＡ、警察、道路管理者、各課局等の関係機関と連携を密にし、通学路の安

全確保に向けて取組を進めてまいります。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 御答弁、大変ありがとうございます。 

いろんな対策をなさりながら今日に至っている状況があるんじゃなかろうかとは

思っておりますけれど、今回の私の質問に関しては、通学路の点検・改善というの

は学校区内での取組になろうかと思いますので、今回の質問については市原小学校

区内のことについてお伺いをしたいなと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

市原小学校の通学路においても危険な箇所がまだあるかと思います。その対策と

して、小学校の前からまるや食堂さん前までのグリーンラインが線引きされており

ます。このほかにも、町長は、今、建設業協会の人が通学路の看板と言ったことも

ありますけれど、町の看板も立っているようでございますが、対策として、してい

るんじゃないかとは思いますけれど、このグリーンラインの意味合いですね、これ

について、建設課ですか、課長にお尋ねをしたいなと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 町道市原平線の路側帯のカラー舗装も車道と歩行者の部分

をよりはっきり表示するという意味合いで、通学路の安全対策の一環として実施し

たものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） そういうふうに私も思っておりましたけれど、路側帯の中に線

が引いてありますけれど、運転手がグリーンラインを認識されて通学路だなという
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認識を持つ。言わば、これは子供たちの命のラインと言っても過言ではない。子供

たちにとっては、ありがたいラインだと私としては思うわけでございます。 

そういうことであれば、小学校全校生徒、今現在８９名ということで、市原小学

校にも各方面から通学されております。矢津田地区からの通学路と、杉田地区から

の町道を使っての通学路と、馬場からも県道を使っての通学路と、千光寺、竹の熊、

小学校までの町道を使っての通学路といった通学路があるわけでございますが、現

在としては、町内において通学路に関する大きな事故、けが等の犠牲者が出たとい

うことは一回もないようでございますが、事故が起こってからでは遅いというのが

根本の話じゃなかろうかと。事前に前もってそういったことを行うということも一

つの改善の方法だということだろうと思います。ですから、このことについて御答

弁ができたらお願いしたいと思います。 

全通学路が何か所ぐらいあるのかというのは分かりませんけれど、調べておりま

せんけれど、その通学路に対してグリーンラインを線引きするといったことをお願

いできたらという質問でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 通学路対策の一環としてほかの箇所も御要望等はいただい

ているところもありますので、現場状況、地域の要望等を聞きながら、必要なとこ

ろには実施していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 前向きな答弁でありがたいなと思いますけれど、先にやってい

くということが子供の命を守ることにもつながると思いますので、よろしくお願い

したいなと思います。 

もう一つ、改善策といたしまして、竹の熊の下から中学校までの間に歩道が設け

られております。これは、井手の上に歩道をつくったという感じで、段が少し高く

つくってありますし、ポールが設けられて、非常に安全だなと見た目には思うわけ

でございますが、あのポールがいつ頃立てられたのか、歩道がいつつくられたのか

というのは分かりませんけれど、ポール自体がさびています。色も変わっていると

いった状態で、車がもし突っ込んだときに、果たしてあれが防護するポールになる

だろうかと心配する危惧があるわけでございます。全部が全部とは言いませんけれ

ど、非常に見た目にも何か汚いと、安全性が感じられなくなってきているといった

状態がありますので、このことについても通学路の改善策ということで御質問をし

たいと思います。 

○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） 実際の現場状況も詳細に把握していないところもあります

けれど、設置状況等を確認して、不具合があるということであれば取替えも必要に

なってくるかと思いますので、通学路対策の一環として現場状況をまずは確認した

いと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 後の質問となります。 

８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 改善策ということで、基本的には子供の命を守るために、事故

の想像といったことで考えればということでございますので、そういった確認もし

ていただきたいなと思います。 

非常に車社会に今日なったわけでございます。車の台数も非常に多く、市原小学

校区の前にも非常に車的なものが多くなった。郵便局あたりの車の出入り、それか

らアパートも建ちましたので、その住民の車、また、今、ＪＡの跡地も駐車場の整

備といったことで、そこも車の出入りが激しくなる。また、片側にもまたアパート

が建っておりますので、そこも車的なものは増えてくるといった状態が、周りには

非常に車の量が増えている状態が目にとまるわけでございます。それに比例して事

故等も、子供たちが受ける犠牲といった確率も高くなってきているという状況だろ

うと思います。 

大人がそれをどうにかしてやる。行政のほうが守ってやらなければいけない状態

が続くんじゃなかろうかとありますが、運転をする運転手側にとってもモラルの問

題が非常にあるかと思います。千葉県の八街市の事故においては、飲酒運転だった

と、昼間からの飲酒運転で事故を起こしたという状況もありますので、そのことが

地元にも今から先ないとも限らないわけです。だから、運転者のモラル、心がけと

いったのが非常に重視されるわけですけれど、これは本人でしか、周りはどうする

こともできないといったことだろうと、モラル的なものが生まれることを願うしか

ないということだろうと思うわけでございます。 

４月からは新入生が１１名ほど市原小学校にも入学してくると、そういった新入

生、１年生がやっぱり安心して通学路を通って学校に到着するという環境づくりを

してやるのが一番大事なことだろうと思います。まずは、事故が起きてからでは遅

いということを一番念頭に置いて、実動、活動を行うということが大事ではなかろ

うかと思います。 

後に、感謝の言葉を申し上げれば、毎朝交通指導に立っておられます町長、そ

してまた教育長、学校長、先生の皆さん、そしてまた一般の父兄の方も中にはおら

れますけれど、そういった方々に感謝を申し上げて、質問を終わりたいと思います。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。いいですね。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

私どもとしても、やはりここは行政だけでは限界があったりする部分もございま

す。まずは、行政は、できるところはできるところでやりながら、あとは、先ほど

答弁でも申し上げましたけれども、学校関係者だったりとか、ＰＴＡ、警察、道路

管理者、そういったところとしっかりと情報を共有しながら子供たちの安全を守る

ということが大前提、もちろんそれは子供たちだけじゃなくて、地域住民の方々の

命を守ることにもつながりますので、そういったところでしっかりと情報を共有し

ながら、安全確保に対して、まずはできるところからしっかりやってまいりたいと

思います。もちろんそこで行き届かない部分もございますので、そういったところ

は、本当ソフト面のいろいろとスクールガードさんとかに立っていただきながら、

今、安全対策をやっているところでございますので、そういった悲惨な事故がない

ように、こちらも関係団体といろんな情報を共有しながら、今後も安全対策に努め

てまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（平野昭夫君） 発言者の台を消毒いたします。 

９番、森永一美議員につきましては、欠席をされております。 

続きまして、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ３番、井野です。通告に基づきまして、１点質問をさせていた

だきます。小国高校の次の１００年に向けての支援についてであります。 

１９２２年５月に組合立実科高等女学校として開校してから、今年で創立１００

周年を迎える小国高校は、これまで１万人近くの卒業生を輩出し、全国各地、広い

分野で活躍をされております。 

しかし、一時期、１学年２００名を超え、全校生６００名を超えていた学校も、

少子化の影響もあり、現在は１５０名余りにとどまっております。このままの状況

が続けば、高校存続の危機に陥るとも限りません。 

本町も、これまで小国町と連携をして、多くの補助金や支援を行ってきておりま

すけれども、新たな１００年に向けて、さらなる支援が必要になってくるのではな

いかと思います。小国町との協議にもなるかと思いますが、今後、小国高校に対し

て町としてどのような支援を行っていくのか、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。 

今年で創立１００周年を迎えます小国高等学校は、小国郷をはじめとする子供た
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ちの教育のために、三綱領「尚志」「勉学」「自主」の精神のもと、地域から信頼

され、期待され、そして愛される学校となるように教育の充実に取り組んでいます。

今年のテーマを「挑戦 教師が挑戦する、生徒の挑戦を支援する」としており、教

職員が心を一つにして生徒の夢実現のために日々努められています。 

しかしながら、議員もおっしゃるように、少子化の影響などにより、生徒数は減

少傾向となっている状況であり、小国高校の真の魅力をさらに生み出していく必要

があると感じています。 

現在の町からの支援としては、小国町と両町合わせて３００万円を上限とし、財

政的支援を行っています。また、高校からの要望で特段必要と思われる事業と両町

が判断した場合は、先ほどの３００万円に上乗せする形で支援することとしており

ます。昨年の１２月議会で承認いただきました早稲田大学生との大隈塾がまさにそ

れに当たります。有名大学の学生たちとの交流機会はそうありませんし、ワークシ

ョップなどを通じて自分のキャリアを見つめ直すことや将来の方向性をより具体化

していくきっかけになればと考えております。ほかにも以前から取り組んでおりま

す熊本大学生との小国郷寺子屋では、より深い学びを実現する機会になっているも

のと思います。 

しかしながら、高校の真の魅力化とは継続し得るものでなければならないと考え

ます。例えば、高森高校に再来年度新設されるマンガ関連学科のように、何かしら

小国高校としての独自色を出すことが何よりも必要です。確かに大隈塾や小国郷寺

子屋のような単発的な行事を行うことや保護者の財政的負担を軽減することも大切

ではありますが、それでは持続性がなく、真の魅力化にはつながらないと考えます。 

私の個人的意見としては、大学や企業と連携し、特色ある新たなコースを新設す

ることが望ましいと思います。もちろん実現のためには高校や熊本県教育委員会の

理解と後押しが大前提であり、併せて高校のＰＴＡ育志会の協力が必要不可欠です。

創立１００周年という節目を契機に、学校長をはじめ、小国町などの関係団体と改

めて小国高校の真の魅力化とは何かを考えたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 町長の答弁からあったように、私の同級生が小国高校に通学し

ていた頃は５クラスの編成になっておりました。それが、昭和５６年に４クラスに

減って、平成８年に３クラス、それから平成１７年から現在にかけて２クラスの体

制ということで、非常に生徒数の減少が深刻な問題になっております。本年度、小

国高校の入学生は３８名ということで、初めて１クラス編成になってしまっており

ます。 

クラスが少なくなるに従いまして、専門の先生、例えば生物であるとか、化学で
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あるとか、そういった専門の先生が削減されて、小国高校は化学専門の先生がおら

れないということで、やはり子供たちの教育にも支障が出ているということで、例

年「定員割れ」「定員割れ」という言われ方をしますけれども、校長先生としては、

低２クラス、４２名を確保していきたいという話をされました。 

小国高校は、２０００年に中高一貫教育指定校の指定を受けまして、これは県内

５３ある公立高校の中では唯一の中高一貫教育の学校であります。それに従って両

町の中学校と高校が連携しながら、いろんな交流事業を行ったりだとか、芸術鑑賞

であるとか、そういった取組もなされてきておりますけれども、一時期６割近い小

国高校の進学率を誇っていた南小国中学校の生徒も、３年ほど前は４割以下に減少

しております。 低ライン６割の子供を小国高校に通学させるために、やはりその

取組、校長先生をはじめ、小国高校は非常に熱心に働きかけを行っているようであ

りますけれども、これから先の１０年間の両町の子供の数の推移を見ていきますと

大体７０名前後で、ただ、３年後、４年後は６５名程度に落ち込む時期があります。

この場合、６割の子供たちが小国高校に進学してくれても４０名を割るという状況

になっております。 

それで、小国高校も２０２０年度に校区外の割合を５％から１３％に拡大をして、

大分県の日田市であるとか、九重町あたりからの県外からの子供たちの入学も広く

働きかけをしているということで、お隣の津江中学校からもかなりの割合の子供た

ちが小国高校に進学をしてきていただいております。その効果もあって、今２クラ

スの維持ができているわけですけれども、昨日、後期の合格者発表があって、現時

点では来年度は小国高校に５２名の１年生が進学をしてくれると。まだ二次募集が

ありますので、若干増えるかもしれないという話でしたけれども、これは非常にあ

りがたい数字だなと思います。ただし、新２年生は３８名のままなので、３学年で

５クラスということで、やはり先生方の人数を確保するにはどうしてもクラス編成

が２クラス以上は欲しいというのが校長先生の話でありました。 

ただ、校長先生がおっしゃられていたのは、市内の高校にはない、自治体の大き

な支援をいただいていると。これは小国高校の特色だと思いますが、町長が言われ

たように、両町から３００万円の補助金をいただいて、それで充実した学校の設備

であるとか、授業であるとか、そういった部分に大いに生かされているという話を

伺いました。 

特に、今年度はタブレットの普及もありまして、リクルートが行っておりますス

タディサプリ、インターネットでの塾のような形ですね、こういうのを活用して、

今年度の卒業生は７名の方が国公立大学に合格もしくは合格の見込みということで、

非常に学習面でも大きな成果を出してきているということで、これも両町からいた
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だいた補助金の中からスタディアプリの使用料であるとか授業料、そういった部分

の一部に充てさせていただいているということでした。 

小国高校としても、町長が言われたように、いかにその魅力をこれから先、子供

たちに伝えていくのかというのが大きな課題であるということで、やはりコロナ禍

の影響でなかなか学校にお互いが行き来をして、交流授業をするとか、そういう交

流の機会が少なくなっているのも一つの要因ですけれども、小国高校は、こういう、

来たらメリットがありますよとか、そういった学校だけじゃなくて、町だけじゃな

くて、後援会なりＯＢ・ＯＧの方々に小国高校の魅力を周りに発信していただきた

いと。この議場の中にも高校の卒業生の方々が多数おられますけれども、今、毎朝、

小国高校の生徒会の生徒の皆さんが校内放送で「小国高校生として誇りを持ち、今

日一日充実した学校生活を送りましょう」という校内放送をされているそうです。

今、子供たちは、やはりそういう誇りを持ちながら、それぞれの自分たちの向上の

ために日々努力をしているという話を伺って、非常に校長先生も小国高校をどうに

かして今の状態を存続していきたいという熱い思いを語られました。 

今年度からキャリア教育推進協議会を立ち上げていただいて、早稲田大学の大隈

塾、それから昨年度から続いております小中高大連携の熊大の寺子屋、そういった

ほかの大学や地域との連携で、やはり小国高校の存在感であるとか、ほかのアピー

ル、そういった部分にもつながっているのではないかと思います。 

県の教育委員会が県の高校魅力化推進室というのを設けて、今年度、牛深高校と

球磨工業高校、そして小国高校の３校がその指定校を受けて、今年度、小国高校は、

新３年生になりますけれども、第一高校と今度オンラインで数学等の遠隔授業、交

流授業を行うということであります。そういった、今、タブレットの普及あたりで

いろんな高校や大学とそういう連携が取れる状況になってきていますので、そうい

ったタブレットの授業の推進であるとか、あとは、先ほど言いましたように、地元

におられる小国高校の卒業生の方々がやはり魅力なりＰＲに大いに力を発揮してい

ただければ、子供たちの小国高校に進学する意欲も高まってくるのではないかなと

思います。 

先ほど町長の話の中に、高森高校は２０２３年度にマンガ関連学科という新しい

学科を創設する予定で、今いろいろ準備を進められているようです。その中で、今

までは閉鎖になっていた寮を再開して、全国から子供たちの進学を受け入れる態勢

を今整えているということで、高森町としてはクラウドファンディングで約１００

万円近くの募金をいただいて、現在、寮の補修をされているそうです。 

今後、小国高校が広い範囲から子供たちを受け入れる態勢を整えていくには、や

はりそういった寮なり下宿なり、そういった場所の準備というか、提供、そういっ
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た部分も必要になってくるのではないかと思います。現に、今、津江もしくは九重

町あたりから通学している子供たちもいますので、町長が言われたように、新学科

の創設もありますけれども、そういった部分で今後そういう新たな寮の整備である

とか学科の創設に向けて何か具体的にお考えがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 寮をつくるということに関しては、以前、そういったところ、

例えば下宿みたいな感じでつくったらどうかみたいな感じのお話もございました。

そのあたりを仮に設備投資をしても、いかにそういった魅力化というところがまず

先にこないと、鶏が先か卵が先かという感じの話になるのかと思うんですが、そう

いったところもあって、そういった下宿だったりとか寮の設備の環境をつくるとい

うところはまだ手をつけてはいないところでございます。 

私は、先ほどの答弁の中で「真の魅力化」という言葉を使わせていただきました

けれども、単発な行事だけでなく、また財政的な負担の軽減だけでなく、やはり小

国高校というものに行ってみたいという気持ちに駆り立てられるようなものがない

と、なかなかまずは生徒さんがよその地域から集まるということはないんじゃない

かなと考えておりますので、新学科の新設ということも考えなくてはいけないんじ

ゃないかなと思っております。 

そういった中で、実は、昨日、校長先生を交えて、熊本大学の甲斐副学長と、今、

地方創生関係で富山のほうから来ていただいている金岡先生と４者交えてお話をさ

せていただきまして、地方創生的な何かしら取組が熊大と一緒にできないのかなと

いう議論を、まだ始めたばかりではありますので、これからやり取りをしていく中

で議論を深めていくことになるかと思います。 

やはり小国高校生が、先ほど２番議員の答弁の中に、地元を知るというか、地元

の課題を知ったりとか、地元の逆に魅力を知ったりとか、そういったところをしな

がら、 終的にはキャリア形成というか、地元で何か起業できたりとか、そういっ

た一つのきっかけになり得るものだったり、外から呼び込んできて、そういった地

域課題解決のために、例えばビジネスを立ち上げるとか、そういったことができな

いかということを一つの案として、これはあくまで案としてなんですけれども、今

模索しているところではございます。いきなり学科の新設というのは厳しいんじゃ

ないかなというところもありましたので、まずはサークル的な部分だったりとか、

そういったところから始めながら、そこでいろいろと協議を深めていって、令和５

年度から高校のカリキュラムというか、こっちでいう学習指導要領的な部分が大き

く変わったりする部分もありますので、そういったところを目指してはどうだろう

かという感じのお話もいただきました。 
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あと、今現在、熊本大学の小川学長の後輩にあたるのが、今、小国公立病院の片

岡先生がいらっしゃるんですけれど、そういったところで、今、医学的なデータ、

そういったところを小国郷の、例えば町民の方のデータを集めながら、それをもと

に、例えば予防医療というか、そういったところにつなげていくだったりとか、そ

ういった数値化することによって、小国郷のデータを見える化して、それをもとに、

例えば何か事業を組み立てていくこともできるよねという感じのお話も甲斐副学長

からはいただいたところでございまして、まだまだこれは全然スタートにすぎない。

まず一歩を踏み出したようなところであるんですけれども、そういったところで普

通科、進学を目指す方と、同時に地方創生的な部分、またキャリア教育みたいな部

分、そういったところができればなとは、今、個人的な意見として持っているとこ

ろでございます。 

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） 確かに校長先生もおっしゃられたんですけれども、新たな学科

創設というのは非常に厳しいだろうという話をされていました。以前のように家政

科とか商業科が残った形で続いてきているのであれば、それに応じて対応もできる

かもしれないが、現時点では普通科２クラスという形で進んでいっているので、そ

の普通科の２クラスをいかに維持していくかというのが大きな課題であると、これ

からの取り組むべき大きな部分であるという話をされておりました。 

子供たちの一つの意見としては、小規模校ならではのメリットというか、例えば

部活動も限られてはいるんですけれども、野球が好きで小国高校に入ってきた子は

１年生からレギュラーで試合ができると。例えば、本当に甲子園を目指したりとか、

有名校に行って野球をやっても、本当にレギュラーというのは一握りですけれども、

やはり好きな野球をやりたい、好きなスポーツをやりたいという子は、小国高校に

来れば、１年からでも好きなスポーツをレギュラーでできて、本人の努力次第では、

十分大学、一般になっても通用するような子供が育ってきていますという話もされ

ていましたし、就職においても非常に小国高校の生徒は真面目で熱心に仕事をして

くれるという高評価をいただいているということで、子供たちにとっては一人一人

の個性に見合った非常に有効な教育をされているなと思います。 

今後、一つ、これは子供ではなくて、家庭の皆さんにも分かっていただきたいな

と思った数字があるんですが、これは全国平均なので、これが小国郷に見合う数字

かどうかは分からないんですが、全国平均で公立高校の学習費、参考書であるとか

塾とか家庭教師、そういった部分にかかる費用が、公立高校で約４６万円、私立高

校になると９７万円かかっているそうです。これに、あとは学習外の活動、例えば
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企業に見学であるとか修学旅行、あとは通学の費用とかいろいろ含めた場合に、公

立高校で年間大体１３０万円ほどかかっているそうです。私立は、その倍以上です

ね、２９０万円近くの金額がかかっているということで、先ほど２番議員が言われ

たように、今、学ぶ場においても非常にお金がかかる状況になっております。 

ただ、先ほど言ったように、小国高校は非常に学習面でも市内の高校に引けを取

らないような実績を残してくれておりますし、校長先生いわく、市内の普通高校に

行くよりは、小国高校に来ていただいて、そしてしっかり勉強していただければ、

十分国公立大学にも進めるような学力は身につきますと。それ以外に、例えば市内

の高校に行って、寮なり下宿なりをした場合、それから本人の小遣い、いろいろ含

めると大体安くても月８万円から１０万円ぐらいは別に経費がかかるそうです。そ

の高校の分、小国高校で学習をして、大学進学を狙うのであれば、大体３年間で３

００万円ぐらいは大学に向けての準備ができるのではないかと。そして、小国高校

で学んでもらって、次のステージに行っていただきたいという話をされていました。 

これも一つの例なんですが、津江は高校がありませんので、小国高校に通う以外

の子は、ほとんど日田の高校に進学をされるそうです。子供が進学をするとともに、

家族の方も日田のほうに家を借りて、お父さん、お母さんは日田から津江のほうに

仕事に帰ってくると。大体車で２０分から３０分ですから通勤するにしてもそんな

に負担がかかるような時間ではないかと思いますが、やはり子供の進学に伴って地

域の人口が推移していくと。子供が出ていけば、親も一緒に出ていく。今盛んに還

流人口であるとか、そういうＩターン・Ｕターンあたりの推進もやっていますけれ

ども、今、町にいる人たちができるだけ町に残る、そういう施策が重要なのではな

いかなと。いずれ自分の夢のために進学、就職をしていくかと思いますけれども、

大学進学に当たってはほとんど子供一人で新たな場所に移動すると思いますけれど

も、高校の場合は、町内でも熊本市内の高校に子供が通うのに、お母さんが熊本市

内のアパートに一緒に住んで、親がこちらのほうに仕事に帰ってくるという家庭も

ありますので、そういった部分でできるだけ町の人口を減らさないためにも、やは

り小国高校の進学を勧めながら、また経費の部分もこういった形で地元の高校と市

内の高校では３年間でこれだけ違いますよと、その分、子供は一生懸命頑張って、

大学進学のために、今、家族の方も準備をしていただいて、次のステージで頑張っ

てもらうという、そういう話をしていくのも必要ではないかなと思います。 

町からの補助金３００万円の中に、町長もおっしゃられたように、県外からの通

学の子供たちには１万円を通学補助という形で支給をされています。新入生に対し

ては入学金の一部助成であったりとか、あとは音楽と習字、そういった選定科目の

購入費の補助とか、そういった部分で補助金が生かされているそうですけれども、
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小国高校生が新たにこちらから通学する場合は、遠方の子は、今、中学校でも自転

車通学の子がいますけれども、大部分が自転車、もしくは２年生になるとバイクで

の通学になってくるかと思います。一つの提案としては、中学または高校あたりで

自転車通学をする子供またはバイク通学をする子供に、例えば自転車・バイクの購

入費として、一部、町のほうから補助ができないかなと。バイクであれば、１台、

約２０万円近くかかります。例えば、バイクの購入に対して５,０００円、１万円

なり補助しても、バイクを購入した時点で納税者になります。軽自動車税として年

間２,０００円ですか、原付バイクを購入した場合は町に軽自動車税を納めていた

だく形になりますので、その原付バイクが、子供たちが卒業しても５年、１０年、

町内で使用されるのであればその分の税収が見込めますので、そういった町内の子

供たちに対しての通学といいますか、そういった部分で一部そういう補助金を出し

てもいいのではないかなと。これは小国町との不公平感が出てくるかと思いますの

で、小国町との協議にもなってくるかと思いますが、先ほど２番議員が言われたよ

うに、そういった部分で少しでも小国高校に行く子供たちに対して何かそういった

助成を考えていただけないかなと思いますけれども、何かそういった考えがあれば

お伺いできますか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） まずは、小国高校という高校自体がなくなるということは、議

員がおっしゃられたとおり、人口減少、人口流出の大きなきっかけになり得るもの

でございますので、やはりどうにか小国郷に高校を残すということが大前提でござ

いますし、そういったところは、小国町、渡邉町長だったり河津県議も踏まえて、

県の教育長、古閑教育長のところに行って、いつも大体お願いするところではござ

います。もちろん今度新しい教育長に県のほうも替わりますので、改めて御挨拶も

兼ねて、小国高校の存続に関しては再度お願いしたいと思います。 

ただいま議員の御提案のあったバイクだったりとか自転車だったりとか、そうい

ったところ、町内に関する小国高校生に対する補助というところに関してでござい

ますけれども、そういったところは、今お話があったとおり、やっぱりうちの町だ

けでするということはなかなか難しい部分がありますので、そういったところは、

こういった御提案があった旨、小国町にもおつなぎをしながら、何かできるのがあ

るのか、もしくは今３００万円という上限を決めさせていただいておりますので、

そういったところからの捻出になるのか、またプラスアルファになるのかといった

ところのお話もありますので、現在、私だけの意向ではなかなかお答えできない部

分もありますが、そういった話があったということはしっかりとまた小国町とも協

議させていただきたいと思います。 
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以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員、 後の質問となります。 

○３番（井野和哉君） ありがとうございます。 

ぜひ小国町といろんな支援の方法について、前向きな、また新たな方策ができて

くることを願います。 

後に、本当に阿蘇郡市内どこの高校も定員割れをしていまして、高森高校も１

クラス、阿蘇中央高校も各学科とも全て定員割れの状態で、先ほど町長も言われま

したように、県の教育長も替わられたばかりで、校長先生いわく、ここしばらくは

そういう学校統合等の話はないだろうということですけれども、阿蘇郡内、蘇陽高

校が２０１０年に矢部高校と統合になったりだとか、あと県北であれば、荒尾高校

と南関高校が統合になって、新たな岱志高校ができたりとか、球磨のほうに目を向

けると多良木高校が２０１９年に廃校になったりとか、今後、郡部の高校は非常に

そういったテーブルに上がってきやすい状況にありますので、小国郷の 高学府と

しての小国高校が２００年後、３００年後も存在し続けるように、これは小国郷に

住む私たちにとっては大きな役割であると思いますので、やはり両町だけではなく

て、後援会なり、また議員なり、いろんな力を合わせて存続のために頑張っていき

たいと思いますので、今後とも小国高校に手厚い支援をいただきますようにお願い

をいたしまして、質問を終わります。 

○議長（平野昭夫君） 髙橋町長、答弁はいいですか。 

それでは、１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０１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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第３号 専決処分の報告について（令和３年度南小国町一般会計補正

予算書（第１２号）） 

○議長（平野昭夫君） 日程第４、議案第３号、専決処分の報告について（令和３年度

南小国町一般会計補正予算書（第１２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３号、専決処分の報告について（令和３年度南小国町一

般会計補正予算書（第１２号））について、歳入につきましては総務課長、歳出に



－ 32 － 

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３号、専決処分の報告について。 

地方自治法第１７９条第１項の規定を適用し、次のように専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

専第１号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１２号）。 

次のページをお願いいたします。専第１号、専決処分書。令和３年度南小国町一

般会計補正予算書（第１２号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

令和４年２月１４日、南小国町長、髙橋周二。 

次のページをお願いいたします。専第１号、令和３年度南小国町一般会計補正予

算書（第１２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

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８０９万４,０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６８億６,２６３万６,０００円とする。 

令和４年２月１４日専決、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入です。 

繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、今回８０９万４,０００円を増額し、

４,７１４万４,０００円とするものでございます。予算ベースの基金残高でござい

ます。１２億６,９６２万６,５０３円。数字で申し上げます。１２６９６２６５０

３。 

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） ７ページをお願いします。歳出です。 

土木費、土木管理費、土木総務費、今回７２２万円を増額し、７,６８５万３,０

００円とするものです。給料、職員手当等、共済費、人事異動の際の計上漏れ等に

よる増額になります。申し訳ございません。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） ８ページをお願いいたします。教育費、小学校

費、学校管理費です。今回補正額８７万４,０００円を増額し、１億７０４万８,０

００円とするものです。内容につきましては、需用費８７万４,０００円の増額で

す。修繕料の増額となっております。市原小学校の校舎から給食センターへの連絡
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通路の扉が経年劣化により破損しまして、現在、仮設の扉で仮復旧としております。

防犯上、早急に修繕が必要となることから、また鋼製建具であることから納品まで

に時間を要するということが考えられるための計上となります。 

以上です。 

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

ですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、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。ないですか。 

［「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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３号、専決処分の報告について（令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第１２号））を承認することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 町長施政方針 

○議長（平野昭夫君） 日程第５、これより町長が当初予算提出に当たり、施政方針演

説を行います。 

先の議会運営委員会におきまして、町長施政方針演説をケーブルテレビ放映する

ことに決定しておりますので、撮影のため、ケーブルテレビ関係者の議場への入場

を許可します。 

ケーブルテレビの設営を行いますので、しばらくお待ちください。 

施政方針に伴って、町長の書類を配付いたします。 

［資料配付］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、施政方針演説に入ります。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 令和４年３月定例会当初予算案の提出に当たり、来年度に向け
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た施政方針を述べさせていただきます。 

さて、昨年度を振り返りますと、コロナ禍による暗いニュースが多かった中、東

京オリンピックや北京冬季オリンピックにおける日本人選手団及びメジャーリーグ

における大谷選手の二刀流での大活躍などは、私たちに多くの勇気や感動を与えま

した。 

県内においても、熊本地震から５年がたち、阿蘇地域の被災した道路や鉄道等も

多くが復旧し、着実に復興への光が差しています。また、台湾大手半導体メーカー

の県内進出が決定したことは、県内経済や人材の育成など、幅広い分野においてよ

い影響が生み出されるものと期待しております。 

本町においては、庁舎別館も完成し、４月４日に無事落成式を迎える予定です。

１階部分に役場会計室と肥後銀行が入り、隣に肥後銀行と農協のＡＴＭも併設され

ることから、町民皆様の利便性が向上することと期待しております。また、農協跡

地に関しても、近隣住民皆様の御理解のもと、解体作業と整地を終えることができ

ました。当面の間、駐車場としての利用を考えております。 

一方、町の財政につきましては、先述の大きな投資や近年の大規模災害による復

旧工事、また新型コロナウイルスの影響などあったものの、皆様から返礼品で御協

力いただいておりますふるさと納税などのおかげで、おおむね良好な数字となって

おります。特に将来の財政を圧迫する可能性を示す割合である将来負担比率は、制

度開始以来、初めて比率がゼロとなりました。令和４年度も引き続き健全な財政運

営を心がけてまいります。 

それでは、令和４年度に向けての方針を説明させていただきます。 

初めに、経済対策に関してですが、これまでの新型コロナウイルスの影響はもち

ろんのこと、原油価格の高騰により様々な生活必需品の値上がりが発表され、私た

ちの生活は非常に厳しい状況に陥っていると言えます。 

一方、今年度、国から高校生以下の子供たちに対し１人当たり１０万円が、また

非課税世帯に対し１世帯当たり１０万円の給付などがなされました。これを受け、

当初予算に関しては、倍返し飲食券などのようなこれまでコロナ禍で行ってきたよ

うな特段の経済対策は盛り込んでおりません。これは、現在置き換わりが進んでい

るステルスオミクロンの状況や新たな変異株の流行、また３回目のワクチン接種や

５歳から１１歳までのワクチン接種、及び経口薬の普及による感染者の推移を見極

める必要があること。そして現在のロシアとウクライナの情勢等により、さらなる

原油価格の高騰が懸念され、先行きが非常に流動的で不透明であることが挙げられ

ます。私としては、それらの状況と国の施策を注視しながら、本年度事業化した

「くらし応援券」といった給付型の対策や冷え込んだ地元産業を支援するための経
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済対策を時機を逸することなく打ち出し、町民生活への打撃を少しでも抑え込みた

いと考えております。これら経済対策に関しては、補正予算での対応を行います。 

来年度の予算編成において重きを置いたことは、町民の利便性向上と町の防災力

の強化です。 

まず、利便性の向上に関しては、コンビニ納付及びコンビニ交付ができるよう取

り組んでまいります。これまで役場に来なければできなかった手続の一部をコンビ

ニで行うことができるようになることで働き方の多様性に即した運用になることが

見込まれます。将来的にはマイナンバーカードと連動させることで町民の利便性の

幅が広がっていくものと考えております。 

また、町からの情報を携帯端末に発信する仕組みとして、以前、議会でも提案の

ありましたＬＩＮＥを利用したものに移行します。スマートフォンの普及率及びＬ

ＩＮＥの利用率の高まりを考えると、いつでもどこでも手軽にタイムリーに町から

の情報を得ることができるサービスだと感じています。町内放送やケーブルテレビ

の文字放送ではカバーできない部分を補う手段として普及させていきたいと考えま

す。 

防災力の強化に関しては、近年の大規模化する自然災害を目の当たりにしたとき、

公助だけでは限界があり、自主防災組織活動のさらなる活発化が必要不可欠である

と考えます。例えば、避難ルートの確認や危険箇所の把握、有事の際の物資等の調

達などが挙げられます。しかしながら、自主防災組織で住民自らがそれらの計画を

実施するにしても限界があると考えます。そこで、消防署を退職された方を町で雇

用し、各自主防災組織を回っていただきながら防災意識の向上に努めていただきま

す。これまで役場職員だけでは補えなかった部分を、消防署員として 前線で培っ

てこられた経験をもとに活動していただくことで各地域の防災力向上につながるも

のと期待しております。 

次に、ふるさと納税のさらなる強化と地元産品・加工品の販売促進を目的として

大手広告代理店の博報堂と地域活性化起業人での連携を進めてまいります。現在、

ふるさと納税において地元産品及び加工品も少なからず返礼品として選ばれており

ますが、その比率をさらに高め、地元生産者や事業者への経済効果を生み出したい

と考えております。また、これまでも６次産業化の名のもとにいろいろな試作品

等々が生み出されてきましたが、なかなか定着していない現状もあろうかと思いま

す。そこで、専門性の高い博報堂と連携することにより、販売戦略の見直しや市場

調査等を行い、ブランド力の向上を目指します。将来的に消費者や寄附者から選ば

れる南小国ブランドの産品や加工品を少しでも多く生み出し、地元への経済効果を

高めたいと考えております。 
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建設課関係では、災害復旧関係を優先することで着手できなかった黒川波居原線

の長迫交差点部分や樋ノ口吉ノ本線などの町道改良工事を予定しております。あく

まで災害復旧工事を優先することとなりますが、可能な限り早期に着手できればと

考えております。 

ＪＡ跡地の利活用に関しては、議会でも答弁したように、いま一度町民へのアン

ケートを実施しながら、何があの場所にあることが町民のためになるのか、町の活

性化につながるのかなどを調査したいと思います。また、町で建設するとなれば、

将来的な財政負担も発生することから、民間事業者の参入も含め、あらゆる選択肢

を総合的に判断しながら、来年度中に一定の方向性を見いだしたいと思います。Ｊ

Ａ跡地に関しては特段の予算を計上しておりませんが、他地域の視察など、必要な

場合は補正予算などで対応したいと考えています。 

それでは、引き続き各課局の主な事業を説明します。 

まず、総務課関係でございますが、平成２０年度から始まったふるさと納税の寄

附額は、令和元年度が約７億４,７００万円、令和２年度が約９億９,３００万円の

寄附があり、令和３年度は現段階で９億４,６００万円の寄附があり、令和４年度

当初予算も１０億円の寄附を見込んでおります。ふるさと納税については、特産品

の振興と新たな商品開発の促進につなげるため、引き続き都市部を中心に本町の魅

力を発信するとともに、寄附者の共感を得られるよう寄附活用事業の情報発信と返

礼品の充実を図り、増収を目指します。また、昨年度、国の地域再生計画認定の承

認を受け、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の寄附が可能となりま

した。本町の地方創生に関する各種事業の発信を図り、官民連携による地方創生の

推進を図ります。 

次に、住民自治組織の活性化についてです。令和２年度から町内において活発に

活動しようとする住民自治組織に対し、必要な経費及び物品に要する費用を補助す

る住民自治組織活性化補助金を創設しました。令和４年度においても３２０万円計

上し、地域活動の促進を図るとともに、より充実した住民自治組織となるよう町と

住民自治組織の連携により、町民の福祉向上、防災体制の充実を図っていきます。 

続きまして、まちづくり課関係ですが、移住定住施策として本年度から設置した

移住定住支援コーディネーターによる移住定住の情報発信や相談体制の充実と空き

家所有者への意向調査並びに空き家の実態調査による実態把握を進め、まずはその

中の空き家を１軒、モデルケースとして耐震補強や水回り等の改修を実施し、賃貸

住宅として活用できるよう、できる限り取組を進めたいと考えています。 

また、いきなり移住定住、就職、起業などはハードルが高いため、短期間滞在に

より南小国町の自然や生活を体感してもらい、将来の移住定住や関係人口の創出に
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つなげる移住定住体験プログラム、いわゆるワーキングバケーション事業に引き続

き取り組んでまいります。 

併せて、空き家対策として意向調査、実態調査の結果を取りまとめ、空き家台帳

の作成を進め、空き家バンクの充実を図るとともに、新たに空き家バンクを通して

移住者向けに利活用される物件を対象としたリフォーム補助事業を実施します。 

起業塾事業では、本年度、新型コロナウイルス感染症の影響により現地での活動

が一部オンライン開催となりましたが、参加者の中から３名の起業型地域おこし協

力隊を採用し、委嘱する予定です。起業型地域おこし協力隊の活動により、地域の

活性化を図るとともに、協力隊の中から少しでも移住定住へとつながっていくこと

を目標に取り組んでいきます。 

町内の慢性的な人材不足や働き手の希望と雇用内容とのミスマッチを解消すべく、

今年度から取り組んでいる「人材還流促進及びデータバンク構築・利活用事業」で

は、岡山県奈義町などで取り組まれている「しごとコンビニ」の仕組みを応用し、

短時間の仕事に重点を当て、働きたい人材と求人する町内事業者のマッチングを図

るべく、取組を進めていきます。 

ケーブルテレビ事業においては、自主放送用の番組制作に係る各種機器が令和４

年度から順次更新の時期を迎えるため、取材用カメラや編集機器等を購入、更新し、

よりよい番組制作に取り組んでいきます。 

情報関連については、国の自治体デジタル・トランスフォーメーション推進に対

応するため、行政手続のオンライン化や、先に申し上げたコンビニ収納システム等

の導入等の改修やシステム・機器の更改など、総合行政システムの更新・充実を図

り、町民の利便性向上に努めていきます。 

次に、建設課においては、まず本町に県・町合わせて３０億円近くの被害をもた

らした令和２年７月豪雨災害の進捗状況ですが、令和３年度末、町関係分の完了予

定は、金額ベースで農地等災害においては約５０％、公共土木災害においては約３

０％にとどまっている状況です。多くの工事が繰越事業となっており、令和４年度

においても災害復旧関連事業を中心に進めていかなければならない状況であること

を御理解いただきたいと思います。 

そのほかの事業としては、まず県関係の主な道路事業として、県道南小国上津江

線道路改築事業が継続事業として実施され、県道満願寺黒川線、これは小田地区の

滝の上橋ですが、においては下部工が着工されており、今後、上部工が発注される

予定です。 

次に、治水・砂防事業は、小田川（砂防）スリットダムの令和４年度工事着工が

予定されており、急傾斜地崩壊対策事業、これは杉田上地区でございますが、用地
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取得、工事の一部着手へと進んでいく計画です。 

町関係では、まず土地改良事業については、土地改良施設維持管理適正化事業

（中鶴頭首工）改修工事を進めてまいります。道路改良事業については、社会資本

整備総合交付金事業「瓜上矢田原線」改良工事を中心に実施していきます。道路メ

ンテナンス事業、これは橋梁点検や橋梁補修等ですが、国においても災害復旧事業

の次に位置づけられており、 重要施策として道路維持・道路舗装事業と併せて、

より一層道路保全・環境整備に努めてまいります。 

水道・住宅係では、まず３か年計画で実施しております「南小国町上下水道事業

地方公営企業法適用」事業につきまして中間年度に当たり、現在行っている固定資

産調査に加え、公営企業会計システム導入等の検討を適宜行い、令和６年４月１日

法適用に向けて歩みを進めてまいります。 

水道施設関連では、水源・水量確保、老朽化対策等、多くの問題を抱えており、

特に波居原簡易水道につきましては現状を注意深く見ながら経過観察を行っている

状況です。今後、関係者等と協議を行いながら方向性を示してまいります。 

教育委員会関係につきましては、南小国町教育大綱を基本としながら、子供たち

が確かな学力、豊かな心、健やかな体を身につけ、調和の取れた人材の育成に向け

た教育環境づくりに取り組むとともに、学校教育並びに社会教育の充実に努めてい

きたいと考えております。 

学校教育関係では、「きよらの郷づくりは、人づくりから」という指針を掲げ、

「第４期南小国町総合計画」、「南小国町共有ビジョン」の実現に向けた南小国町

を支えていく人づくりを目指していきます。 

また、「きよらの郷の人づくり教育プラン」では、子供たち一人一人がチャレン

ジする教育を通して南小国町の未来のつくり手となるために必要な資質・能力であ

る４つのＣ（「Communication（コミュニケーション）」「Collaboration（コラボ

レーション）」「Creativity（クリエイティビティ）」「Critical thinking（ク

リティカル・シンキング）」）の能力を重点的に育成していこうと考えております。

その育成の場面は、「きよら授業の改善」と「きよら学の推進」の２本柱となりま

す。まず、１つ目の柱である「きよら授業の改善」では、「熊本の学び」を基本と

した授業づくりや４Ｃを育成するための横断的な授業づくりなど、日々の授業改善

に努めようとするものです。２つ目の柱である「きよら学の推進」では、南小国町

独自の学習として、地域に目を向け、地域の方々と連携した学習を進めています。

里山自然体験活動や民泊農業体験、町インターンや出前授業、プレゼンテーション

大会など、未来のつくり手を育成する貴重な学習の機会として取り組んでいます。 

また、令和４年度からは、コミュニティ・スクールを導入し、地域に開かれた、
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地域とともにある学校づくりをさらに強化していきます。 

続いて、学校ＩＣＴ環境につきまして、児童生徒１人１台のタブレット端末ｉＰ

ａｄを十分に活用し、電子黒板、デジタル教材等、新時代の学びを支えるＩＣＴ機

器、技術を活用した授業、情報活用能力の育成など、学校教育の中でＩＣＴ・Ｉｏ

Ｔの活用にも重きを置いて推進してまいります。 

また、学校教育の中でＩＣＴをより活用しやすいようＩＣＴ支援員を配置し、訪

問回数を増やし、教職員のＩＣＴ活用指導力の研修も取り入れながら積極的に活用

できる環境や体制づくりにも引き続き取り組んでまいります。 

社会教育関係では、社会教育と学校教育が連携した取組として、地域を担う子供

たちの育成を地域が協力・連携・支援する仕組みを構築するため、地域学校協働活

動推進員、地域学校協働本部並びに関係組織を活用しながら地域学校協働活動に取

り組んでまいります。その活動の一環で子供たちの放課後の居場所づくりとして、

放課後子ども教室の拡充を図りたいと考えています。 

社会体育の面では、わくわくクラブの中のスポーツクラブへの支援を継続すると

ともに、その指導者への研修を行いながら、子供たちの成長に応じた適正な指導に

より、体力、運動能力の維持増進を図ってまいります。 

また、一般の方に向けても、登山やウォーキングなど、以前から取り組んでいる

ものに加え、パラリンピックの正式種目であるボッチャやニュースポーツのモルッ

クなど、誰でも楽しめるスポーツの普及や、介護予防や健康寿命をのばす健康増進

に向けた取組もスポーツ推進委員の活動により推進してまいります。 

次に、税務課関係ですが、地籍調査事業につきましては、令和３年度末時点で進

捗率は８１.１％となっており、令和４年度は、大字満願寺の吉原地区と扇地区の

一部を調査する計画です。今後も地元並びに土地所有者の皆様の御協力を仰ぎなが

ら、早期完了へ向け、取り組んでまいります。 

自主財源の根幹であります町税につきましては、「適正かつ公平な課税と徴収」

を基本とし、税以外の各種保険料や使用料など、関係各課との連携による収納事務

の効率化を図るほか、熊本県や阿蘇管内市町村との協定に基づく徴収対策を行い、

徴収率の向上を目指します。 

また、滞納整理につきましては、引き続き実態調査による預金や財産等の差押え

を進める一方で、新型コロナウイルスの影響による収入の減少などで納税が困難な

方に対しては、実情に応じて納期の猶予や分納など、柔軟に対応してまいります。 

なお、多様な納税のニーズに応えるための新たな取組として、コンビニで税金の

納付や所得課税証明書の交付ができるシステムを導入し、利便性の向上を図ります。 

続きまして、農林課関係です。農林業においては、後継者や担い手不足の解消、
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将来を見据えた農林業の基盤づくりを考慮し、また農林業に携わる方の様々な課題

解決に向け、各事業を実施したいと考えます。 

そのような中で、昨年より「農業担い手育成補助金」を実施しています。この補

助金は、将来的な個人の限界があることを踏まえ、営農組織や法人化された事業体

等のより一層の確保が必要と考えます。そこで、個人や認定農家も含め、規模拡大

や機械導入時の補助を町単独で行うものであり、農地の区画整理なども併せ取り組

んでいきます。また、担い手の確保の際に必要となる住居についても教職員住宅の

一部所管換えを行い、農林業者への住宅提供にも努めていきます。 

有害鳥獣対策については、引き続き猟友会や捕獲隊の御協力をいただきながら進

めていきますが、猟犬の治療に要する費用など多くの負担があり、それらの軽減に

ついても取り組みます。また、下中原地区の一部におきまして鳥獣被害防止総合対

策整備事業を実施します。これは、農地の周囲に金網等を設置し、農産物の被害軽

減対策を行うものです。その効果を踏まえ、他の地区への周知にも努めてまいりま

す。 

林業におきましては、森林資源解析業務を発注し、航空レーザーによる解析シス

テムを活用し、森林の樹種や材積量、作業路の確保、現地調査等の軽減に森林組合

との連携により進めていき、山林所有者との相互理解による維持管理を考えていき

たいと思います。 

次に、福祉課関係です。子ども・子育て関連事業としましては、５年間を計画年

度とする第２期子ども・子育て支援事業計画が中間年度を迎えます。これまでの取

組を振り返りながら、子ども及びその保護者が必要とするサービスを円滑に利用で

きるよう必要な支援を行うとともに、その提供体制の確保に努めます。 

新たな事業として、児童が急な病気となった場合に病院の専用スペース等におい

て看護師等が一時的に保育を提供する「病児・病後児保育事業」を小国公立病院内

で実施する方向で、現在、小国町と協議を重ねており、令和４年度中の開設に向け

て準備しております。この事業により児童の看病のために仕事を休まなければなら

ない保護者の負担を軽減することができ、子育てと就労の両立を支援することがで

きるものと考えております。 

障がい者関連事業としましては、３年間を計画年度とする第６期障がい福祉計画、

第２期障がい児福祉計画が中間年度を迎えます。障がいのある人が住み慣れた地域

で安心して生活できる環境づくりや計画の見込み量に応じたサービスの確保に努め

るとともに、小国郷内のサービス事業者や阿蘇圏域内の関連事業所と連携し、施策

の推進を図ります。令和４年度は、小国郷内の就労継続支援事業所の事業拡大が計

画されており、さらなるサービスの充実が図られる見込みです。 
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高齢者関連事業としましては、３年間を計画年度とする高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業計画が中間年度を迎えます。本町の高齢化率も４０％を超え、団

塊の世代が７５歳以上となる２０２５年には高齢化率はさらに上昇に転じることが

予想され、高齢期を迎えても誰もが地域の中で健やかに安心して暮らせる社会づく

りが目指されるところです。高齢者が自分自身の健康に関心を持ち、日頃の生活習

慣として健康づくりや生きがいづくりに取り組むため、介護予防活動の普及に取り

組んでまいります。その活動の一つである「通いの場」づくりは、住民自身の積極

的な参加と運営により広がってまいりました。町としても、この取組をさらに推進

し、体操の普及や交流活動を支援してまいります。 

後に、町民課関係です。マイナンバーカードの普及も令和３年度当初から比べ、

令和４年２月２０日には１４％増加し、町民の約３人に１人が所持されている状況

です。引き続き普及を進めると同時に、マイナンバーカードを利用した住民票や印

鑑証明書のコンビニ交付サービスを開始することで利便性の向上を図ります。 

国民健康保険については、保険料の県下統一への動きが徐々に進んでおります。

また、令和４年１０月より後期高齢者医療において個人負担区分に２割負担が新設

されます。したがいまして、今はまだ新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いて

いない状況ではありますが、今以上に医療費が大幅に増加し、町民の皆様の負担が

増大することのないよう担当者並びに保健師、管理栄養士が保健事業に積極的に取

り組んでまいります。 

保健衛生面につきましては、乳幼児から高齢者までの健康診査と健診後の保健指

導を行い、重症化の予防に努めています。また、近年は新型コロナウイルス感染症

の流行により感染予防対策やワクチン接種はもちろんのこと、心の悩みを持つ方へ

の相談体制づくりについても関係機関と連携しながら充実を図っているところです。 

環境衛生面につきましては、阿蘇広域行政事務組合と一緒に一般廃棄物処理計画

を作成し、計画に沿って事業を進めております。 

地球温暖化対策に関しては、法の改定に沿って学びを深め、町として何ができる

のかを関係課と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。 

以上、令和４年度の施政方針を述べさせていただきました。 

新型コロナウイルスの共存と原油価格の高騰など、私たちを取り巻く環境は非常

に不安定で不透明な状況にありますが、役場職員一体となり、できることから着実

に、またときには大胆に事業を進め、この難局を乗り越えていく所存です。皆様方

の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 
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○議長（平野昭夫君） それでは、ただいまの町長の演説に対して何か質問のある方は

おられますか。ただし、当初予算に関してはそれぞれの予算審議で御質問を願いま

す。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 町長、ありがとうございます。非常にいいプランを組んでいた

だいたと思っております。 

ただ、この中で一つ残念なのは旧湯田矢田原線の５年前からの陳情が上がった分

でございますけれど、それはいかがになっているのか。 

それと、もう一つ、財政面では非常に組んであるんですけれど、我が町の大事な

歴史上の文化財等の保護、そのあたりの２点をお答え願いたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） 初のものは予算関係だから、後の部分のものを答弁していた

だきたいと思います。文化財のほうだけです。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 現在のところ、道路の部分に関しては当初予算の中で御説明さ

せていただきたいと思いますけれども、文化財に関しては特段現在の当初予算に関

しては計上していないという状況でもございますので、またそちらのほうも、もし

よければ当初予算の中で何か御質問、御意見があれば言っていただければと思いま

す。すみません。 

○議長（平野昭夫君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質問がないようですので、これで施政方針演説を終了いたしま

す。 

ケーブルテレビの撤去をお願いいたします。 

それでは、引き続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第４号 令和４年度南小国町一般会計予算書 

○議長（平野昭夫君） 日程第６、議案第４号、令和４年度南小国町一般会計予算書を

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４号、令和４年度南小国町一般会計予算書について、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） 議案に入る前に、予算に関する説明書が手元にあると思い
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ますので、こちらのほうから説明させていただきます。 

１ページをめくってください。１、令和４年度一般会計当初予算内訳明細書でご

ざいます。左側、予算額の一番下、歳出合計５３億４,４２２万７,０００円で、前

年比４億４,４７０万１,０００円の減額となっております。主なものは、災害復旧

事業費４億６,６７５万６,０００円の減額となっております。 

次のページをお願いいたします。２、令和４年度一般会計当初予算（性質別）の

町民１人当たり経費でございます。左側、歳出合計、対前年比７.７％減、町民１

人当たり経費、令和４年度１３８万５,２３３円、対前年比マイナス６.３％。 

次のページをお願いいたします。地方債の前々年度末における現在高並びに前年

度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書。一般会計、一番右端、

当該年度末現在高見込額の計、一番右の下段でございます。３２億９,４５６万９,

１３７円。 

次のページ、特別会計分でございます。水道事業特別会計、当該年度末現在高見

込額３億４９５万３,７６５円。農業集落排水事業特別会計、計１億２,２９２万１,

３５９円。特定地域生活排水処理事業特別会計５,０３９万５,５４１円。公共下水

道事業特別会計１０億８,９１４万５,５１３円。一般会計と特別会計の合計でござ

います。４８億６,１９８万５,３１５円となっております。 

次のページをお願いいたします。４、債務負担行為で翌年度以降にわたるものに

ついての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額

等に関する調書でございます。このページから４ページございます。新たな債務負

担行為については、予算書で説明をさせていただきます。 

それでは、議案に入らせていただきます。 

議案第４号、令和４年度南小国町一般会計予算書。 

次のページをお願いいたします。令和４年度南小国町の一般会計予算は、次に定

めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３億４,４２２万７,０００

円と定める。 

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項・

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入 高額

は、２億円と定める。 

第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経
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費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

９ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為。土地改良施設維持管理適

正化事業（４６期生）負担金、期間、令和５年度から令和８年度、限度額６７５万

９,０００円。 

第３表、地方債。起債の目的、過疎対策事業債、限度額１億１,７３０万円、現

在の利率０.２％。緊急自然災害防止対策事業債１,３００万円、現在の利率０.

７％。一般単独災害復旧事業債、限度額８,２４０万円、利率０.５％。過年発生災

害復旧事業債１,６７０万円、利率０.５％。小災害復旧事業債、限度額３６０万円、

利率０.０３％。臨時財政対策債、限度額１億５,５２５万３,０００円。 

１４ページをお願いいたします。歳入でございます。 

町税、町民税、個人、本年度１億７８９万１,０００円を計上し、前年比７１０

万２,０００円の増です。現年課税分の増でございます。 

続きまして、法人、本年度１,５５１万３,０００円を計上し、対前年比１０万円

の減でございます。現年課税分の減でございます。 

次のページをお願いいたします。町税、固定資産税、固定資産税、本年度１億８,

９１６万３,０００円を計上し、前年比１０５万７,０００円の減でございます。現

年課税分の減です。 

続きまして、所在市町村交付金及び納付金、本年度５４万７,０００円を計上し、

前年比５万１,０００円の減、現年課税分の減でございます。 

次のページをお願いいたします。町税、軽自動車税、環境性能割、本年度７２万

円、前年比１８万円の増、現年課税分の増でございます。 

種別割、本年度１,６５８万５,０００円を計上し、前年比２０万２,０００円の

増でございます。現年課税分の増でございます。 

次のページをお願いいたします。市町村たばこ税、市町村たばこ税、本年度３,

０４７万１,０００円を計上し、前年比７８万円の増です。現年課税分の増でござ

います。 

入湯税、入湯税、本年度３,７０６万５,０００円を計上し、前年比６１万５,０

００円の増でございます。現年課税分の増です。 

次のページをお願いいたします。地方譲与税、地方揮発油譲与税、地方揮発油譲

与税、本年度１,４００万円を計上し、前年と同額でございます。 

次のページをお願いいたします。自動車重量譲与税、自動車重量譲与税、本年度

４,０００万円を計上し、前年度と同額でございます。 

次のページをお願いいたします。森林環境譲与税、森林環境譲与税、本年度２,
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６８１万２,０００円を計上し、前年比５７２万２,０００円の増でございます。配

分見込みの増でございます。 

続きまして、利子割交付金、利子割交付金、利子割交付金、本年度２０万円を計

上し、前年比１０万円の減でございます。 

次のページをお願いいたします。配当割交付金、配当割交付金、配当割交付金、

本年度３０万円を計上し、前年と同額でございます。 

次のページをお願いいたします。株式等譲渡所得割交付金、株式等譲渡所得割交

付金、株式等譲渡所得割交付金、本年度１,０００円計上し、前年と同額でござい

ます。 

次のページをお願いいたします。法人事業税交付金、法人事業税交付金、法人事

業税交付金、本年度１５０万円を計上し、前年比５８万６,０００円の増でござい

ます。 

地方消費税交付金、地方消費税交付金、地方消費税交付金、本年度９,７００万

円を計上し、前年比２,５８０万円の増となっております。 

次のページ、環境性能割交付金、環境性能割交付金、環境性能割交付金、本年度

２８７万３,０００円を計上し、前年比３７万８,０００円の増でございます。 

地方特例交付金、地方特例交付金、地方特例交付金、本年度２２５万２,０００

円を計上し、前年比７万６,０００円の減となっております。 

次のページをお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填

特別交付金につきましては、廃項となっております。 

３０ページをお願いいたします。地方交付税、地方交付税、地方交付税、本年度

１８億７,６００万円を計上し、前年比１億７００万円の増でございます。普通交

付税の増額分です。 

次のページをお願いいたします。交通安全対策特別交付金、交通安全対策特別交

付金、交通安全対策特別交付金、本年度１,０００円を計上し、前年と同額でござ

います。 

次のページをお願いいたします。分担金及び負担金、負担金、民生費負担金でご

ざいます。本年度１億４,９０２万２,０００円を計上し、対前年比７３３万９,０

００円の減額でございます。主なものは、特定教育・保育施設等利用者負担金１０

８万１,０００円の減、施設型保育給付費個人給付相当分６４４万円の減となって

おります。 

農林水産事業費負担金、本年度１５１万３,０００円、前年比８５万５,０００円

の増となっております。土地改良事業負担金の増額でございます。 

災害復旧費負担金、本年度９４万３,０００円を計上し、前年比４万３,０００円
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の増でございます。農林水産施設災害復旧費負担金の増額でございます。 

衛生費負担金、本年度３万円を計上し、前年度と同額でございます。 

教育費負担金、本年度５３６万７,０００円を計上し、前年比２３万１,０００円

の減でございます。町立学校児童生徒給食費の減額でございます。 

次のページをお願いいたします。使用料及び手数料、使用料、総務使用料、本年

度１,４８６万６,０００円、前年比２５万２,０００円の増でございます。主なも

のといたしまして、庁舎別館使用料３７万２,０００円の増となっております。 

民生使用料１０６万８,０００円、対前年比２０万４,０００円の減、介護保険関

連サービス施設使用料の減額でございます。 

農林水産使用料、本年度１２４万８,０００円を計上し、前年比１５万６,０００

円の増でございます。農林業担い手住宅使用料の増額でございます。 

土木使用料、本年度４,７５３万４,０００円を計上し、前年比２９万２,０００

円の増です。公営住宅使用料過年度分の増額でございます。 

教育使用料、本年度１６６万円を計上し、対前年比６５万円の減でございます。

主なものといたしまして、保健体育施設使用料現年度分５万円の減、教職員住宅使

用料６０万円の減となっております。 

次のページをお願いいたします。手数料、総務手数料、本年度２２６万２,００

０円を計上し、前年比８万２,０００円の減でございます。 

農林水産手数料、本年度３,０００円を計上し、前年度と同額でございます。 

衛生手数料、本年度２１万円、前年と同額でございます。 

次のページをお願いいたします。国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金、

本年度１億３,７７４万４,０００円を計上し、前年比７０５万円の増でございます。

主なものは、児童福祉負担金、子どものための教育・保育給付費国庫負担金７６９

万８,０００円の増でございます。 

続きまして、災害復旧費国庫負担金、本年度２億５,４９０万２,０００円を計上

し、前年比２億５,４６８万６,０００円の減となっております。公共土木災害復旧

負担金の減でございます。 

続きまして、衛生費国庫負担金、本年度１,０８１万２,０００円を計上し、前年

比５９５万２,０００円の増でございます。新たに保健事業費等負担金６１４万８,

０００円、新型コロナワクチン接種対策費負担金を計上しております。 

次のページをお願いいたします。国庫補助金、民生費国庫補助金、本年度６７６

万９,０００円を計上し、前年比３０８万円の増でございます。主なものは、住民

税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金３００万円、住民税非課税世帯等臨時

特別給付金事務費補助金５万円でございます。新たに障害者総合支援事業補助金１
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６万５,０００円も計上しております。 

衛生費国庫補助金、本年度５５３万５,０００円を計上し、前年比１,５１１万３,

０００円の減となっております。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補助金１,５００万５,０００円の減でございます。 

土木費国庫補助金、本年度４,６８２万７,０００円を計上し、前年比２,３９３

万７,０００円の減となっております。土木費補助金、道路メンテナンス事業補助

金２３８万７,０００円の減、社会資本整備総合交付金、道路改良事業補助金１,１

６０万円の減、防災安全社会資本整備総合交付金８７５万円の減となっております。 

教育費国庫補助金、本年度１９７万３,０００円を計上し、前年比４７万８,００

０円の減となっております。寄宿舎居住補助金の減でございます。 

続きまして、総務費国庫補助金でございます。本年度１億１,６３７万９,０００

円を計上し、前年比５２７万８,０００円の増となっております。主な内容といた

しましては、地方創生推進交付金５００万円の増、社会保障・税番号制度システム

整備費補助金５８６万９,０００円の増、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金５６０万９,０００円の減、新たにデジタル基盤改革支援補助金１１５

万５,０００円を計上しております。 

次のページをお願いいたします。委託金でございます。総務費委託金、本年度５

８１万８,０００円、前年比１５４万１,０００円の増でございます。選挙費委託金、

参議院議員選挙委託金でございます。 

続きまして、民生費委託金、本年度１８３万８,０００円を計上し、前年比２０

万２,０００円の増でございます。国民年金事務費２０万円の増となっております。 

続きまして、県支出金、県負担金、民生費負担金、本年度５,８１７万２,０００

円を計上し、前年比２８０万８,０００円の増でございます。主なものといたしま

して、児童福祉負担金、子どものための教育・保育給付費県費負担金２８７万１,

０００円の増、続きまして障害者福祉費負担金、障害者自立支援給付費県費負担金

５１万円の増となっております。 

衛生費負担金、本年度３,２９２万９,０００円を計上し、前年比４８万円の増と

なっております。保険基盤安定負担金４９万２,０００円の減、保険基盤安定拠出

金９７万２,０００円の増となっております。 

続きまして、農林水産業費負担金、本年度２３１万８,０００円を計上し、前年

比５,０００円の増額でございます。農業委員会交付金の増でございます。 

次のページをお願いいたします。県補助金、総務費補助金、本年度１,５４３万

３,０００円を計上し、前年比４,００８万９,０００円の減でございます。減の要

因といたしましては、地籍調査費補助金５,１７１万４,０００円の減でございます。
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新たに新型コロナウイルス感染症対応総合交付金７４７万４,０００円、熊本県移

住定住促進すまい支援補助金１１５万円、地域活性化センター助成金２００万円を

計上しているところです。 

民生費補助金、本年度１,１７２万８,０００円を計上し、前年比４４万円の減で

す。主なものは、住宅改造助成事業補助金３３万３,０００円の減でございます。 

続きまして、衛生費補助金１１０万２,０００円を計上し、前年比３１万１,００

０円の減でございます。主な要因でございますけれども、健康増進事業費等補助金

２６万２,０００円の減となっております。 

続きまして、農林水産事業費補助金、本年度１億５４４万８,０００円を計上し、

前年比１,０４６万７,０００円の減でございます。主なものは、農業次世代人材投

資事業補助金５２５万円の減、それと経営所得安定対策推進事業費補助金３,３３

９万３,０００円の減となっております。 

次のページをお願いいたします。林業関係補助金、新たに鳥獣被害防止総合対策

整備交付金２３６万４,０００円、熊本県県民の未来につなぐ森づくり事業補助金

２５０万円を計上しております。 

土木費補助金、本年度５３４万円を計上し、前年比５万円の増でございます。熊

本県空家対策専門家活用支援事業補助金４万円の増となっております。 

続きまして、教育費補助金でございます。本年度７８万円を計上し、前年比１３

万６,０００円の増でございます。 

災害復旧事業補助金、本年度１,６５９万７,０００円を計上し、前年比２,６９

４万６,０００円の減となっております。内容といたしましては、農林水産施設災

害復旧補助金２,１５６万２,０００円の減、熊本地震復興基金交付金１,００５万

円の減、令和２年７月豪雨被災者等支援交付金４６６万６,０００円の増となって

おります。 

次のページをお願いいたします。委託金、総務費委託金、本年度５３０万１,０

００円を計上し、前年比１７万５,０００円の減となっております。減の内容とい

たしましては、統計調査費委託金の中で経済センサス活動調査委託金の分が減とな

っております。 

続きまして、商工費委託金、本年度３万５,０００円を計上し、前年比１,０００

円の増額でございます。県営瀬の本駐車場管理委託金でございます。 

土木費委託金、本年度２２万円、前年度と同額です。 

財産収入、財産運用収入、財産貸付収入、本年度６８０万円を計上し、前年比８

０万７,０００円の増でございます。土地建物貸付収入として、新たに庁舎別館貸

付料８１万８,０００円、庁舎駐車場貸付料９,０００円を計上しております。 
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利子及び配当金収入、本年度１５万２,０００円、前年比１万１,０００円の減で

ございます。土地開発基金利子の１万２,０００円の減となっております。 

４８ページをお願いいたします。財産売払収入、不動産売払収入、本年度９０８

万８,０００円を計上し、前年比３１万９,０００円の減となっております。主な内

容といたしましては、部分林売払収入５５万円の減、直営林売払収入２３万２,０

００円の増となっております。 

次のページをお願いいたします。寄附金、寄附金、一般寄附金、本年度１,００

０円、前年度と同額でございます。 

ふるさと寄附金、本年度１０億円、前年度と同額となっております。 

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、本

年度１億５,９９３万１,０００円を計上し、前年比５,０７９万６,０００円の増と

なっております。予算ベースによる基金残高でございます。１２億９,２２２万９,

５０３円。数字で申し上げます。１２９２２２９５０３でございます。 

地域福祉基金繰入金、本年度２４２万２,０００円を計上し、前年比１２万８,０

００円の減でございます。予算ベースによる基金残高でございます。１億５,７８

８万９,６２９円。数字で申し上げます。１５７８８９６２９でございます。 

ケーブルテレビ放送設備等整備基金繰入金、本年度１,９８６万６,０００円を計

上し、前年比１,９８６万６,０００円の増となっております。予算ベースの基金残

高でございます。７,９７７万９,５１７円です。数字で申し上げます。７９７７９

５１７でございます。 

防災対策基金繰入金、本年度５０万円を計上し、前年比４３０万円の減でござい

ます。予算ベースによる基金残高２,９５３万２,６８０円。数字で申し上げます。

２９５３２６８０でございます。 

ふるさと納税基金繰入金、本年度１億２,９６３万２,０００円、前年比１億８,

４０４万７,０００円の減となっております。予算ベースによる基金残高でござい

ます。９億７,２０３万５,３１８円でございます。数字で申し上げます。９７２０

３５３１８でございます。 

森林環境譲与税基金繰入金、本年度１,１９４万５,０００円を計上し、前年比１,

１９４万５,０００円の増でございます。予算ベースによる基金残高でございます。

１,６７１万６,０４９円でございます。数字で申し上げます。１６７１６０４９で

ございます。 

次のページをお願いいたします。特別会計繰入金、後期高齢者医療特別会計繰入

金、本年度１,０００円、前年度と同額でございます。 

次のページ、繰越金、繰越金、繰越金でございます。本年度４,０００万円を計
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上し、前年度と同額でございます。 

次のページをお願いいたします。諸収入、延滞金加算金及び過料、延滞金、本年

度３０万円を計上し、前年度と同額でございます。 

諸収入、預金利子、預金利子、本年度２万１,０００円を計上し、前年比１万円

の減でございます。 

次のページをお願いいたします。雑入、受託事業収入、本年度７６５万８,００

０円を計上し、前年比４５３万９,０００円の減でございます。内容といたしまし

ては、受託事業収入、後期高齢者の一体的事業受託収入３１２万円の減、保育園広

域入所受託料１４１万９,０００円の減となっております。 

雑入、本年度３,８１６万６,０００円を計上し、前年比２,３３８万９,０００円

の増となっております。主なものは、上から４段目の土地改良施設適正化事業交付

金、中鶴頭首工改修工事関係交付金でございます。 

５７ページをお願いいたします。貸付金元利収入、奨学資金貸付金収入、本年度

８７万１,０００円を計上し、前年比４３万１,０００円の増となっております。 

次のページをお願いいたします。町債、町債、過疎対策事業債、本年度１億１,

７３０万円を計上し、前年比３,５５０万円の増でございます。 

一般単独事業債、本年度１,３００万円を計上し、前年比１,３００万円の増でご

ざいます。 

災害復旧事業債１億２７０万円を計上し、前年比１億９,８１７万円の減でござ

います。 

臨時財政対策債１億５,５２５万３,０００円を計上し、前年比５,５２７万５,０

００円の増でございます。 

教育債、緊急浚渫推進事業債につきましては、廃目でございます。 

歳入は、以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） ２時３５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時１６分 

再開 午後２時３５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（河本孝博君） 続きまして、歳出でございます。 

５９ページをお願いいたします。議会費、議会費、議会費、本年度６,２９７万

６,０００円を計上し、対前年度比１０５万２,０００円の減額となるものです。主
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な要因といたしましては、５９ページの３節、職員手当等におきまして支給率改定

に伴います議員期末手当が４０万９,０００円の減、同じく５９ページの４節、共

済費におきまして町村議会議員共済会負担金の負担率改定に伴う３８万６,０００

円の減額でございます。 

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） ６１ページ、お願いいたします。総務費、総務管理費、一

般管理費、本年度２億１,７８２万６,０００円を計上し、前年比９９６万９,００

０円の増でございます。主なものは、報酬、共済費で会計年度任用職員６名、町長、

職員１９名の人件費６７２万９,０００円の増でございます。 

６３ページをお願いいたします。委託料でございます。例規整備委託料２１７万

７,０００円の増でございます。個人情報保護法改正に伴うもの、地方公務員法改

正に伴う定年延長の例規整備となっております。 

続きまして、６５ページをお願いいたします。熊本広域行政不服審査会諮問等１

７万７,０００円の増、防犯カメラ設置費補助金６０万円の増でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 続きまして、文書広報費です。本年度５４３万５,

０００円を計上し、前年度から５３万８,０００円の増額です。主な要因としまし

ては、使用料及び賃借料の増によるものです。既存の情報発信手段に加え、新たに

ＬＩＮＥを利用した情報発信を行うため、ＬＩＮＥメッセージ配信システムの使用

料として機器使用料を新規計上６４万５,０００円の増額により、その他の費目の

増減も含め、５３万８,０００円の増額となります。 

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） 続きまして、会計管理費です。本年度７９３万２,０００

円を計上し、前年度比２０４万２,０００円の増額となっております。増額の理由

は、委託業務の追加によるものです。委託料のうち、会計業務一部委託料２８５万

８,０００円を今年度追加しております。内容としましては、職員が行っている会

計業務のうち、決済や個人情報の取扱いを除いた一部の事務を指定金融機関に委託

するというものでございます。 

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） 財産管理費、本年度４,５８９万２,０００円を計上し、前
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年比１億３,９４３万円の減となっております。主な減の理由といたしまして、令

和３年度庁舎別館建設工事を行ったためでございます。６７ページをお願いいたし

ます。需用費でございます。修繕料２４１万６,０００円の増、教育委員会執務室

改修ほかでございます。役務費、手数料７６万５,０００円の増、農協跡地用途廃

止払下げ合筆手数料でございます。続きまして、６８ページ、町有林素材生産委託

料２０万円の増、小葉瀬町有林全伐等でございます。続きまして、庁舎内清掃業務

委託料５８万７,０００円の増、トイレ・床・天井の清掃でございます。次のペー

ジをお願いいたします。備品購入費４６０万円の増でございます。公用車軽バン２

台の購入でございます。続きまして、積立金でございます。庁舎建設基金積立金５

００万円を計上しております。 

訴訟費、本年度４３万５,０００円、前年度と同額でございます。 

公平委員会費、本年度１万１,０００円を計上し、前年と同額でございます。 

諸費、本年度５０２万１,０００円を計上し、前年比１７３万３,０００円の減と

なっております。主な内容といたしましては、部分林地元交付金１５７万円の減で

ございます。 

交通安全対策費、本年度１２０万１,０００円を計上し、前年比１万１,０００円

の減となっております。町村交通災害共済組合負担金の減でございます。 

財政調整基金費、本年度２,０１０万円を計上し、前年度と同額でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 続きまして、企画費です。本年度１億８,４２５万

６,０００円を計上し、前年度から１,４９６万２,０００円の増額です。主な要因

としましては、報償費の増、委託料の増、工事請負費の減、備品購入費の減、負担

金補助及び交付金の増によるものです。 

報償費につきましては、起業型地域おこし協力隊３名採用によります起業型地域

おこし協力隊の謝金８２３万円の増額により、その他の増減も含め、８１０万９,

０００円の増となります。 

７１ページをお願いします。委託料についてですけれども、報償費と同様、協力

隊３名採用によります起業型地域おこし協力隊支援業務委託料４８０万円の増額、

事業内容の充足に伴う人材還流促進及びデータバンク構築・利活用業務委託料１,

０００万円の増額、新規事業の移住定住体験プログラム実施業務委託料１００万円

の増額により、その他増減を含め、１,７３２万８,０００円の増。 

７２ページをお願いします。工事請負費につきましては、調査中であり、公費負

担分の物件がなく、計上にはまだ段階としては早いことによります不良空き家解体
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撤去工事請負費の減額により６７５万円の減。 

備品購入費につきましては、小国郷地域公共交通会議により実施するコミュニテ

ィバスのうち、１台の１０人乗りハイエースの購入に係る備品購入費７００万円の

減額により、その他の増減を含め、６５７万５,０００円の減となります。 

続きまして、負担金補助及び交付金につきましては、主なものとして事業並びに

基準額上限改定に伴う地域おこし企業人、現在は法令が変わりまして地域活性化起

業人となりましたけれども、こちらの派遣負担金２１０万円の増額、新規にリフォ

ーム補助金を追加した空き家バンク関連補助金１６０万円の増額、同じく新規事業

として不良空き家解体事業費補助金を新規計上の３００万円の増額により、その他

の増減を含め、５２９万２,０００円の増、その他費目の増減も含め、１,４９６万

２,０００円の増額となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 続きまして、町民相談費です。７３万６,０００円を計上

しております。定期法律相談委託料等、前年度と同額計上でございます。 

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） 減債基金費でございます。本年度１,０００円を計上し、

前年と同額でございます。 

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） ７５ページをお願いいたします。総務費、総務管理費、地

籍調査費、本年度８１７万２,０００円を計上し、前年度比７,８９２万６,０００

円の減額となっております。減額の理由でございますけれども、令和４年度実施分

として予定しておりました事業を前倒しにより令和３年度の補正において繰越しと

したためでございます。令和４年度に計上している予算は、補助対象額から除外さ

れる単独費用のみを計上してございます。 

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、ケーブルテレビ運営事業費です。本年

度５,８３５万円を計上し、前年度から１,８３７万６,０００円の増額です。主な

要因としましては、７７ページをお願いします。備品購入費の増額です。ケーブル

テレビ自主番組制作に係る各種機器等の更新に係る備品購入費１,９８６万６,００

０円の増額により、その他の費目の増減も含め、１,８３７万６,０００円の増額と
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なります。 

続きまして、情報電算管理費です。本年度８,１５４万３,０００円を計上し、前

年度から３,９１４万４,０００円の増額です。主な要因としましては、委託料の増

によるものです。行政手続のオンライン化やコンビニ交付ほか、システム導入や改

修等、総合行政システムに関する電算関係運営支援業務委託料１,４９２万４,００

０円の増額、新規導入のコンビニ収納システム導入業務委託料、新規計上で１,２

４４万１,０００円の増額、耐用年数経過による防災情報配信システム更新委託料、

これも新規計上で１,０９７万８,０００円の増額、その他増減も含め、委託料３,

８３０万５,０００円の増となり、その他の費目の増減も含め、総額３,９１４万４,

０００円の増額となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 財政管理費でございます。本年度１０億５８１万９,００

０円を計上し、前年比２５万８,０００円の増額でございます。内容といたしまし

ては、報償費、ふるさと納税謝礼１,８７２万９,０００円の増、役務費、通信運搬

費１,１２７万円の増、積立金、ふるさと納税基金積立金３,０００万円の減でござ

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） ７９ページをお願いいたします。総務費、徴税費、税務総

務費、本年度５,８６８万１,０００円を計上し、前年比４４７万９,０００円の減

額となっております。減額の理由といたしましては、職員の異動に伴う人件費の減

でございます。 

続きまして、８０ページをお願いします。賦課徴収費です。本年度２,３２５万

３,０００円を計上し、前年度比８４７万７,０００円の増額となっております。増

額の主な理由といたしましては、次の８１ページの委託料をお願いいたします。評

価替不動産鑑定委託料１５０万円、それと一番下にございます地方税共通納税シス

テム改修業務委託６７２万４,０００円、こちらが増額の主な要因でございます。

地方税共通納税システム改修業務委託につきましては、令和５年度から共通納税の

対象となる税目が追加されることに伴いまして、システムの改修が必要になったも

のでございます。 

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） 固定資産評価審査委員会費、本年度１７万４,０００円を
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計上し、前年比２万８,０００円の減でございます。内容といたしましては、旅費

で普通旅費の２万８,０００円の減でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ８３ページをお願いします。総務費、戸籍住民基本台帳費、

戸籍住民基本台帳費です。７,０７３万７,０００円を本年度計上しまして、前年度

比２,８２９万１,０００円の増額でございます。１節、報酬から４節、共済費につ

きましては、職員４名、会計年度任用職員３名分の人件費になります。その他、主

なものとしましては、現在使用している戸籍システムの機器が平成２９年９月に導

入しており、令和４年９月で５年となります。基本的な保守サービス提供期限が装

置納入後５年となっておりますので、今年度、戸籍システム機器更新業務委託料が

必要となっております。その他、マイナンバーカードの取得促進事業、令和５年度

から業務開始予定のマイナンバーの戸籍事務内連携に向けてのシステム改修、識別

符号取得、コンビニ交付サービス導入に関する委託料が上げられ、前年度と比べ、

委託料が３,０００万９,０００円増額となっております。また、令和３年９月にデ

ジタル庁が発足したことにより、通知カード・個人番号カード関連事務が終了しま

したので、負担金補助及び交付金が前年度と比べ、１４５万３,０００円の減額と

なっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） ８６ページをお願いいたします。選挙費、選挙管理委員会

費、本年度４２万７,０００円を計上し、前年比４万５,０００円の減となっており

ます。内容といたしましては、普通旅費の２万５,０００円の減、負担金補助及び

交付金の研修負担金の２万円の減でございます。 

続きまして、明るい選挙推進費、本年度５万３,０００円、前年度と同額でござ

います。 

続きまして、参議院議員選挙費、本年度５５１万７,０００円を計上し、前年比

５５１万７,０００円の増となっております。７月実施予定の参議院議員選挙の経

費でございます。 

次のページをお願いいたします。衆議院議員選挙 高裁国民審査費、これにつき

ましては、廃目でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ８８ページをお願いします。統計調査費、統計調査
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総務費です。本年度２６万９,０００円を計上し、前年度から２６万１,０００円の

減額です。主な要因としましては、本年度の統計調査は、住宅・土地統計調査と就

業構造基本調査、経済センサスの事前調査の３つでございます。調査内容によりま

す各費目の増減による減額となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 続きまして、教育統計調査費です。本年度１万

８,０００円を計上し、前年度と同額です。学校基本調査に係る事務費となってお

ります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（河本孝博君） ８９ページをお願いいたします。監査委員費、監査委

員費、本年度１２８万５,０００円を計上し、対前年度比１万３,０００円の増額と

なるものです。主な要因といたしましては、１０節、需用費の消耗品費におきまし

て書籍追録代１万５,０００円の増額でございます。 

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） ９０ページをお願いいたします。民生費、社会福祉費、社

会福祉総務費です。本年度７,３９６万１,０００円を計上し、前年度比８８４万８,

０００円の増額でございます。主なものとしましては、９２ページ上段の社会福祉

協議会補助金２,２００万円でございますが、昨年同様に１００万円の減額として

おります。それから、４行下の住民税非課税世帯等臨時特別給付金３００万円につ

きましては、３月末までに申請されず、４月に入ってからの申請分のため、計上し

ております。 

９２ページをお願いいたします。老人福祉費です。本年度４,１４３万４,０００

円を計上し、前年度比１２４万７,０００円の増額でございます。主なものとしま

しては、９３ページの５行目、寝たきり老人等介護者手当３７２万円ですが、重介

護の世帯に１万円、１１世帯、普通介護の世帯に８,０００円で２５世帯を見込ん

でおります。その下、扶助費の老人保護措置費３,１０４万８,０００円につきまし

ては、小国町の悠和の里など、３施設に１２名の入所者を見込んでおります。 

９３ページをお願いいたします。一番下です。障害者福祉費です。本年度１億８,

８８３万８,０００円を計上し、前年度比１７１万円の減額でございます。主なも

のといたしましては、下から４段目の地域生活支援事業負担金５１４万６,０００

円につきましては、小国町のサポートセンター悠愛や阿蘇やまなみ病院の時計台等
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の相談支援などの郡内市町村合同での負担金としております。扶助費のページ、一

番下の自立支援医療（更生医療）診療報酬６３１万８,０００円につきましては、

増減合わせて２６名分を計上しております。９５ページをお願いいたします。上か

ら４段目の障害福祉サービス費１億４,７７８万円につきましては、障害者の方の

生活介護や施設入所支援などの支援サービスのための予算を計上しております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 続きまして、国民年金事務費です。本年度６万３,０００

円の計上であり、前年度比２８万４,０００円の減額です。国民年金事務に関する

費用として、旅費、需用費を計上しておりますが、昨年はここに税制改正に伴うシ

ステム改修費がございました。本年度はありませんので、その分が減額となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 続きまして、地域福祉センター管理費です。本年度４２７

万４,０００円を計上し、前年比３４万６,０００円の減額でございます。主なもの

としましては、委託料の地域福祉センター指定管理業務委託料として２４０万円を

社会福祉協議会に委託するため、計上しております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 同じく９５ページで人権対策費です。本年度１９万１,０

００円の計上であり、８,０００円の増額です。主なものとしまして、令和５年度

に人権の花運動開催に向け、令和４年度実施町村への旅費の増額分です。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ９６ページ、中ほどです。介護保険関連サービス施設管理

費です。本年度７５０万８,０００円を計上し、前年比２８万２,０００円の減額で

ございます。主なものといたしましては、需用費の燃料費２４８万２,０００円は、

燃料費高騰のため、昨年当初より５０万円ほど増額としております。修繕料につき

ましては、令和３年度に湯夢プラザのテラスの防腐処理等を行い、令和４年度には

大がかりな修繕がございませんので、減額としております。９７ページをお願いい

たします。備品購入費でございますが、コロナ対策として、さくら荘、元気プラザ、

湯夢プラザの３施設に空気清浄機を購入するために１０万円を計上しております。 

９８ページをお願いいたします。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費です。本

年度１,３１３万３,０００円を計上し、前年比２６３万９,０００円の増額でござ
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います。主なものといたしましては、負担金補助及び交付金の病児・病後児保育事

業費負担金２２５万６,０００円を計上しております。児童の看病のため、仕事を

休まなければならない保護者の負担軽減のために事業全体の３分の１を小国町と分

けて負担する予定でございます。 

続きまして、児童措置費です。本年度２億２,０６１万６,０００円を計上し、前

年比５１３万円の増額でございます。９９ページをお願いいたします。主なものと

いたしまして、負担金補助及び交付金１億６,７７０万円でございますが、施設型

給付費負担金２,８１０万円につきましては小国幼稚園を利用する方２０名分の利

用負担金として、施設型給付費公立保育園負担金１億３,９６０万円は町内３園の

利用負担金として計上しております。 

続きまして、母子父子福祉費です。本年度３０２万６,０００円を計上し、前年

比同額でございます。主なものとして、扶助費のひとり親家庭等医療費助成金３０

０万円でございますが、子供分と別に保護者分の医療費を助成するものでございま

す。 

続きまして、児童福祉施設費です。本年度１億７,９６０万９,０００円を計上し、

前年比１,５９８万６,０００円の減額でございます。主なものといたしまして、人

件費に関しましては、パートタイム会計年度任用職員１５名分、一般職１１名分、

フルタイム会計年度任用職員９名分に伴うものでございます。１０１ページをお願

いいたします。中ほどの需用費の修繕料につきましては、保育園の網戸修繕やクロ

ス張り替え等で９２万３,０００円の計上で、昨年度より３００万円ほどの減額と

しております。１０２ページをお願いいたします。委託料につきましては、前年度

同様でございます。備品購入費につきましては、今回、多国籍の園児に何かを伝え

る場合にタブレットが非常に役に立つため、黒川保育園にタブレット１台分計上し

ております。そのほか、各３園で充電式のクリーナー、デジカメなど、壊れはじめ

てきた備品など、タブレットを含む２４万９,０００円を計上しております。 

１０４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。本年

度５６２万４,０００円を計上し、前年比７２３万２,０００円の減額でございます。

主なものとしましては、償還金利子及び割引料の災害援護資金償還金でございます

が、対象者は４名で、令和３年度下期分償還見込み４９万７,３６１円、令和４年

度上期分償還見込み１０万１,５２０円を令和４年度に県に償還するため、５９万

９,０００円を計上しております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） １０５ページをお願いします。衛生費、保健衛生費、保健
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衛生総務費です。本年度３億３９０万８,０００円を計上し、前年度比１,２０５万

９,０００円を増額しております。１節、報酬から４節、共済費につきましては、

職員６名分の人件費と会計年度任用職員１名分の時間外報酬になります。そのほか、

主なものとしましては、１０６ページの令和３年公共施設の劣化度調査をもとに行

う歯科診療所修繕料の計上です。こちらは、外壁の劣化に伴い、カメムシの侵入も

多く、今年度計上させていただきました。委託料につきましては、近年の実績をも

とに全体で昨年より１８８万５,０００円減額をしております。１０８ページを御

覧ください。一番上になりますが、負担金補助及び交付金の公立病院組合負担金に

つきましては、公立病院の予算書に基づいた金額で増額計上となっております。 

１０９ページをお願いします。予防費です。３,１８３万７,０００円を計上し、

前年度比９０６万２,０００円の減額でございます。実績に基づき、現時点での予

防接種委託料計上とさせていただいたため、減額となっております。また、新型コ

ロナウイルスワクチン接種につきましては、平日での接種体制づくりが難しい分、

休日の接種となりますので、時間外勤務手当が増額となっております。 

１１０ページをお願いします。環境衛生費です。２億２,１２１万６,０００円を

本年度計上しまして、前年度比２,７８６万７,０００円の増額となっております。

こちらにつきましては、新しいものといたしまして不法投棄撤去に関する重機のリ

ース料が７万円、また備品購入費として平成２４年に購入しておりました蜂防護服

が破損しまして１着購入分の８万５,０００円。１１１ページをお願いします。飲

料水供給施設補助金が令和２年、令和３年ともに２件の申請があっておりますので、

令和４年も２件分計上させていただいております。 後に、負担金補助及び交付金

の一番下の太陽熱利用システム導入補助金なんですが、こちらは令和３年３月に南

小国町エネルギー対策プロジェクトチームの作成した南小国町再生可能エネルギー

導入ロードマップに沿って行うもので、令和４年度は実証事業を行う計画としてお

ります。その際の機器導入費用として１件当たり１５万円を上限として３件分を計

上させていただいているものになります。 

続きまして、後期高齢者医療費です。本年度９,１０３万３,０００円を計上し、

前年度比４３２万４,０００円の増額でございます。主なものとしましては、熊本

県後期高齢者医療広域連合の試算する町からの負担金、療養給付費、特別会計繰出

金の増額によるものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 続きまして、農林水産業費、農業費、農業委員会費、本

年度５１４万３,０００円を計上し、対前年２７万９,０００円を減額するものです。
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主なものとしまして、農業委員会におきます旅費２３万８,０００円の減額ですけ

れども、昨年度の実績を踏まえ、活動費に対する費用弁償の減を行っております。 

続きまして、農業総務費、本年度７,５０８万６,０００円を計上し、対前年１,

６９５万８,０００円の減とするものです。 

主なものとしまして、給料、職員手当等、次のページになります共済費等、人事

異動に伴いまして、前年度より総額１,０９８万３,０００円の減額となっておりま

す。 

続きまして、需用費２６万９,０００円の減ですけれども、修繕料１２２万９,０

００円の内訳としまして、きよらカアサ、加工場、農業担い手の通常における修繕

６０万円分と、後の議案等にも出てきますけれども、黒川教職員住宅１戸分を担い

手住宅に所管換えすることに伴う修繕費用５７万９,０００円となっております。 

１１４ページになります。委託料１７９万円の増となっております。きよらカア

サの指定管理委託料は０円という可能性があるんですけれども、 終的な締結、そ

の後の協議、それと 終的な実績を踏まえて決定する必要があるために、過去に支

払っております８０万円を一応計上しております。それと、食関係事業委託料１０

０万円ということで、令和３年度の補正予算で小国の郷の学校を計上しております

けれども、本年度も同様に継続したいと考えております。 

続きまして、負担金補助及び交付金４３７万５,０００円の減額になっておりま

すけれども、農業次世代人材投資事業補助金５２５万円の減であり、対象者数が５

人から２人に変わったということで減となっております。 

１１５ページになります。移動販売事業補助金８４万円の増です。令和３年度か

らの運行変更に伴う経費の増となっております。 

繰出金３１６万１,０００円の減、農業集落排水事業特別会計繰出金への減です。 

続きまして、農業振興費、本年度１億３,２４８万６,０００円を計上し、対前年

２２１万円の減です。 

主なものとしまして、役務費、手数料１８万７,０００円の増であり、農林業に

おける機械化等におけるデモを令和３年においても実施を行っておりますけれども、

新しい機器等を利用して農作業等の作業負担の軽減を行うことを目的としてデモ関

係を実施したいと考えております。 

続きまして、１１６ページ、原材料費４２万１,０００円の減となっております

けれども、令和３年度におきましては災害分に限って、通常は１０立米の支給とし

ておりますが、２０立米にしていたことによる令和４年度については減となります。 

続きまして、負担金補助及び交付金１１１万９,０００円の減となります。主な

ものとしまして、水不足解消事業補助金５０万円の増、中原小学校前にあります四
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分一頭首工の老朽化等による用水確保のための電気代等の補助。次に農業用施設災

害応急措置事業補助金、農地農業用施設災害復旧工事事業補助金、それぞれ増と減

がございますけれども、令和２年７月豪雨災害におきます工事未完了等がございま

すので、令和４年度も引き続きこの補助を実施したいと思っております。そのほか、

１１７ページになりますけれども、多面的機能支払交付金１１０万２,０００円、

各団体等の実績、単価の上限、県の予算枠を踏まえた交付金の増となっております。 

１１７ページになります。畜産振興費、本年度６９３万６,０００円を計上し、

２８万円の増となります。主なものとしまして、負担金補助及び交付金２８万円の

増となっておりますけれども、本年度より南小国町、小国町、ＪＡ、その３者によ

りまして小国郷獣医医療体制整備推進協議会を設立しまして、小国郷における家畜

獣医師の将来的な不足に対する検討を重ねていくために３団体の負担金５万円を支

出するものでございます。 

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） 土地改良事業費、本年度４,２５１万６,０００円、前年度

比２,０１３万９,０００円の増額です。要因としましては、土地改良施設維持管理

適正化事業、中鶴頭首工の工事費２,６５０万円の計上があるためです。主な事業

につきましても、委託料、農業農村整備事業測量設計委託料３５０万円、赤馬場東

井出菖蒲水路等を計画しております。適正化事業測量設計委託料１５０万円、中鶴

頭首工分です。工事請負費としましては、増額の原因となっております適正化事業、

中鶴頭首工改修工事２,６５０万円の計上です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） １１８ページの一番下になります。山村広場管

理整備費です。本年度２３９万９,０００円を計上しまして、前年度から１万８,０

００円の減額となっております。山村広場の維持管理に係る経費でございます。次

のページになりますが、こちらには載っておりませんが、工事請負費が、昨年、給

水関係の工事を行いまして、その分の減額となっております。また、修繕費のほう

で第２グラウンド内のネットの修繕に伴います修繕費の増額となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 自然休養村センター管理費でございます。本年度２７４万

１,０００円を計上し、前年比１００万２,０００円の減でございます。主なものは、

光熱水費３６万円の減、これにつきましては、高圧契約の特別割引というのがござ
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いまして３６万円の減となっております。また、委託料といたしまして、昨年度、

地中レーダー探査委託を７０万円で行いましたので、その分の減でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） １２０ページをお願いします。都市農村交流費です。

本年度１３万６,０００円を計上し、前年度と同額です。熊本市楠地区との交流事

業に係る費用となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 交流促進センター管理費、本年度８９４万２,０００円

を計上し、対前年１３８万１,０００円を減額するものです。主なものとしまして、

令和３年度におきまして需用費が修繕料になりますけれども、シャワー等の取替え

を行ったことにより、本年度は通常の維持管理の修繕のみということで１３６万５,

０００円の減としております。委託料、指定管理委託料については変わりませんが、

実際の協定等におきましては、石油から木質バイオマスに変更したことによる経費

の減が見込まれるため、 終的には当議会、それと 終的な指定管理者との協議に

もなりますけれども、現時点では指定管理委託料は５００万円という形でスタート

して、 終的な増減を含めたところで年度末に調整をしたいと考えております。 

続きまして、１２１ページ、観光農園施設管理費、本年度１３８万６,０００円

を計上し、対前年と同様としております。 

続きまして、林業費、林業総務費、本年度８０２万６,０００円を計上し、対前

年６１万３,０００円の増としております。給料、職員手当等、共済費が６１万３,

０００円の増となっており、人事異動に伴うものでございます。 

続きまして、林業振興費、本年度８,８９９万４,０００円とし、対前年４９８万

３,０００円の増とするものです。主なものとしまして、報償費３７３万２,０００

円の増としておりますけれども、令和３年度まで地域おこし協力隊として任命して

いました１名の任期満了に伴いまして、再度、集落支援員として雇用するものであ

り、３３万円の月の報酬となって、その分が増額となっております。 終的には交

付金の対象となっておりますので、全額歳入が見込まれます。 

続きまして、需用費２３０万８,０００円の増となっておりまして、次のページ

になりますけれども、修繕料２８０万円のうち、清流の森、すずめ地獄周辺になり

ますけれども、恋人たちの丘や遊歩道におきます柵や遊歩道の橋梁の補修として２

５０万円を計上しています。これは、全額歳入として県の補助が入ってきます。そ

のほか、親水公園の維持管理等における修繕ということで３０万円を計上しており
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ます。 

続きまして、委託料２,４３０万円の増ですけれども、森林病害虫防除事業委託

料２３９万１,０００円の増、すずめ地獄周辺の松くい虫防除を３年に１回するこ

とにしておりまして、その委託料となっております。歳入にも補助率４５％として

上がっております。続きまして、森林資源解析業務委託２,２９１万７,０００円の

増ということで、財源としましては森林環境譲与税を充当しておりますけれども、

森林組合と連携し、既存の航空データを活用したところで山林における樹種や材積

量、地番ごとにそれらを把握することで伐採時期、需要の確保、作業道の確保、現

地調査の軽減、そういったところにおいて、また防災面においても利用可能なシス

テムを導入したいと考えております。 

続きまして、１２３ページの原材料費になりますけれども、２５６万４,０００

円の増となっております。これは、下中原地区におきまして鳥獣被害防止総合対策

整備交付金を実施するにおいての材料費のみの補助と、支出となっております。 

続きまして、１２４ページ、備品購入費１４２万円の増、駆除隊が利用しており

ます有害鳥獣駆除時の無線機の老朽化により、発信機４台、受信機１０台分の購入

費用としております。 

続きまして、負担金補助及び交付金２８９万６,０００円の増としております。

内容としまして、狩猟免許取得助成金１０万円の増としておりますけれども、従来

の補助内容を拡充しまして、猟友会、南小国支部に入ることを前提に取得した場合

はその費用の全額を補助するということで拡充を考えたいと思っております。それ

と、林業機械等導入事業補助金、これも補助事業の内容を拡充した上で、担い手の

確保等も含めたところで１００万円の増を考えております。また、支障木伐採補助

金１００万円の増としております。令和３年度まで１件当たり１０万円を上限とし

ていましたが、３０万円を上限として５件分を計上しております。また、有害鳥獣

捕獲隊活動支援補助金１０万円の増です。これは、新しく創設したものでございま

すけれども、駆除隊が所有する猟犬の治療費に対し補助をするということにしてお

ります。 

１２５ページの２４節、積立金になります。９８５万円、森林環境譲与税基金積

立金につきましては、９８５万円の減となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 入会林野等整備事業費でございます。本年度１０万４,０

００円を計上し、前年と同額です。 

以上です。 
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○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） １２６ページです。治山事業費、本年度２１万８,０００

円、前年度比６万５,０００円の減。こちらは、前年度同様、工事計画はなく、事

務的経費の計上となっております。 

林道維持費、本年度８２２万９,０００円、前年度比１０８万５,０００円の増。

要因としましては、工事請負費１００万円の増です。主な事業としましても、工事

請負費、林道維持工事７００万円、林道牛房草線、七滝線を計画しております。原

材料費８６万３,０００円の計上です。 

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） きのこセンター費、６４４万８,０００円とし、対前年

９万６,０００円の増となるものです。主なものとしまして、需用費の修繕料２２

万８,０００円の増になりますけれども、事務室等のエアコンの故障による取替修

繕費用１９万８,０００円、それと通常の維持管理における修繕ということで１０

万円を計上しております。また、委託料、指定管理委託料が５３０万円としていま

すけれども、昨年度の実績を踏まえ、また当議会の議決後、また指定管理者の協議

を踏まえて４５０万円という形で考えておりますけれども、今年度行いました菌床

仕込み機器、そういったものの入替えに伴う光熱水費等の実績を踏まえて、 終的

には年度末に増減も含めたところで精算をしたいと考えております。 

続きまして、１２８ページ、水産業費、水産振興費、本年度２８万１,０００円

とし、対前年６,０００円の減とするものです。主なものとしまして、旅費、令和

３年度の実績を踏まえた旅費の減としております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） １２９ページをお願いします。商工費、商工費、商

工総務費です。本年度１,６３２万２,０００円を計上し、前年度から３０２万６,

０００円の増額です。主な要因としましては、２名分の給料ほか、人件費の増額と

なっております。 

続きまして、商工振興費です。本年度１,７５４万円を計上し、前年度から４０

９万７,０００円の増額となっております。主な要因としましては、負担金補助及

び交付金の増によるものです。新型コロナに係る飲食店への営業時間短縮要請協力

金の一部負担金４０９万７,０００円の増額となっております。 

１３０ページをお願いします。観光費です。本年度５,９４５万９,０００円を計

上し、前年度から１,７９６万８,０００円の増額となっております。主な要因とし
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ましては、委託料の増、工事請負費の増によるものです。１３１ページをお願いし

ます。委託料の中で電子雑誌等作成業務委託料が新規計上によります２,０００万

円の増額、その他委託料の増減も含め、２,０００万１,０００円の増と、工事請負

費につきましては、七滝遊歩道の下流側に架かる沈下橋の災害発生防止のための撤

去工事を行うため、工事請負費の新規計上１７５万４,０００円の増、その他費目

の増減も含め、１,７９６万８,０００円の増額となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） １３３ページをお願いします。土木費、土木管理費、土木

総務費、本年度７,９３３万７,０００円、前年度比１,３７４万円の増です。要因

としましては、給料、職員手当等、共済費の人件費関係で７３５万７,０００円の

増、備品購入費１８５万５,０００円の増、民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金

４００万円に関しましては住宅管理費から土木総務費へ移行させたためです。１３

４ページをお願いします。主な事業としましては、委託料５００万円、測量設計委

託、土木施設・道路・橋梁・河川等維持工事関係の測量設計委託料です。備品購入

費１８５万５,０００円につきましては、公用車の買換え、プロボックスを予定し

ております。年式が平成２３年式の丸１４年、走行距離１２万３,３００キロとい

うことで不具合等が生じておりますので、計上しております。負担金補助及び交付

金につきましては、先ほど申しましたように、民間賃貸住宅確保プロジェクト補助

金４００万円がこちらに移行しております。 

１３５ページ、道路橋梁費、道路橋梁総務費、本年度５１７万５,０００円、前

年度比２００万１,０００円の増額です。主な要因としましては、道路台帳修正委

託料２００万円の増です。道路改良工事後に道路台帳に反映させるための委託料で

す。 

道路維持費、本年度６,１００万８,０００円、前年度比較６０８万６,０００円

の増です。要因としましては、委託料、道路支障木伐採委託料３００万円の増、機

器使用料２００万円の増です。主な事業としましては、工事請負費になります。除

草工事費１,２２５万円、安全設置工事費３００万円、道路維持工事２,０００万円

の計上です。原材料費といたしまして、生コン等の支給を６３０万８,０００円計

上しております。 

道路新設改良費、本年度１億３,２９７万円、前年度比３,１４５万円の増です。

要因としましては、工事請負費３,０００万円の増です。主なものといたしまして

は、工事請負費、中湯田赤迫線、瓜上矢田原線６,０００万円の計上、黒川波居原

線２,０００万円の計上、その他町道改良分の計上となっております。 
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続きまして、１３６ページです。橋梁維持費、本年度２,０００万円、前年度比

４００万円の減です。こちらは、事業量による減となっております。主なものは、

委託料、道路メンテナンス事業委託料の２,０００万円の計上です。 

道路舗装費、本年度１,５００万円、前年度比２００万円の増です。こちらの主

な事業は、工事請負費になっております。道路舗装工事、現在１２路線ほど要望を

いただいておりまして、損傷度、利用状況、交通量などを判断しながら優先順位を

つけて実施しているところです。 

続きまして、１３７ページをお願いします。河川費、河川総務費、本年度２,４

２６万３,０００円、前年度比７４６万７,０００円の減額です。要因としましては、

工事請負費１,２００万円の減額です。主なものとしましては、工事請負費、河川

維持工事関係緊急対応分の１,０００万円の計上、負担金補助及び交付金、県工事

負担金１,３００万円の計上は、単県砂防事業小田川スリットダム、単県急傾斜地

崩壊対策事業杉田地区分の負担金になります。 

１３８ページをお願いします。住宅費、住宅管理費、本年度８７１万５,０００

円、前年度比２,５４３万５,０００円の減額です。要因といたしましては、昨年度

市原団地２号棟外壁改修工事２,０００万円の計上と、土木総務費へ移行した民間

賃貸住宅確保プロジェクト補助金４００万円の計上があったためです。本年度は、

人件費、維持管理関係経費の計上のみとなっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） １３９ページをお願いいたします。消防費、消防費、非常

備消防費、本年度１億３,１３１万１,０００円を計上し、対前年度比１,１０１万

４,０００円の増でございます。内容といたしましては、消防団員報酬の引上げに

伴うもので１０９万３,０００円、それと負担金補助及び交付金でございますけれ

ども、阿蘇広域行政事務組合負担金が９９２万９,０００円増となっております。

内容といたしましては、消防費に係る普通交付税の増に伴い、負担割合が増えたも

のでございます。 

続きまして、消防施設費でございます。本年度７８５万４,０００円を計上し、

前年比７７５万４,０００円の増でございます。内容といたしましては、需用費、

修繕料、防火水槽修繕、それと備品購入費、機動分団の小型ポンプ付き積載車の購

入を予定しております。 

災害対策費、本年度４６７万５,０００円を計上し、前年比６２万３,０００円の

増でございます。次のページをお願いいたします。増の要因でございますけれども、

通信運搬費６０万６,０００円で、県防災情報ネットワークシステム回線使用料が
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３２万３,０００円、それと緊急指定避難所、りんどうヶ丘小学校体育館と市原小

学校体育館、元気プラザ中原に避難状況確認用のカメラを設置いたしましたので、

それの回線使用料が出ております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） １４２ページをお願いいたします。教育費、教

育総務費、教育委員会費です。本年度１１０万５,０００円を計上しまして、前年

度から４万６,０００円の増額です。主な要因としまして、阿蘇郡教育委員会連絡

協議会負担金の増額となっております。 

続きまして、事務局費です。本年度１億６１万７,０００円を計上しまして、前

年度から６９１万４,０００円の増額となっております。主な要因としましては、

報酬、給料、職員手当等の職員給与関係費の増、また次のページになりますが、役

務費の増によるものです。１４４ページの役務費です。１１節、役務費の手数料に

つきまして、ＩＣＴ機器関係のヘルプデスク、昨年から債務負担行為で承認いただ

いた分のＩＣＴのヘルプデスクの手数料となっております。 

次のページをお願いいたします。１４５ページです。教職員住宅管理費です。本

年度２０２万２,０００円を計上し、前年度から１１２万３,０００円の増額です。

主な要因としまして、需用費、修繕料の増によるものです。修繕料につきましては、

矢津田教職員住宅におきましてシロアリの被害が発生しております。１軒は修繕を

行っておりますが、残り８軒分の計上としております。 

続きまして、次のページをお願いいたします。１４６ページです。教育費、小学

校費、学校管理費です。本年度６,３１０万３,０００円を計上しまして、前年度か

ら４,０１５万５,０００円の減額となるものです。主な要因としまして、需用費の

光熱水費の減、委託料の増、使用料及び賃借料の減、工事請負費の減、備品購入費

の増によるものです。 

需用費、光熱水費の部分につきましては、高圧電力関係の一括契約に伴いまして

実績等による減額となっております。修繕費につきましては、各小学校の維持管理

における施設修繕での減額です。 

委託料につきましては、それぞれ委託料で増減がありまして、大きなものでは令

和３年度のりんどうヶ丘小学校の工事の監理業務委託の減額でございます。１４８

ページになりますが、りんどうヶ丘小学校の屋内運動場長寿命化改良工事設計業務

委託料、こちらが新規計上となっております。その分が増額となっております。併

せまして、１４８ページの使用料及び賃借料につきまして、児童用パソコン機器の

リース満了に伴いまして機器使用料の減額となっております。 
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工事請負費につきましては、令和３年度実施しましたりんどうヶ丘小学校の校舎

屋根及び外壁等の改修工事を減額し、防火シャッターの改修工事を新規計上するこ

ととなっております。また、令和４年度にはりんどうヶ丘小学校屋内運動場の改修

計画を計画しておりましたが、国庫補助の対象になる見込みができましたことから、

県と協議及び申請の手続を行うこととしまして、１年先送りとしております。 

１７節、備品購入費です。こちらは、電子黒板、それからそれに伴います操作用

のパソコン、こちらが経年劣化による破損、不具合等が出ております。そちらの分

の更新のための増額です。 

次のページをお願いいたします。下部のほうになります。教育振興費です。本年

度７１万１,０００円を計上しまして、前年と同額となっております。町外の特別

支援学校、小国支援学校等への在籍児童への補助及び要保護及び準要保護児童への

援助費となっております。 

次のページをお願いいたします。１５０ページです。教育費、中学校費、学校管

理費です。本年度４,７０１万円を計上しまして、６６２万２,０００円の増額です。

主な要因としましては、需用費、消耗品費の減額、修繕料関係の増額、委託料の増

額、使用料及び賃借料の減額、工事請負費の増額、備品購入費の増額によるもので

す。 

まず、１０節、需用費の消耗品につきましては、教科書改訂に伴いましての指導

用の教科書、教師用の指導書、デジタル教科書の減額となっております。令和３年

度で購入済みでございます。修繕料につきましては、中学校の維持管理に係る修繕

料の増額となっております。併せて、寄宿舎のクロスの張り替え修繕も増額となっ

ております。 

１５１ページをお願いいたします。委託料につきまして、中学校空調設備設置工

事設計監理業務委託、こちらは新規での計上となっております。次のページで出て

きますが、工事請負費の設計監理となっております。 

１５２ページをお願いいたします。使用料及び賃借料につきまして、小学校と同

様となりますが、生徒用のパソコンのリース機器満了に伴いまして機器の減額とな

っております。先ほど出ました委託料との関連になります。 

工事請負費につきましては、特別教室への空調設備の設置工事の増額となってお

ります。中学校の音楽室を計画しております。 

備品購入費です。こちらも小学校費と同様となります。中学校の電子黒板及び操

作用パソコンの経年劣化等による更新のための増額です。 

１５４ページをお願いいたします。教育振興費です。こちらも小学校費と同様と

なりますが、本年が１５５万１,０００円を計上し、前年と同額となっております。
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小学校費と同様の要保護・準要保護関係の援助費となっております。 

１５５ページをお願いいたします。社会教育費、社会教育総務費です。本年度６

８９万５,０００円を計上しまして、前年度より８７万１,０００円の増額となって

おります。主な要因としましては、報償費の増額によるものです。放課後子ども教

室の開催日の１日増加に伴いまして講師謝礼の増額となっております。 

続きまして、１５６ページです。公民館費です。本年度６２０万６,０００円を

計上しまして、前年度より５６万４,０００円の増額となっております。主な要因

としまして、修繕料の増額によるものです。修繕料につきましては、星和分館の遊

具撤去に伴う増額となっております。 

次の１５７ページをお願いいたします。文化財保護費です。本年度８３万７,０

００円を計上しまして、前年度より１０万３,０００円の減額となっております。

主な要因としまして、印刷製本費の減額によるものです。 

続きまして、図書館費です。本年度１５３万７,０００円を計上しまして、前年

度より３０万円の増額です。町の図書室に関する経費となっておりますが、１２節、

委託料の増額によるものです。委託料につきましては、図書司書の業務日を１日増

加する計画で、それに伴います増額となっております。 

１５８ページ、コミュニティセンター管理費です。本年度１７万５,０００円を

計上しまして、前年度と同額です。コミュニティセンター施設の修繕及び建物共済

の保険料となっております。 

次のページをお願いいたします。１５９ページです。保健体育費、保健体育総務

費です。本年度９００万３,０００円を計上しまして、前年度より２５万１,０００

円の増額です。主な要因としまして、負担金補助及び交付金の増によるものです。

負担金補助及び交付金につきましては、阿蘇・瀬の本高原マラソン大会の補助金の

増額によるものです。 

１６０ページをお願いいたします。学校給食費です。本年度４,１８３万円を計

上しまして、前年度より４３５万２,０００円の増額です。主な要因としまして、

需用費の増額、備品購入費の増額によるものです。需用費につきましては、消耗品

費でございます。御飯及び汁物の食器類関係の入替えとなっております。 

１６１ページを飛ばしまして、１６２ページをお願いいたします。備品購入費で

す。こちらが現在のスチームオーブンが経年劣化等により不具合が発生しておりま

す。そのことから新規購入するための費用の増額となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） １６３ページです。災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、
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農地災害復旧費、本年度１,９５２万２,０００円、前年度比３０１万８,０００円

の減額です。要因としましては、令和２年災関連工事請負費３００万円の減による

ものです。主なものも工事請負費で、過年度農地災害復旧工事（単独災）、起債対

象の一般単独災分１,６５０万円、１０件分の計上、過年度農地災害復旧工事（町

単付帯工事）２５０万円の計上です。 

農業用施設災害復旧費、本年度５,８４４万９,０００円、前年度比６０８万８,

０００円の増額です。こちらも令和２年災害関連工事請負費１,１００万円の増、

委託料につきましては３５０万円の減になっております。主なものは、工事請負費、

過年度農業用施設災害復旧工事（補助災）分１,１５０万円、２件分です。過年度

農業用施設災害復旧工事（一般単独災）分３,８５０万円、１３件分になります。

それに伴います過年度農業用施設災害復旧工事（町単付帯工事）分６５０万円の計

上です。負担金補助及び交付金につきましては、南小国西部地区県営農地等災害復

旧事業負担金、県の代行事業となっておりますミステリーロード災害復旧工事の町

負担金３０万円の計上です。 

続きまして、１６４ページをお願いします。林道災害復旧費、本年度１３１万５,

０００円、前年度比３,０００円の減です。こちらは、現年災（Ｒ４年災）対応分

を計上しております。測量設計委託、機器使用料の計上です。 

１６５ページをお願いします。公共土木災害復旧費、公共土木災害復旧費、本年

度３億５,８０６万円の計上です。前年度比４億８,１６８万３,０００円の減額と

なっております。要因としましては、主なものが令和３年度繰越事業となったこと、

またそれに伴いまして令和４年度に工事費を再計上したことによる減額となってお

ります。主なものは、委託料、発注者支援業務委託料、令和２年災関連の工事監督

支援業務全般にわたる委託料６００万円、工事請負費は、過年度公共土木施設災害

復旧工事、こちらが補助災になります２億７,３５０万円、過年度公共土木施設災

害復旧工事（一般単独災）分になります４,３８９万４,０００円、過年度公共土木

施設災害復旧工事（町単付帯工事）分になります３,２００万円の計上です。 

応急災害復旧費、本年度２００万円、前年と同額です。こちらも現年災（Ｒ４年

災）対応の予算計上になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） １６６ページをお願いいたします。公債費、公債費、元金、

本年度３億７,３９１万７,０００円を計上し、対前年比６,２７８万４,０００円の

増でございます。内容といたしましては、地方債償還金元金の増額で、ケーブル施

設整備の元金償還が始まるため、増になるものでございます。 
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利子、本年度７２７万１,０００円を計上し、前年度比２６０万円の減でござい

ます。地方債償還金利子２６０万円の減は、償還が済んだものがあるものでござい

ます。 

１６７ページをお願いいたします。予備費、予備費、予備費、本年度１,５００

万円を計上し、前年度と同額でございます。 

歳出は、以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） 本日は、これにて延会といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後３時５６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４年第１回南小国町議会定例会会議録（第２号） 

 

令和４年３月９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４号 令和４年度南小国町一般会計予算書 

日程第３ 議案第５号 令和４年度南小国町国民健康保険特別会計予算書 

日程第４ 議案第６号 令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計予算書 

日程第５ 議案第７号 令和４年度南小国町介護保険特別会計予算書 

日程第６ 議案第８号 令和４年度南小国町水道事業特別会計予算書 

日程第７ 議案第９号 令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計予算書 

日程第８ 議案第10号 令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計予算

書 

日程第９ 議案第11号 令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計予算書 

日程第10 議案第12号 行政手続における押印原則の見直し等に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 

日程第11 議案第13号 南小国町職員の特殊勤務手当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12 議案第14号 南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に関する条例等を

廃止する条例の制定について 

日程第13 議案第15号 南小国町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第14 議案第16号 南小国町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供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15 議案第17号 南小国町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第16 議案第18号 南小国町公共施設の暴力団排除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17 議案第19号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規

約の一部変更について 

日程第18 議案第20号 南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教職員住宅条例の
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一部を改正する条例の制定について 

日程第19 議案第21号 南小国町営農林業担い手住宅条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第20 議案第22号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１３号） 
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日程第26 議案第28号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計補正

予算書（第３号） 

日程第27 議案第29号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書（第

４号） 

日程第28 議案第30号 南小国町総合物産館の指定管理者の指定について 

日程第29 議案第31号 南小国町交流促進センターの指定管理者の指定について 

日程第30 議案第32号 南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管理者の指定について 

日程第31 議案第33号 南小国町木材拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第32 議案第34号 南小国町多目的集会施設の指定管理者の指定について 

日程第33 議案第35号 工事請負変更契約の締結について 

日程第34 議案第36号 町有林野部分林契約について 

日程第35 議案第37号 町有林野部分林契約について 

日程第36 委員長報告 南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会 

 南小国町議会における議員定数削減に関する事項 

日程第37 陳情第１号 母（毛嘉萍）が中国で不法に逮捕されている件に関する要望 

日程第38  議員派遣報告について 

日程第39  議員派遣の件について 

日程第40  閉会中の継続審査について（総務文教常任委員会／経済建設

常任委員会／議会広報調査対策特別委員会／環境問題調査特
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２．出席議員は次のとおりである。（８名） 

 １番  穴 井 則 之           ２番  佐 藤   毅 

 ３番  井 野 和 哉           ４番  井 上 則 臣 

 ６番  下 城 孔志郎           ７番  児 玉 秀次郎 

 ８番  穴 井 千 秋          １０番  平 野 昭 夫 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（２名） 

 ５番  矢津田 道 夫           ９番  森 永 一 美 

 

４．職務のため本会議に出席した事務局職員の職氏名。（２名） 

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

 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 

町    長  髙 橋 周 二    教 育 長  岩 切 昭 宏 

総 務 課 長  佐 藤   徹    建 設 課 長  北 里 能 蔵 

福 祉 課 長  朝 日 康 博    農 林 課 長  本 田 圭一郎 

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

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

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） おはようございます。本日も、会議規則第２条の規定により、

５番、矢津田道夫議員と９番、森永一美議員から欠席届が提出されておりますので、

出席議員は８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４年

第１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４号 令和４年度南小国町一般会計予算書 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、昨日に引き続き議案第４号、令和４年度南小国町一

般会計予算書を議題といたします。 

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） まず、歳入です。お尋ねします。町税、固定資産税についてで

す。滞納額があると思うんですけれども、これについて今どれぐらいあるのか教え

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） 御質問にお答えいたします。 

固定資産税の滞納額でございますけれども、申し訳ございません、ただいま手元

に資料がございませんので、改めて提出させていただきます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 町税のほうは、いかがですか。それも分かりませんか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 住民税のほうも手元に資料がございませんので、改めて御

提示させていただきます。申し訳ございません。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） よかったら今すぐ出してもらうことってできませんか。 

○議長（平野昭夫君） 税務課長、時間をあげますので、すぐ提出ができるなら出して
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いただきたいと思います。 

そのまましばらくお待ちください。税務課長が戻ってくるまで何分間か休憩いた

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時０５分 

再開 午前１０時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行いたいと思います。 

税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 大変失礼いたしました。 

まず、固定資産税の２月末時点の滞納額でございますが、未納本税額、督促料、

延滞金、全て合わせまして１,１５９万５,０００円が滞納となっております。 

続きまして、町民税です。未納本税額、督促料、延滞金、合計しまして８７６万

１,０００円が２月末時点での未納額となっております。大変失礼いたしました。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 大変な額が取り漏れているという形になっているかと思います。

昨日の町長の施政方針演説にもありましたように、徴収に関しては阿蘇郡内市町村

が協定して徴収対策をやられていると思うんですけれども、あまり 近よく競売物

件というか、入札だとか、以前はそういう没収したというか、引き上げたものを競

売するような形がとられていたと思うんですけれども、 近はそういう動きという

のはどうなんでしょうか。活発にやられているか、差押えをされているとか、そう

いう形がとられているのか、少し教えてください。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 差押えに関しましては、共同の競売を阿蘇郡市内で一応協

定はしておりますけれども、今のところそういった例がほとんどありません。差押

えも差し押さえる物件にもよりますけれども、動産、自動車だったり、そういうも

のであれば差し押さえて換金も考えられますが、明らかに価値が低いものにつきま

しては、換金する手間よりも、そういう競売とかの手間のほうがかかるということ

でなかなか進んでいないのが実情でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 税に関しては、やっぱり適切に公正な課税がされていると思う

し、徴収に関しても同じだろうと思いますので、なるべく手を替え品を替え取れる

ような形をぜひ取り組んでいただきたいと思います。 
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もう一つ、収入のところでお尋ねをしたいんですけれども、よろしいですか。４

６ページの財産貸付収入のところで庁舎別館の貸付料が８１万８,０００円と駐車

場が９,０００円上がっていると思うんですけれども、多分これは肥後銀行さんの

分かと思いますけれど、詳細を教えていただければと思います。もしくは月額幾ら

だとか、年間契約なのかとか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） ２番議員の質問にお答えいたします。 

庁舎別館の使用料につきましては、肥後銀行分が月額６万１,６００円の１２か

月分、７３万９,２００円、それとＪＡのＡＴＭがございますので、ＪＡのＡＴＭ

分が６,６００円掛ける１２か月分で７万９,２００円、計の８１万８,０００円と

なっております。この算出根拠につきましては、庁舎の工事費を耐用年数５０年で

割りまして、そして専有する面積と、共有スペースの面積は２分の１にいたしまし

て、その面積を出しまして、割って算出をしているところでございます。よろしい

でしょうか。 

駐車場につきましては、役場の敷地の行政財産使用料が平米当たり３５円となっ

ておりますので、肥後銀行が２台分、１０平米が必要ということでございますので、

３５円掛ける２０平米の消費税で月額７７０円の１２か月分で９,０００円を計上

させていただいております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、７番、児玉議員。 

○７番（児玉秀次郎君） 昨日の町長の施政方針の中でもコンビニの話が出ていました。

コンビニ納付及びコンビニ交付ができるよう取り組んでまいりますということで、

利便性の向上ということですね。その点についてお尋ねしますけれど、７８ページ

の一番上のコンビニ収納システム導入業務委託の１,２４４万１,０００円、それと

８４ページ、コンビニ交付サービス導入業務委託料の８３６万円、こういう数字が

上げられていますけれど、この部分の委託というのは全国でも使える部分なのか、

それとも南小国町だけ、ファミマだけでの業務委託なのか、まずそこをお尋ねしま

す。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 御質問にお答えいたします。 

こちらのコンビニの収納及び交付のサービスでございますけれども、ほぼ全国の

コンビニで使えるということになっております。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 
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○７番（児玉秀次郎君） 分かりました。この業務委託料というのは、そうすれば、毎

年この金額が発生していくということになるわけですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 今回予算に計上いたしましたのは、初期導入費用と考えて

いただいて結構でございます。導入後は、１件当たりの手数料が実績に応じて発生

していくことになります。 

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、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 今のに関連してお願いします。コンビニ収納システムを導入し

たときに、１件当たり幾ら手数料がかかるのか。また、初期導入費用で今回上がっ

ていますけれど、毎月ランニングコストとか維持管理をどこかにお願いするような

形になると思うんですけれど、それが幾らかかる予定なのか。コンビニ交付サービ

スを利用したときに利用料は幾らかかるのか。多分住民票だとかをコンビニで出す

ものだろうと思うんですけれど、その発行手数料が幾らかかるのか教えてください。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 私からコンビニ収納の御回答をさせていただきます。 

はっきり１件当たり幾らというのはまだ確定はしていないんですけれども、近隣

の町村を見ると１件当たり６０円から８０円ということになっております。そのほ

か収納を委託する会社によっては基本額を取るところもあるそうですので、町とし

ては、なるべく安く、そしてサービスが滞らない方法を取りたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 私からコンビニ交付サービス導入に係る経費について説明

をさせていただきます。 

システム導入費用を計上している分につきましては、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金の対象事業としたいと思っております。あと、令和４年度

から令和６年度までは運用経費をベンダーさんに毎月お支払いする分と税理士さん

にお支払いする分、そちらにつきましては、令和６年までは経費の２分の１を特別

交付税措置とさせていただきたいと思っております。令和７年度からランニングコ

ストが発生する形になりますが、現時点での見積りでは、運用経費、ベンダーさん

分が月２５万３,０００円になっております。あと、Ｊ－ＬＩＳに年間お支払いす

る金額が６９万９６３円となっております。手数料なんですが、交付手数料につき

ましては、まだ決定はしておりません。ただ、交付手数料の中から１通につき１１
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７円はコンビニさんにお支払いする形となっております。 

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） 今、窓口で住民票とか、お幾らでしたか。４００円でしたか、

払っていると思うんですけれど、それ以上になるということはないと考えてよろし

いですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 現時点では今回コンビニ交付ができるものとして考えてお

りますのが、住民票、印鑑登録証、所得証明書、課税（記載事項証明）になります。

住民票で例を挙げますと、現在、一部の部分を取っていただくときに１枚２００円

となっております。現在の金額で今現在では変化ない形で考えてはおりますが、今

後打合せ等が進んでいく段階で適正なものとさせていただきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 利便性が上がることは非常に町民にとっても有意義なこと、有

効なことだと思うんですけれど、その手数料をなるべく抑えていただくようにお願

いをしておきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方はいませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） まず、６９ページの総務費の積立金で本年度庁舎建設基金の積

立金ということで新たに５００万円積み立てられる予定になっております。これは

終的に幾らを目標に何のための積立ての基金なのか、お伺いできればと思います。 

それから、もう１点、６７ページの総務費の需用費の中の燃料費ですね、ほかの

部局全て燃料費は軒並み前年度の予算よりも大幅に増額をされていますが、この総

務費の中の燃料費だけは２０万円ほど前年度より減額をされております。この燃料

費の減額になった経緯を教えていただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 燃料費につきましては、前年度の実績を見て計上している

ところでございます。 

それと、積立金でございますけれども、この庁舎が平成２７年に完成しておりま

す。それから約７年ぐらい過ぎておりまして、結構修繕等もしていかなくてはなら

ないのかなと思っております。少しでもこの庁舎を長く使えるようにやっていかな
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くてはなりません。庁舎の修理は、木造でございますので、結構お金がかかります。

ですから、少しずつでも基金を積み立てて対応していきたいと思っております。基

金の額でございますけれども、今のところ年間に５００万円ずつぐらい積み立てて

いってみようかなというところで、金額の目標はございません。大体年間修理が５

００万円ぐらいかかるんじゃないかなと思っているところでございます。まず、周

りの壁とか、そういうのもありますし、何年かすると多分向こうの川側のウッドデ

ッキ等も朽ちていくといいますか、老朽化していく可能性もありますので、ここに

積立金として積み立てさせていただいているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） では、特に目標を設けずに、年間５００万円ずつぐらいは基金

として今後も積み立てていくという解釈でよろしいですね。分かりました。 

○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） １２３ページの森林資源解析業務委託料で２,２９０万円予算

が計上されております。これは、森林環境譲与税を使っての事業だとお伺いしまし

た。１か月か２か月前に新聞によりまして、森林環境譲与税の活用があまりされて

いない。熊本県下でも５０％ぐらいしか活用ができていないと新聞紙上に載ってお

りましたけれど、それで今回基金としては全然上げていないという形ですので、基

金の積立てと基金の繰入れによって今回賄うということで、その新聞紙上の影響が

かなりあって、何か無理に入れ込んだような感じもいたしますけれど、そこのとこ

ろはどうなんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 森林環境譲与税につきましては、今回、森林資源解析業

務委託という形で充当しておりますけれども、そのほかも多岐にわたって充当して

おります。 

そういった中で、現在、今年度完了としまして赤馬場地区だけが意向調査という

ものが完了します。ほかの地区の満願寺、中原地区、そういったところについては、

今後も意向調査を発注し、 終的に森林所有者の意向も踏まえた上で、どういった

維持管理をやっていくかという方向性、そして、それに応じた各種の事業、新規、

そういった部分も含めてになるんですけれども、そういったことの方向性を決めな

ければならないという中です。 

そういった中で、意向調査が済んでいない中で何でもかんでも新しい事業に取り

組むわけにはいかないものですから、現時点においては基金、そういったものを利
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用して使っているところであります。 

令和４年度に関しては、今質問にもあったとおり、基金については充当しており

ませんけれども、 終的な予算残、そういったところも出たところで基金にする可

能性はあるかと思っております。 

すみません、若干聞き取れなかったところがあります。基金の残高も必要という

ことでよろしいでしょうか。それは、今の質問の中にはなかったと思ってよろしい

でしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 令和４年の予算が２,６８０万円ほどありますよね。基金の繰

入金が１,１９０万円、合計の３,８７０万円の予算の中で事業を行うということで

はないですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 令和４年度に関しては、令和４年度にあった分を充当し

て使いますので、基金からの部分というのは考えておりません。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 森林組合にお願いして、令和元年から令和３年までの事業区分

を見ますと、大体変わらないような事業区分の中でされている。令和４年度がどう

いった事業区分、林地台帳更新の委託と意向調査と木育事業、阿蘇地域担い手対策

負担金と支障木伐採等で１５０万円。森林資源活用、これは違うかもしれませんけ

れど、６０万円上がっております。作業路補修の材料代に４００万円が上がって、

予算が令和３年度までは内訳の中にあっているわけです。だから、そうなってくる

と、これが２,２９０万円の予算を使うということであれば、予算の中でやれば、

今までやってきた事業の中で何かを減らさざるを得ない状況になるんじゃなかろう

かと思いますけれど、そこのところはどうなんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 令和３年度と比較した場合の森林環境譲与税の収入金な

んですけれども、令和６年度からの環境税の徴収を踏まえたところで２年間ごとに

割り振り配分の増がございます。そういった関係で、令和４年度については令和３

年度に比べて約２割増をしております。そういった中で、 終的にはその基金のほ

うは、先ほど申し上げたとおり、今後の意向調査を踏まえたところでいきたいとい

うところと、例年行っている部分についても、若干名称を変更している部分はござ

いますけれども、木育サポート、そういったところも含めたところで対応していき

たいと思っております。 

以上です。 
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○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） 森林資源解析業務の委託先が何かアジア航測という話を聞きま

した。これは、今年から始めるとして、ほかの自治体あたりで行っているところが

あるんでしょうか。そしてまた、実績は上がっているのかどうかも踏まえて教えて

いただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） 農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） すみません、アジア航測として決めたという情報という

のは私どももまだ持っておりません。予算を作成する中で、確かにアジア航測のデ

モ等を行った経緯はございます。 終的にはプロポーザル方式による入札を考えた

いと思っております。単なる金額だけではなく、中の利便性、そういったところも

踏まえた入札方式を利用し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。ほかに質疑のある方。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 防犯・防災関係で、来年度、防犯灯及び防犯カメラの設置の補

助金が増額をされております。町としては町としての防犯灯等の設置はしないとい

う話であったかと思いますが、例えば複数の自治会が関わってくるような路線、例

えば赤馬場地区から手形野を抜けて波居原、もしくは、あとは志津から牛津の間と

か、波居原から牛津を経由、４４２号線のバイパス、田の原の間、そういったとこ

ろは、民家もなくて、自治会も防犯灯、防犯カメラを設置する状況ではないんです

が、このあたりはやはり中学校、高校の通学路にも当たっておりますので、そうい

った部分の、例えば補助金の上乗せであるとか、何か町で独自のそういった防犯カ

メラなり防犯灯の設置の意思があるのかどうか。 

もう１件は、町長の施政方針でもありましたように、防災関係で消防関係の職員

を町の職員に雇用して防犯意識の向上に努めるということで、各自治組織はありま

すけれども、やはり確固たる防犯組織として、防災組織として活動できている自治

会は少ないと思います。この雇用は、どういった体系の雇用になるのか。常時、町

の職員として雇用するのであれば、その経費はどこから捻出をされて、その職員は

どういった体制で活動をされるのか、その詳細をお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 職員ですけれども、職員は会計年度任用職員で予定をして

いるところでございます。予算は、総務費の一般管理費の会計年度任用職員のほう

で計上しているところでございます。 
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それと、防犯灯と防犯カメラでございますけれども、今上げてありますのが、防

犯灯が４０基の８０万円ですか、それと防犯カメラが１００万円でしたか、計上し

ておりますけれども、それについてはあくまでも自治会が申請をした分ということ

で上げております。中には大字区で申請を上げてきていただいたところもございま

すので、その場合は各自治会の了解を得ていただいて、そして区に補助金を出した

という経緯がございます。今のところ、今の予算は自治会か区ぐらいまでの範囲で

考えているところでございます。必要であれば、通学路とかになれば、また別に何

かその方法を考えなくてはならないのかなと思っているところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 質問されるときに、ページ数を言っていただきたいと思います。

私もどこをいきよるか探すのに大変ですので、執行部の方もそうだろうと思います

ので、ページ数を言っていただければありがたいなと思っております。 

はい、どうぞ。はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 既存のＮＴＴなり九電の電柱に防犯灯を設置する場合は３、４

万円ぐらいで済むんですけれども、新たに電柱を立てたりとか、途中に支柱を立て

て電線を引っ張ったりする場合は、１か所に１０万円近くの経費がかかるわけです。

手形野のトンネルから脇戸の入り口までの間、どう少なく見積もっても、大体２０

０メートルに１本ぐらいの割合で立てても５本ぐらいの防犯灯の設置が必要になっ

てくるかと思います。波居原の自治会でも検討したんですが、あそこは里組の自治

会も関係してきますし、途中は、今度は赤馬場の自治会、そういった部分がありま

すので、なかなか単独では防犯灯の設置も難しい状況です。来年度から波居原地区

も中学校に３人の子が自転車で通学の予定になっていますけれども、トンネルを過

ぎて、脇戸の入り口までの間、歩道はありますけれども、非常に他県の車等も多い

状況で、そういう民家もないし、防犯灯の設置もないということで、家族の方も心

配をされていますので、そういった部分をやはり自治会ではなくて、町でそういっ

た部分の防犯灯なりの設置の何か手立てができればと思いますので、これはすぐに

は対応は無理かもしれませんが、昨日、穴井議員の一般質問にもありましたように、

通学路の安全という部分からも何か検討をしていただければと思います。 

それから、防災関係の職員の件は、非常に心強いなと思っております。ここ数年、

本当に予想もしないような大きな災害が起きておりますので、できれば各自治会を

回っていただいて、自治会に見合った防災体制の構築なり、今まで培ってきたノウ

ハウを、各自治会に見合った防災組織の在り方であるとか、防災体制の在り方を町

のほうから教えていただければ、いざというときに自助の力で大きな災害から未然

に防ぐ可能性もありますので、これは大いに職員の活動を私たちも期待していきま
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すので、よろしくお願いをいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方、いませんか。 

１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） ページ数でいいますと、歳入でいけば４９ページにふるさと寄

附金が本年度も１０億円ということで上げてありますが、以前、私の友人から、ほ

かの用事で話したら、南小国はふるさと納税が何か面倒くさいねというお話があり

ました。ここの中におられる方、他町村へ寄附をする方はおられないと思います。

私自身経験がなかったものですから、よく話を聞いてみると、給与所得者の方に限

られてワンストップ特例という特例がありまして、６つ以上は駄目なんですけれど、

５つの自治体までの寄附金であれば確定申告がいらない。そのために、寄附をした

自治体に郵送して、寄附した自治体から住んでいる町村へまた送ってもらうという

ことなんだろうと思いますが、郵送する際にほとんどの自治体は後納、切手を貼ら

なくても大丈夫で、封筒がちゃんと付いている。南小国の場合は、１枚の用紙が折

りたたんで封書にして、そして切手を貼って郵送するという仕組みになっているそ

うです。中には、やっぱりそういう面倒くさいという話があって、ネット上ですご

くたたかれた自治体もあるというお話も聞いております。 

この南小国を好きになっていただいて、どうしても南小国に寄附をしたいという

方は、どういう状況であれ寄附をしていただけるものと思っております。しかし、

ふるさと納税の寄附金には返礼品がついておりますので、返礼品を目的とした方た

ちはそういう煩わしさとかがあると敬遠されがちになるのではないかなと、そのよ

うに思っております。 

５つの自治体に発送するわけですけれど、封書付きで後納の自治体がまず大体３

自治体ぐらい、そして南小国の場合は封書をつくりあげて、切手を買ってきて、貼

って、郵送という形になっているそうですので、面倒くさいなということがそれで

やっと分かったわけですけれど、今は変わっているのかもしれませんが、そういう

状況というのは現在もあるわけですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 申し訳ございません。ワンストップ特例申請なんかの事務

をＳＭＯに委託しておりますので、私は詳細が分かりませんので、できる限り調べ

まして、また後でよろしいでしょうか。申し訳ありません。 

○議長（平野昭夫君） 先ほど穴井千秋議員の質疑に対しまして、農林課長の答弁に一

部誤りがあったそうですので、農林課長の答弁を許可したいと思います。 

はい、農林課長。 
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○農林課長（本田圭一郎君） すみません、森林環境譲与税の使途について御指摘をい

ただいた中で、私の回答に対して森林環境譲与税の繰入金を使用しないという形で

先ほど発言したかと思うんですけれども、質問にもあったかと思いますが、森林資

源解析業務の２,２００万円の財源として、当該年度の２,６８１万２,０００円の

中の一部と、前年度からの基金の繰入金、予算書に記載されている額も利用したと

ころでの森林資源解析業務委託を発注するという形にしておりますので、先ほど使

用しないという形でお答えしましたけれど、誤りでしたので、訂正させていただき

ます。すみません。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方。 

はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） １２４ページの負担金補助及び交付金、幾つかかなりの補助

があります。この中で、町単の林内作業路整備事業補助金、金額的には８万円とい

うことで少ないんですけれど、これは補助要綱の中にあります町単がついていない

けれど、林内作業路整備事業補助金、これについてお尋ねをします。間伐などを行

う場合に業者に依頼して作業路を入れてもらうという部分についての補助というこ

とで運搬車等で運び出すわけですけれども、この補助金を活用するに当たりまして、

対象者の条件としては、何か役所的な言葉で「複数名で開設を行う方々」とありま

す。ということで、複数名ということですので、個人では、１件では補助はしない

ということですね。それで、対象の経費は４０％以内、上限が８万円。もう一つ、

この予算に上がっていませんけれども、林内作業道の原材料支給ということで、こ

れは生コンですけれど、これにつきましても「複数名で管理を行う方々」と書かれ

ております。言いたいのは、当然個人で間伐、伐採を行うケースも多々ありますよ

ね。その場合に２、３人どなたかいないとその補助は出ないということでございま

すので、関係者がいないとですね。しかし、できない山、山林等も多くあると思い

ます。ですから、補助がないということになれば、それなりに個人負担が発生する

わけです。作業道が長くなれば、またそれ以上に負担が大きくなるということにな

りますので、町長の施政方針の中にも林業に携わる様々な課題の解決に向けて取り

組むという決意も述べられていましたけれども、私としてはこの２つの補助対象の

条件として、補助の見直しといいますか、個人単独でもやっぱり補助を出せるよう

に改正をしてもらえたらなと考えています。 

こういうケースは幾つもあります。それは、山を切るときに、伐採等をするとき

に、単独でするときに、頼んだときに、それは１人ならできんばいとか、補助は出

らんばいとかいう話ばかりですので。しかし、やっぱり個人負担で出るとと出ない

とじゃえらい違いがありますので。ですから、個人単独でもこの補助を出せるよう
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に条件の見直しというか、これをぜひともお願いしたいと、検討していただけるよ

うにということで、これは予算ですので、これまたちょっと違うあれかもしれない

ですけれど、ぜひともそんなふうに考えていただけないかなと思って、話をさせて

いただいたところであります。１人ではできないという、またそれなりの理由があ

ればお聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 御指摘のとおり、森林の維持管理、木材の搬出、伐採、

そういったところに関しては、作業路については必要不可欠なところと思っており

ます。 

しかしながら、現状的に現在に至るまでなんですけれども、林内作業路に対する

要望というのが非常に少ない。実際私たちのところに上がってくる言葉というのが

少ないところもありました。確かに私が受けた中で、昨年１件は、これは中原地区

なんですけれども、そういった要望もあったのも事実なんですが、結果的に周囲も

含めて２件以上になったので補助を出すこともできたんですけれども、過去の実績

を見ると非常に少ないというところがございました。 

しかしながら、先ほども申しましたとおり、維持管理においては必要不可欠な部

分であると思っていますし、また林業機械等導入事業補助金、そういったところの

補助金の拡充等も行いましたので、今後の検討課題として、いろんなまた御意見も

踏まえながら検討していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） 申請が少ないということで、それもやはりその条件をクリア

できないから申請もしないという部分もあろうかと思いますので、ぜひとも検討し

ていただきたいと考えています。よろしくお願いします。 

それと、７４ページ、これは地球温暖化の話で、昨年から太陽光発電等の導入促

進の補助金として３００万円組んでいますけれど、これに対して申請があったのか

どうかをお尋ねするのと、今年も計上しています。これも昨年と同額でありますの

で。それと、もう１つは、マイクロ水力発電導入、それに対しての補助金につきま

しても５００万円ほど昨年は計上していましたけれど、今年はその計上がないとい

うことであったので、それについての事業というか、募集はやめたのかということ

で、太陽光については申込者があったのか、それと水力発電についてはなかったか

らやめたのかをお聞かせ願いたい。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 
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まず、太陽光発電ですけれども、本年度申込みがありまして、複数の方には既に

補助金を交付している状況でございます。執行予定も含めて３月の補正予算で残額

はまた減額をさせていただくことにはしておりますが、実績としては上がってきて

いるところでございます。 

マイクロ水力発電ですけれども、本年度募集をしまして、１件、自治会から手が

挙がりまして、今、作業を進めているところではあるんですが、やはり場所の選定

と、あとは機器を導入するに当たっての機材等の確保が新型コロナウイルスの影響

で部品並びに半導体等の導入が遅れているという状況もありまして、ただ、令和３

年度に計上したのは実証事業という形で何とかその結果をもとに今後の補助事業の

在り方を模索していきたいというところで、１件でも実証実験ができればというこ

とで考えたものでしたので、これで何とか実施につなげたいということで、またこ

の後の補正予算の審議の中でも上げていきますけれども、繰越事業とさせていただ

いて、この事業を進めて、この実証実験をもとに、またマイクロ水力についても補

助事業の在り方を模索していきたいと考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

それでは、１１時１５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

その前に、太陽光パネルについて、まちづくり課長から答弁があるそうですので、

よろしくお願いいたします。 

はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 先ほど児玉議員の質問の中で太陽光発電の御質問が

ありましたけれども、その件数を申し上げておりませんでしたので、改めてお知ら

せいたします。 

令和３年度の申請が５件ありまして、５件とも交付決定をして、交付していると

ころでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） １番議員さんの御質問でございますけれども、ワンストッ

プ申請の際に、本町においては切手を貼っていないということでございましたけれ
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ども、今確認したところ、切手も封筒も貼っていないということでございます。な

ぜかと尋ねましたところ、担当としては、ワンストップ申請は確定申告の代替手段

であり、確定申告はあくまでも自主申告であるため返信用を付けないということで

やっていないということでございました。そのほかにワンストップ申請で切手を貼

っているというところは、大体やっている自治体の６割ぐらいは切手等を貼ってい

るということの現状は把握していたようでした。 

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） 切手については貼るわけじゃなくて、後納という体制を取って

いると思うんです。わざわざ切手を貼ってあると、それを使わない人は無駄になっ

てしまうので、何年の年月何日まではそのままでよいという後納だろうと思うんで

す。心配するのは、その友人の言葉の中に「わあ、面倒くさいね」という言葉があ

りましたので、この町を好きで寄附していただける方はどんな形でもしてくれるん

だろうと思います。ただ、返礼品を目的とした方にとっては、やっぱり簡単なとこ

ろ、そういうところを選んでいくのではないかと危惧したわけですが、今後、この

町も相当寄附金をいただいておりますので、減少につながらないような体制をぜひ

取っていただきたい。ある程度一定の考え方はあるんだろうとは思いますが、また

他の自治体もやっぱりある程度考えた上で体制を取っていけたらと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） ありがとうございます。今、議員おっしゃられたとおり、

やれれば、今、切手代といいますか、通信費が８２円ぐらいかかります。それで、

３万件ぐらい申請があるということでございますので、２５０万円程度費用がかさ

むということもありますけれども、そこらあたりも加味して、やり方等、またほか

の町村の現状等も踏まえながら検討していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方。 

はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） 改めて勉強のつもりでお伺いをしたいと思います。７０ペー

ジ、起業型地域おこし協力隊の謝金って何だろうと。それから、地域おこし協力隊

支援業務委託料が１,１２０万円、７４ページまで地域おこし協力隊の起業支援補

助金３００万円、合わせると３,０００何百万円ぐらいのお金がここで出ておりま

す。地域おこし協力隊の制度については、６年か７年ぐらい前からスタートとして、
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ほとんどが国からの補助金か何かですよね。簡単に言えば、自分のところの懐が痛

むわけじゃねえけんが、まあまあ、いいんじゃないのという感じでもあるんですが、

実績として起業型もしくは地域おこし協力隊、今、何人いるのか、何をしているの

かというのを、まず１点、お伺いをしたい。 

地域おこし協力隊の皆さん方というのは、大体３年で終わりですよね。３年した

後、端的な例が、一番 初に来た女性のお二人は、地元に嫁いで、地元で御活躍を

いただいているという、これこそ 大の地域おこし協力隊だなと私は本当に思って

いるんですが、まあまあ、それは極端な例でございますので、それ以外にも相当な

数が例年、毎年毎年来ていらっしゃるんじゃないかなと思います。その後、どうし

ていらっしゃるのかな。何を南小国町に残して、そして、いらっしゃるのか。その

ままここに残っていらっしゃる方もいるのかもしれませんし、そのあたりの実態は

さっぱり分からないというのが、これは私が分からないだけかもしれません。知っ

ている者は知っているんでしょうけれども。私は、町の方針として起業型とか、ま

ちづくりの地域おこし協力隊の方々、どういうふうな活用をするのか、町のビジョ

ンみたいなものがあまり見えてこないというのを正直思っております。ですから、

本当に、先ほどそれこそ町長とちょっと話をしたときに、例えばうちは今加入させ

ていただいておりますけれども、きのこセンターでそういう人たちに来てもらって、

３年後にはそのまま引き継いでもらうということも、これはうちの会社とかという

わけじゃなく、ほかのところも当然そういう農業関係をやっていらっしゃる方はい

らっしゃるでしょうし、ほかのところもそういう人材をすごくほしいなというとこ

ろはいっぱいあるでしょうから、そういうところにまた来てもらうという方法もま

た一つあるかな。だから、町として単発的に３年したらどこかに行ってしまうよと

いうことじゃなくて、できるならば、一番 初に極端な例を言いましたけれども、

終的には３年したらまたその補助金あたりは消えるけれども、ここにそのままい

ていただくというような、そんなことをぜひともやっていただきたいなと。有為な

人材がここに来るわけですから、そういう人材を活用しない手はないなというのが

正直なところでございます。ですから、そういうことについて、どういう考え方を

町として持っているのか、もしくは町長として持っているのか、そのあたりについ

てお伺いをしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

起業型地域おこし協力隊ですけれども、現在２名の方が活動されて、今年度で２

年目、来年度で３年目となります。１人の方は、當坊さんという方で、今、河津良
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隆さんの温泉手形をつくって事業継承するというところで取組を進めていただいて

おります。あと１人の方は、ナタリーさんという方で、農業のＩｏＴ化というとこ

ろで水田の水管理とかを自動化できないかというところで手形野の梅木さんとか、

そういった方に御協力いただいて、今活動をしております。 

その中で、謝金につきましては、今まで通常の地域おこし協力隊ですと、町の職

員として会計年度任用職員のほうで賃金を支払うという形をとりますけれども、起

業型地域おこし協力隊につきましては、こちらの謝金という形で費用を負担してい

るというところでございます。 

起業型地域おこし協力隊といいますのも、通常の地域おこし協力隊の方々も、こ

ちらの地域に根づいてくれる方もいますけれども、今まで協力隊としてこちらに来

ていただいた方にはやはり南小国町が合わなかったり、また自分の仕事としてなか

なか目標を見失ったりとか、いろいろな方がおられて、根づいてこられなかったと

いう方もおられます。その中で、どうすれば町に残っていただけるかというと、こ

ういう名称にありますとおり、起業型という形でこの町で起業いただいて、ここで

なりわいができることによって、やはりこの町の中で生活していただけるのではな

いか、その基盤をつくるために 長３年間の活動の中で何とか移住定住に結びつけ

られればなというところでこの事業に取り組んでいるところでございます。 

次年度（Ｒ４年度）も３名の方を採用する予定とはしておりますが、今後もまた

今年度から新たに事業者の新規事業並びに事業拡大等の部分についてもその取組の

中にこれに参画する起業型地域おこし協力隊も募集をしているというところでござ

います。そういったところで事業を拡大しながら、またこの取組も進めていきたい

と考えております。また、年に１回、地域おこし協力隊の報告会もございまして、

議員の方々にも何人か来ていただいておりますので、そういったところもまだまだ

我々も町民の方に周知不足というのも否めない部分があるかと思いますので、より

一層この活動の報告とか、様々な情報提供をしながら、町民の方にも御理解をいた

だき、また何とか移住定住につながるような施策にしていければなと思っていると

ころでございます。また、次年度（Ｒ４年度）に向けて、しっかりと取り組んでま

いりたい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） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） すみません、地域おこし協力隊が農林課にも１名おりま

すので、そちらの御紹介もさせていただきます。 

林業関係におきまして、今、ファブラボのほうで日々行っておりますけれども、

そこには、起業型ではなく、通常の地域おこし協力隊として職員が１名張りついて
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おります。今後、ちょうど今年度３月で任期満了を迎えます。予算書の中にも計上

しておりますけれども、集落支援員という形で再雇用をしたいと考えています。 

基本には、やはり御指摘のとおり、 終的にはここに定住して、何らかのなりわ

いを持っていくと。また、以前、当議会においても自伐林家への地域おこし協力隊

の活用、先ほどきのこセンターという部分もあるかと思いますけれども、似たよう

な部分だと思っております。そういったことも踏まえながら、まず今回の今現在い

ます地域おこし協力隊については、 終的には何らかのなりわいを持っていく中で、

すぐさまそれを軌道に乗せるというのがなかなか困難である。そういうところを踏

まえて、新たな交付金の制度として集落支援員制度というのがございますので、こ

れも交付金として全額入ってくる部分があるんですが、それを活用しながら、 終

的には起業を目指していくという前提でいます。 

先ほどの農林業への従事という部分に関しては、予算要求時において、いろいろ

と検討した部分があるんですけれども、やはりそこにいくまでの課題をもうちょっ

と体制としても整えないことにはなかなか難しいという部分が多々ありますので、

今回は見送ったところもございます。 終的には、まちづくり課長も言いましたと

おり、定住、そういったところも目指していきながら、いろんなサポート体制を取

っていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 少し補足の意味で答弁をさせていただきます。 

地域おこし協力隊制度が始まって７、８年ぐらいたつのかと思いますけれども、

当初は、どちらかといえば、役場に入っていただいて、例えば特産品開発をやって

くださいとか、６次産業化をやってくださいとか、そういうミッションをしていた

だきながら、地域おこし協力隊で入ってきていただいたわけなんですけれども、ど

うしてもそのサポートとして役場職員とか、そういったところがやってはいたんで

すが、やっぱり役場職員も仕事が片一方ではあるわけであって、なかなかその支援

とかができずに宙ぶらりんな状況になっており、任期途中で辞められたりとか、そ

ういう方も正直いらっしゃったのが現状でございます。 

そこで、考えたのが、先ほど申し上げたような起業型というか、自分で事業を起

こしたいという方も含めて受け入れながら、今、ＳＭＯが立ち上がっておりますけ

れども、そこの未来づくり事業部という起業支援とか事業承継支援とかもやってお

りますが、そこが一緒に候補者のような方々を集めてから、そこでこういった人た

ちがいますよという周りの人の紹介だったりとか、そこでそれを事業として成り立

たせていくためには、こういった事業計画とか経営プランとか、そういったところ
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を練り上げるような、一緒に伴走していくような、今、仕組みになっているところ

でございまして、そこでよりこれまで役場ができなかったことがサポートできるよ

うな体制にはなっているのかなと考えております。 

今度４月から基本的には３名ぐらいの起業型地域おこし協力隊の方が入ってくる

予定ではございますが、そこで終わりではなくて、引き続きまたＳＭＯがサポート

しながら、外から入ってきた方々の悩みとか、そこで行き詰まったときに、また違

う人を紹介したりとか、地元の事業者との仲介役とかにもなりながらサポートする

ことで定着率を高めていきたいと考えておりますので、今後は向こうも思いを持っ

てきていただいておりますので、こっちもしっかりとサポートできる体制というも

のを取りながら、地元に定着していくような人材をつくり上げていきたいと考えて

おります。 

すみません、私としては以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、６番、下城孔志郎議員。 

○６番（下城孔志郎君） お話、十分かどうか私もよく分からないところがあります。

ただ、せっかく国の予算でその人の生活を支えながら、地域おこしということをや

っていただくわけですから、本当に十分な支援のもとにそういう人たちが、それこ

そまちづくり課長が言ったように、ここでなりわいができるという、そんなことを

目指してやっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 井上でございます。 

土木費、１３５ページについてお尋ねいたします。橋梁新設改良費の件でござい

ますけれど、この中に４、５年前から旧湯田矢田原線の拡張工事を陳情で上げ、議

会も承認し、経済建設委員会も承認したわけでございまして、それがありますけれ

ど、地元の人たちは「今年はできるよね」ということを言われまして、残念ながら

予算的に入っていなかったので、どのようになっているのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 令和４年度の建設課の事業の方向性、方針というのは、昨

日、町長の施政方針の中で述べさせていただいたと思います。災害復旧事業を中心

にしていかなければならないということで、まだ未発注部分が農災に関しては補助

災が６件の４,７００万円、一般単独災が２１件の４,９００万円、農災だけでも９,

６００万円、公共災が、補助災が１２件、２億４,５００万円、一般単独災を入れ
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て３,７００万円、公共災関係が計２億８,２００万円、災害復旧事業をこれから合

計３億７,９００万円ほど発注をしていかなければならない状況です。 

それに加えまして、公共土木部分だけではなく、農業土木施設部分も持っており

ますので、農業農村整備事業、土地改良施設適正化事業も国の補助等を活用して事

業を推進してまいりますので、そちらの発注も継続して進めていく必要があります。 

道路メンテナンス事業につきましては、災害復旧事業に準じて国のほうで２番目

に位置づけられておりますので、橋梁点検・橋梁補修事業も毎年継続的に実施して

いく必要があります。 

その中で、道路改良事業ですが、社会資本整備総合交付金事業で中湯田赤迫線、

瓜上矢田原線を継続事業として 優先で実施しております。こちらも毎年５,００

０万円から６,０００万円程度の事業費がかかっている状況です。そういう状況の

中で、本年度、道路新設改良費で３,０００万円ほどの増額を、こちらとしても要

望はしているんですけれど、その要望、中湯田赤迫線、瓜上矢田原線以下のその他

の道路改良事業についてはまだまだ発注のめどが立っていない状況でもあります。

黒川波居原線、長迫交差点等におきましても、以前より危険な交差点ということで、

その解消の要望は早くから上がってきていたかと思います。また、和田瓜上線等は、

災害復旧工事の中原・中井手の大型車両の通行に支障を来すということで一部切

土・掘削等を行っておりますので、その仕上げを急がなければならないと、そうい

う特殊な事業を抱えている状況であります。以上のようなことを勘案いたしますと、

なかなかその他町道の改良工事の発注までたどり着かないというのが現状かと思い

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） 諸事情は十分分かっております。かといって、やはり住民の陳

情でございますので、何らかの説明をきちんとすべきじゃないかなと思います。 

それと、今、県道拡張が南小国上津江線の中で行われております。今、１期工事

が停留所まで進んでいまして、２期が次の阿蔵野の橋のところまでくるかと思いま

す。３期がきたときに、今はこの道路を片側通行しながら、あるいは迂回路を通り

ながら、バイパスはちゃんとできておりますけれど、３期目になった湯夢プラザの

ところの工事が入ると、ここは完全に迂回路がなくなってしまうんです。そのあた

りも村の人たちとしては、早くつくれば、それを迂回路としてできるじゃないかと

いうことを盛んに言われているんですけれど、そのあたり県と協議しながら早急に

進めることはできませんでしょうか。 

○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） 南小国上津江線の道路改良事業は、継続事業として進んで

いるかと思います。県道改良ですので、全面通行止めになるようなことは我々も想

定しておりません。何らかの形で通行の確保はしていただけるんじゃないかと。県

から通行止めになりますという話は聞いておりませんので、全面的に県道を通行止

めにするようなことはなかなか難しいのではないかなと思います。県からまたどの

ように進めていくかという話はあるかと思いますが、通行の確保は県には要望はし

ていきたいと思っているところです。 

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） 多分全面通行といっても、そんなに長期間は不可能だと思いま

すけれど、やはり橋を架け替えるとかいろいろ諸問題もありますので、ぜひバイパ

スを使えるように県と協議しながら早急に進めていただきたいし、大体その計画が

どのようになるかだけは住民にきちんと説明する必要性もあるかと思いますので、

ぜひその説明をお願いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 地元の皆様に御説明不足ということかと思いますので、そ

ちらはきちんと経過説明はする必要があると思います。湯田地区に関しましては、

町の方針としては、中湯田赤迫線、瓜上矢田原線を 優先にやっていくという方向

性はずっと変わりませんので、そちらを全力で、そちらもバイパス工事にかかりま

すので、社交金事業、国の予算もついておりますので、国の予算を利用して早期完

成を目指したいと思いますので、繰り返しになりますけれど、くどいようですけれ

ど、湯田地区に関しましては、中湯田赤迫線、瓜上矢田原線を 優先に考えており

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。ぜひ今度の湯田総会のときに御説明を

していただきたいと思います。 

それから、商工費、１３１ページについてお尋ねいたします。電子雑誌等の委託

業務料が２,０００万円ほど組んであります。町は町で広報をやり、観光協会は観

光協会で広報をやり、ＳＭＯはＳＭＯでいろんな広報をやっておりますが、これは

費用的にも相当な費用がかかっていっております。このあたりを何らかの連絡網を

取って、簡素化して、町として一本化しろとは言いませんけれど、そのあたりの協

力体制を取って、費用削減につなげられないのかというのをお尋ねいたします。 
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○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

確かに今回電子雑誌等作成業務委託ということで旅行誌である「旅色」という電

子雑誌があるんですけれども、こちらの発行並びに紙媒体と動画の作成という形で

観光情報並びにふるさと納税の情報も踏まえながら観光プロモーションを行ってい

きたいというところで計上させていただいたところです。やはりＳＭＯにしても、

観光協会等にしても、いろいろ観光プロモーションを打っておりますが、なかなか

一元化というところも難しい面はあるかと思いますけれども、今後、ＳＭＯが地域

ＤＭＯとして観光協会と一体的な部分で観光施策を進めるという状況にもなってい

くかと思いますので、そういったところで連携を取りながら、役割分担といいます

か、どういったところを観光協会、ＳＭＯが担っていくのか、どういったところを

町が担っていくのかというところの役割分担をしながら、効果的な観光施策を打ち

出すとか、観光プロモーションを打ち出していくというところが必要になってくる

かと思いますので、引き続き協力をしていきながら、なるべく御指摘のとおり、一

元化をできればベストだと思いますので、そういったところを目指しながら取り組

んでまいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。別に一元化を図れというんじゃなくて、

極端に言えば、瀬の本マラソンをやりますよと、町が町単独で出すんじゃなくて、

それをやはり観光協会もＳＭＯも一緒になって何か一つのイベントを盛り上げると

かいう、そうやって費用もそうすればいろいろな面で削減できるかと思いますし、

効率的な宣伝効果が生まれると思いますので、ぜひそのあたりの協力体制を取りな

がら、なるべく無駄を省いて、効果を上げるという方向に進んでいただきたいと思

います。 

それと、もう一つ、今、電子版なんですけれど、それと現在パンフレットをいろ

いろおつくりになっていると思います。町は町、観光協会は観光協会、いろいろつ

くっておりますけれど、せっかくお客様が来ても、これを渡す場所がどこにあるの

か、倉庫に寝ていても何も意味がないんですね。そのあたりをお互い協力体制を取

って、きよらカアサの入り口にきちんと並べるとか、そういういろんな施設のとこ

ろのパンフレットをちゃんと並べるとか、やっぱりそういう協力体制があってこそ、

その作成料というのは生きると思いますので、倉庫にあって邪魔になるような態勢

が幾つか時々見られるんですけれど、そのあたりもぜひ改善していただきたいと思

います。 
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○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） なかなかパンフレット等もいろいろ作成をしまして、

並べるところの場所が少なかったりとかいうところもございまして、役場でも展示

の方法につきましては、ケースとか棚とか、そういったところを用意しながら工夫

をしたいなと考えているところでございます。また、この点も、議員御指摘のとお

り、観光協会、ＳＭＯ等と協力しながら、どういった方法で効率的な観光ＰＲがで

きるように取り組んでまいりたいと思いますので、引き続き御協力いただければと

思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。やはりそういう町が一体となって、公

民館の前に置くとか、各入り口に置くとか、いろんなお客さんを呼んでいる事業を

やっている各旅館だとか施設のところに、ちゃんとした町も観光面もいろんな面で

みんなに触れるような場所、役場の机の上に並べておいても一部の人間しか分かり

ませんし、ぜひそういう面で生きた施策を取っていただくようにお願いして、この

質問を終わります。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） １０６ページの衛生費の中で委託料ですね、住民健診のがん検

診の委託料あたりが例年よりもほとんどの項目で減額になっております。令和３年

度住民健診の受診率が何％ぐらいであったのかというのと、この減額の分はその健

診者の減少によって、来年度はこういった形で減額をされているのか、それとも委

託料自体に変更があったのか、その点をまずお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 質問にお答えさせていただきます。 

令和３年度につきましては、まだ全てが確定はしておりません。ですので、今、

パーセントでお出しする数字はございません。 

それと、今回この委託料につきまして減額しておりますのは、おおよその受診者

数と費用の部分で前年度の予算をもとに見込みとして出させていただいているもの

です。 

以上になります。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 町としてもやはり健診率を上げるということでいろいろ例年努

力をされていると思いますけれども、これだけ減額しているということであれば、



－ 100 － 

町民の健診の意識がそこまで上がっていないのかなというのを感じます。２月です

か、来年度の住民健診の申込書もきておりましたけれども、早々にふるさと総合健

診は定員を超えて、ふるさと総合健診は受診できないという告知もありました。私

もふるさと総合健診希望はしていたんですが、上限に達して、来年度は受付を停止

ということで、昨年末、数年その特定健診を受けられていない方に対して、町から

小国公立病院もしくは蓮田クリニックのほうで特定健診を受けられますという通知

をいただきました。健診車あたりは、県下各地を回りますので、なかなか日程の追

加等は難しい状況ということを伺っていますけれども、やはり健診率、受診率を増

やすために、蓮田クリニックなり小国公立病院なりと提携をして、その健診日に受

診できない方は、そういう身近な病院等を利用して、少しでも健診を受ける方を増

やしていくということが今後の町民の健康増進につながっていくと思いますけれど

も、そのあたりを来年度どういうふうに考えておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） こちらで計上させていただいておりますがん検診を蓮田ク

リニック、小国公立病院さんに単品で委託することは、現状は難しい状況でござい

ます。ですので、がん検診の主なものは、毎年行っております集団検診、もしくは

国保の方であれば人間ドックを御利用いただく形になります。 

受診率を少しでも上げることができればというところで、今、人間ドックにつき

ましては、受診できる病院が増やせないかどうか検討中でございます。また、昨年

の１２月から特定健診の部分の追加個別健診として、蓮田クリニック、小国公立病

院さんを御案内しているんですが、そちらにつきましてももうちょっと早い時期か

ら実施できないか、ほかの医療機関でも実施可能は難しいのか、そういったところ

も考慮しながら今準備をしているところです。 

担当の頑張りもありまして、うれしいことにふるさと総合健診は、定員の１００

名を早々に達成することができました。今後、住民の皆様の希望が多くなってくる

場合は、また補正予算のお願いをさせていただくこともあるかと思います。そのと

きは、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） やはり集団健診、人間ドックだけではなくて、いろんな方法で

いろんな窓口があって、それぞれ自分の健康に気を遣うような機会が増えれば、医

療費の削減にもつながっていくと思いますので、町民の方がそういう健診を受けや

すい体制を少しでも整えていっていただければと思いますので、今後ともよろしく

お願いをいたします。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 
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１時まで休憩とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ６６ページで会計業務の一部委託料ということですけれども、

３月２日の熊日に会計業務の民間委託ということで大きく記事がありました。職員

の削減、負担減ということも言われていましたので、この詳細について、今後、会

計室がどういう運営をされるのか、また銀行が請け負うということですので、３時

までは銀行でできるのかと思いますけれど、それ以後５時１５分までどういう管理

で窓口を運営するのか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） ただいまの質問にお答えします。 

会計業務の一部委託ということで予算を上げておりますけれども、現在、肥後銀

行が指定金融機関として公金の出納、税金を受け取る、それからお金を支払うとい

う業務をしております。４月から別館に肥後銀行が入りまして、会計室も移転しま

すけれども、その指定金融機関という機能はそのまま肥後銀行の支店が担うことに

なります。そして、会計室は会計室で伝票の整理だったり、支払い、収入に関する

役場内の処理を行います。一部委託ということなので、今まで職員がやっていた仕

事のうち、決済であったり、それから個人情報の取扱いであったり、そういうもの

を除く業務の一部を肥後銀行に別途委託するという形をとっております。 

それで、営業時間の問題なんですけれども、肥後銀行が午前９時から１１時３０

分まで、お昼は１２時３０分から１５時まで銀行として開いておりますので、その

時間帯は指定金融機関として肥後銀行のほうで税金の受け取りだったりというのが

行われます。その時間以外、朝８時半から９時まで、それと肥後銀行のお昼休みで

あります１１時半から１２時半まで、それから夕方１５時から役場の閉庁時間であ

ります１７時１５分まで、この時間におきましては、税金の収納等は会計室の窓口

において承ることになります。ですので、窓口が２つになってしまうんですけれど

も、そこは時間の隙間がないように対応が可能となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 
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○２番（佐藤 毅君） 今、時間軸で御説明いただきましたけれども、会計室が対応す

る場合、職員の負担減ということは人員も削減されているかと思うんですけれど、

ここは会計担当の方が１人で窓口をされるということでよろしいですか。危険性を

感じてそれを聞いているんですけれども、当然複数おられたほうがお金を扱う場所

ですから安全かと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 人事に関することにつきましては私の口からなかなか申し

にくいところもあるんですけれども、基本的にアウトソーシングといいますか、職

員の代わりに外注できるものは外注して、そして余った余力といいますか、今まで

職員が行っていた分をほかの業務なりに回すことが可能になるということで委託を

することになっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 今、会計室、現在の状況でいきますと、本来であれば会計管理

者という方が１人おられまして、もう１人職員がいるという形で、そこに肥後銀行

の指定金融機関の方がいらっしゃるという形が通常の形でございます。職員は２人

つけるような状況ではあります。今度こちらに移動しましたときには、 初はどう

しても新たな形になってしまいますので、 初の初動に関してはいろいろと不具合

とか、そういったところも起こる可能性もあるかなと思いますので、例えば職員１

人に、例えば会計年度任用職員１人とか、そういった形でまずは仕事を行いながら、

そしてだんだん銀行とも慣れてきましたら、職員は１人だけそこに置いて、あとは

こちらの町長部局といいますか、こちらの役場の仕事に専従させるという形で現在

想定しているところでございます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 今の説明で開設当初の流れは分かりますけれど、慣れてきたと

きに、職員１人のみになったときに安全性とか危険回避、いわゆるリスクマネジネ

ントみたいな部分で何かあったときのためにどうしてもやっぱり複数おいたほうが

よろしいのかなと私個人的には思うんですけれども。それは当然今後また協議され

るでしょうけれど、ここに１人と言われると、えっ、大丈夫ですかという話になっ

てくると思うので、その辺、今後、肥後銀行さんなり、そこは違うのかな、役場職

員さんで対応する形になるのかもしれませんけれど、時間外３時以降のところをこ

れからは考えられたほうがいいのかなと思います。もちろん朝の８時半からもです

ね。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。ちょっと語弊というか、そういったと

ころもあったかもしれませんけれども、役場職員が仮に１人だけいるというわけで

はなくて、そこにまた銀行の、今、指定金融機関でいらっしゃいます方とかも一緒

にいらっしゃるという形でございますので、複数はいらっしゃる形ではございます。

ですので、誰かしら１人になってしまう時間帯が発生するということはないという

ことで御理解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） 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） ７２ページ、２点ほどお伺いしたいと思います。 

人材環流促進及びデータバンク構築・利活用業務委託料が２,４００万円、これ

はＳＭＯへの委託といったことだろうと思いますけれど、昨年が１,４００万円の

予算計上で、今年１,０００万円もアップしたということでございます。ちょっと

難しい字が並んでおりますけれど、使われ方がどんな状況で使われたのか、具体的

な中身の精査というのが分かればお願いしたいと思います。 

それから、空き家活用住宅整備工事請負費ということで８００万円予算が計上さ

れております。設計監理業務委託で１００万円と、これも関連しているんじゃなか

ろうかと思いますけれど、工事費ということですので、実際どこかの空き家を工事

するといったことではなかろうかと思います。どのくらいの規模で何軒ぐらいの空

き家だろうかということですけれど、その点についてよろしくお願いいたしたいと

思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

人材環流促進及びデータバンク構築・利活用事業の業務委託でございますけれど

も、こちらは、町内の慢性的な人材不足や働き手の希望する仕事と、今度は事業主

が求める雇用内容のミスマッチ解消のために、その仕組みづくりというところで今

年度から取り組んでいるわけですけれども、町と委託先であるＳＭＯとの協議や視

察研修などを経まして、どうしてもマッチングをするにしても雇用者の要望をお聞

きしたりとか、または働き手のデータを集めて、それをうまくマッチングさせるた

めの仕組みというのが独自で見つけようという模索もあったんですが、なかなか思

うような部分が見つからず、その中で岡山県の奈義町で取り組んでおられます仕事

コンビニという仕組みがありまして、この仕組みを応用しながら何とかこの仕組み

づくりができないかというところで、令和４年度に実際にこの仕組みを何とか取り
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入れて、仕組みづくりに実際取り組んでまいりたいと考えているところでございま

す。また、働き手側と雇用側のデータを集める。それをマッチングさせていくとい

う仕組みの中で、どうしても人材の確保というのが必要になってまいりますので、

そういった事務に取り組んでいただく人材の確保並びに仕組みづくりに関する費用

としまして、今年度は高額でありますけれども、２,４００万円という金額で予算

計上をさせていただいたところでございます。 

また、次に質問のありました空き家活用住宅整備工事請負費並びに空き家住宅の

設計監理業務委託でございますけれども、これは実際どの空き家を工事するかとい

うのが決まっているわけではございませんで、今、空き家バンクのデータを調査、

空き家調査を進めていく中で、何とか売買ではなくて、賃貸としてお貸しできるよ

うな物件がないかというところと、あとは実際所有者が賃貸をするのではなくて、

町が借り受けて、移住定住される方に向けて賃貸借をするという仕組みの移住定住

用の賃貸住宅をそういった仕組みに取り組みたいという中で、何とか１軒モデルケ

ースをつくりたいと考えております。なかなかいい物件が見つかるかどうかという

ところも調査を進めてみないと分からない部分もありますけれども、予定としまし

て何とか１軒見つけて、耐震改修並びに水回り等々の改修を図り、町が所有者から

借り受けて、また移住定住者に賃貸するという移住定住用の住宅としての活用を図

りたいというところで予算を計上させていただいているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 人材還流促進データバンクの構築に関しての課長の説明を聞い

てもちょっと理解に苦しむようなことなんですけれど、人材不足的なものはあるわ

けですから、予算を上げて、それに使っていくという状況があるかと思います。た

だし、昨年から１,４００万円予算を上げて、令和３年度にそれを使って、決算の

審議ではございませんけれど、細かく言えば、令和３年度に何に幾ら使ったという

ことで合計して１,４００万円、今年に限ってはそれにプラスして１,０００万円ア

ップという形ですので、それプラス何かがあるということだろうと思いますので、

金額的にそれが出るものなら、その点についても出していただきたいなと思います。 

それから、空き家活用、これはほとんど決まっていない賃貸物件住宅として新た

につくって、今から先には貸すという状況が、使われていくということでございま

すが、空き家的なものにも非常に今までも予算的なものをかなり使って、いい実績

というのが何か見えてきていないなという思いがしております。早く実績的なもの

を上げる努力を、例えば予算的なものばかりを立てても意味がないなという思いが

ありますので、実績を上げるような状況をつくっていただきたいなと思います。 
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○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） 人材環流促進及びデータバンク構築・利活用業務に

つきましては、積算としましては新たな人材不足を解消するための仕組みづくりと

いうところで、それぞれ状況の分析並びにそれぞれのニーズ調査並びにそういった

部分の分析整理をするために１,２００万円と、労働力の需要と供給に関するマッ

チングをベストというか、より精度を高めるために仕事コンビニとか、そういった

部分の仕組みを導入するに当たり、体制整備としてやはり人材の確保というのも必

要になりますので、そういった事務に当たる方々の体制を整備するために５００万

円と、研修の実施等を図るために２００万円と、実際そのデータバンク化に係る費

用として２００万円と、そのデータバンクを活用するに当たる様々な設備構築等に

つきまして３００万円というところで、これは概算でありますけれども、積み上げ

た金額で総額２,４００万円という形になっております。また、令和３年度につき

ましては、３月末までこの委託事業が続いておりますので、実績報告に応じまして、

またその実績額はお示しできるかと思っております。 

また、空き家バンクについてですけれども、現在、大字赤馬場、中原地区につい

て調査が終わり、令和４年度には満願寺地区を本格的に調査を進めていきたいと考

えているところでございます。空き家バンクに登録されているところもほとんどが

別荘地等の物件でありまして、そのほとんどが売買物件というところで、なかなか

移住定住者にとっては、売買をして、こちらに住むというのはハードルが高いとい

うのと、別荘地にとっても立地によっては別荘としてお使いいただきたいという条

件がついたりとかいうところでなかなか買手もつかないという状況もございまして、

何とか移住定住に結びつけるためにはということで移住定住支援コーディネーター

の方にも協力いただきながら、何とか施策を進めております。また、議員のおっし

ゃるように、何とか実績を上げて、移住定住に結びつくような物件をまずは１軒見

つけて、何とか賃貸の住宅を実現したいなと考えておりますが、何分適当な物件と

いうのがなかなか見当たらないというところと、ネックとなっているのが耐震改修

という問題がございまして、やはり町として賃貸するには耐震改修というのは不可

欠になってまいります。ここの部分をクリアするところも非常に今苦慮していると

ころで、物件を見つけるのにも苦慮しているところでございます。何とか実績を上

げるように職員一同努力しておりますので、また今後とも取組を進めてまいりたい

と思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

はい、１番、穴井則之議員。 
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○１番（穴井則之君） ７４ページの企画費の不良空き家解体事業費補助金でございま

す。先日、熊本市において非常に危険性のある空き家を強制執行で解体というニュ

ースが流れておりました。うちの町の解体事業補助金は、そういう持ち主が分から

ないとか、そういうものなのか、例えば個人が解体したいけれど、解体できないと

いうための補助金なのか、そこのところの内容についてよろしくお願いします。聞

きたいと思います。 

○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） 新聞の報道でも熊本市の状況も紹介されております

し、どこも空き家でそのまま放置されている部分の処分というのがなかなか頭を痛

めているところかと思います。熊本市の新聞報道にあった部分は、特定空き家に指

定されたというところで、非常に危険性が高くて、所有者では撤去の見込みがない、

持ち主は分からず、ただ危険性が高くて、道路ないしはその家屋に危険を及ぼす可

能性が高いという部分について公費負担で解体をしているというところでございま

すが、今回この解体事業費補助金で上げておりますのは、管理されないまま放置さ

れて倒壊のおそれ、または道路、隣地等に危険を及ぼす可能性のある空き家で、一

定要件を満たす物件の所有者がはっきりされている方を対象として、指定業者にな

るか、これは今後の制度設計にはなってきますが、解体撤去に係る費用の２分の１

で、上限を５０万円で補助をするという形で、こちらは国庫補助事業を活用して事

業を行うものでございます。この公費解体の対象となる特定空き家に指定するには

非常にハードル的にはいろんな協議会等の議論を経て、特定空き家と指定されたも

のについて公費解体という形になるんですけれども、この公費解体になる手前で何

とか危険性のある不良空き家というところに認定がされる一定要件を満たす部分に

ついては何とか所有者で解体を進めていただいて、少しでも空き家で危険性の高く

なる、ほぼ公費解体の必要性が出てくる前に何とか対応ができないかというところ

で、この補助事業を活用しながら所有者の方に撤去いただきたいというところで新

規に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、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） なかなか解体というと費用もかかりますので、個人の方、町民

の方としては本当にありがたいと思いますが、不良空き家の判断は町でするわけで

すか。 

○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） 不良空き家につきましては、判定基準を設けて、そ

れを判断するのは、町が審査をした上で、それが該当になるかどうかというのを判
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断した上で不良空き家と認められれば申請者を決定するという形になります。 

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） 井上です。まちづくり課長なんですけれど、喉でも潤してもら

ったほうがいいかなと思っていますけれど、７７ページのケーブルテレビについて

お尋ねしたいと思います。 

今回いろんなカメラ機材とか、いろんな費用をつくっていただいて、非常に充実

していくかなと思っております。それで、機材とかは今回いただいていますけれど、

人員的にもいっぱいいっぱいの今状態じゃないかなと思っております。それで、提

案事項でございますけれど、ケーブルテレビ事業部特別会計か何かにして、事業部

としてこれをやっていけるようにならないのかなと。そうすれば、ケーブルテレビ

もいろいろ、今、九電との貸借関係の費用もありますし、今後、町の特産物とか、

町の新しいＰＲ活動としてのメディアとしてのやり方、それと町の宣伝の意味も兼

ねたユーチューブだとかいろいろ、今後、事業部としてつくれる要素というのを非

常に持っているかと思います。そのあたりが、今後、ケーブルテレビの事業特別会

計という仕組みが、今すぐとは言いませんけれど、そちらに向かって歩み始めるこ

とはできないかということで質問いたします。 

○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） ただいまの質問にお答えいたします。 

なかなかケーブルテレビにつきましては、今、ケーブルテレビの施設の一部、イ

ンターネット配信並びにケーブルテレビの地上波放送と同時放送の配信につきまし

ては、光ネットワークの株式会社に業務委託で委託していると。その委託先が施設

の使用料として町に納入いただくという形で、実際ケーブルテレビに加入されてい

る方が費用を負担しているのは、光ネットワークに費用を負担されておりまして、

徴収事務が町に発生しておりませんので、特別会計という形での独自の会計を持つ

という流れにはなかなか現状では厳しいものがあるのかなと思っております。 

ケーブルテレビの独自自主放送の放送内容の撮影編集と配信部分につきましては、

町のほうで実際行っております。スタッフ３名で日々尽力して何とか放送を続けて

おりますが、まだまだ放送枠を全部埋めるという部分にはなかなか行き着かないの

が現状でありますし、また内容の充実とか、そういった部分ももう少し努力は必要

な部分があるかもしれませんが、そういったところを、ただ単に人材不足というだ

けで片づけるには、もう少し自助的にも、まちづくり課としても業務を精査してい

く必要があるかと感じているところです。職員共々どういった番組づくりをしたい、
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どういった企画でしたい、それにはこの時間、こういう業務が必要だというところ

と、それにはこの人数体制でないとできないというところをやはり明確にしないと、

財政側にも納得できる資料が集められませんので、そういったところもまちづくり

課として精査をしながら、真に必要な人数が何人かというところも含めて、あとは、

まずは番組内容の充実も含めて取組を進めていきながら、人材の確保につきまして

は精査をしながら、もう少し時間がかかるかもしれませんけれども、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、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） やはり町としても光ケーブルを引いたり、相当な投資をしてや

っていることでございますので、あれだけのものを町からのいろんな発信、いろん

なツールとして使えなかったらもったいないかなと思いまして、その提案をさせて

いただきました。やはりあそこが本当にいろんな発信基地になれば、町の人たちが、

うちも、じゃあ、幾らか手数料を払ってでも宣伝してもらおうとかいうことも出て

くると思いますので、ぜひ発展的に考えて進めていただきたいとお願いして、この

質問は終わります。 

続いて、１３１ページの商工費の中の観光協会の１,５００万円ほどのいつもい

ただいている金額なんですけれど、前からはっきり言いまして、ＳＭＯとの関係が

もうちょっと精査しなくてはいけない部分があるのかなと。行く行くはどうするの

か。ここで方向を出せといっても非常に難しいかと思いますけれど、やはり町の将

来のためでございますので、お互い何かいろんな意見を出し合って、方向性を詰め

たらと思うんですけれど、いかがな考えでございますでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 大体地域ＤＭＯであるＳＭＯを立ち上げるときには、行く行く

は観光協会も一体となって地域ＤＭＯとして運営していくのが私は望ましいという

形でずっと考えてきておりました。そういった中で御意見をいただきますと、どう

してもやっぱり支部活動だったりとかというのが一緒になるとできなくなってしま

うんじゃないかとか、支部に落ちている補助金というのが観光協会の中でもあるか

と思いますけれども、そういったのがなくなってしまうんじゃないかとか、そうい

った御懸念があったりとかというところで、今のところは、まずは前観光協会長と

も話しながら、同じ方向は歩みながらも、まずは一緒になることはなくて、同じ方

向を向いて歩んでいくような形でやっていこうという話になっていたかと思います。

多分前回の理事会とかでＳＭＯからまた一旦の御提案というか、そういったのをし

たんじゃないかなと考えております。いずれにしましても、この１,５００万円と
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いうのも、できればＤＭＯ、ＳＭＯの何か収益からできれば賄えるような仕組みが

つくれないかなと、要は町からの補助金というのをできれば徐々になくしていきた

いと、自分たちで自走するような仕組みができませんかねというところで考えては

いるところでございます。もちろんそのあたりの観光協会員の皆様方とのお話とか、

御理解も必要だと思いますし、またそうやって町から補助金をもらわずに、ＳＭＯ

だけでその１,５００万円の事業費が生み出せるのかというところも、まだ丸々１,

５００万円を観光協会のこれまでの補助金と同額を渡すということは、今のところ

は厳しいということもございますので、まずはいろいろと協議を引き続き継続させ

ていただきながら、いずれ将来的にどうしていくのかと、どういうことをすること

が理想的な地域ＤＭＯになり得るのかといったところを協議させていただければと

考えておりますので、また改めて観光協会長だったりとか、副会長もしていただい

ておりますけれども、そういったところは協議させ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。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。ここまで育てたＳＭＯでございますの

で、ぜひこれからより充実した機関にやっていきたいと思います。そのためには、

初から町長からも提案ありましたヨーロッパ版観光協会ということで、考えのも

とはそこにあったんじゃないかなと思います。確かヨーロッパの観光協会は、お客

様から手数料を取って、それで運営して、自主運営ができる組織だと、それをぜひ

南小国にもということから発動して、それがＳＭＯという型に、今、協力体制にな

っているかと思います。ＳＭＯもここまで十分ある程度育ってきておりますので、

もしやるとしたらＳＭＯの今の事業部を、これは町から補助金を出してでも、早く

一つの企業体に仕上げるという方向性を応援させてもらったらいいんじゃないかな

と。そうすれば、ＳＭＯの知的集団は町の補助機関みたいなものにも切り替えられ

て、そのあたりと観光協会との話合いもできるのかなと。今の状態のまま観光協会

とＳＭＯが話すと、ＳＭＯの母体が非常に大きくなっておりますので、なかなか混

乱するんじゃないかなと思いまして、できれば、ＳＭＯは４事業部が今かなり活躍

をする方向に向かっておりますので、そのあたりはまた事業部ということは一つの

会社でございますので、ぜひ町は思い切ってそれを育てて、そこにいろんな人材が

必要ですから、企業としてやっていく方向に向けていただきたいなと思っておりま

す。一つ、そのあたりはいかがかなと思います。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） そのあたりで、いきなりやりますというのはなかなかハレーシ

ョンも生み出しかねませんので、例えば何年後にはこういう形にしますという形で
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継続して協議していくことが必要なのかなと思います。やっぱり海外の事例を見て

おりますと、大体、例えば宿泊税というものを原資にしたりとか、うちのＳＭＯの

場合は、その手法がふるさと納税だったらどうだろうかといったところで、ふるさ

と納税の事務をさせたわけなんですけれども、そういったところも含めて、これか

らの財源の確保といったところ、一体的になったとしても、 初はどうしても町か

らのバックアップは、観光部門に関しては必要なのかなとは考えておりますけれど

も、そういったところで町からの手出しもできるだけ少なくなるような方向で、自

分たちで自走できるような形の仕組みがどういう形ができるのかというところを、

ぜひ引き続き協議させていただきながら答えを導き出していきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。ぜひそういう宿泊税等がもしできて、

自立できるような体制が取れれば非常にいいかと思いますので、期待して待ってお

ります。 

それと、もう一つ、この前言いました町の観光のために町の歴史、史跡が生かせ

ないかということをお願いしたつもりでございますけれど、そのあたり今年の予算

化としてはあまり見えないんですけれど、やはりいい歴史があってこそ、今のいい

世界があり、いい未来ができるわけですし、人もそういう歴史を学び、現実を勉強

し、未来を見つめるという大事な機関でございますので、これは教育委員会とまち

づくり課のほうで何らかの協力体制を取って、観光資源の一つ、それと人づくりの

一環としてできないかなというのをお尋ねいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。すみません、こちらもそういったとこ

ろの予算に関しましては今のところ計上していないのが事実でございまして、でき

ればそのあたりをもう一度４番議員から御教授いただきながら、どういう形でどう

いったものをつくると、例えば教育にも、また観光関係にもいろいろと生かせるん

じゃないかという何か具体例みたいなものがございましたら、ぜひ御教授いただけ

ればと思いますけれども、すみません、よろしくお願いいたします。 

○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す。ぜひ教育上は我々の前世、歴史という

ものをやっぱり認識できるような表示、そういう説明文とかがきちんとなされてい

れば、それが観光的にあれば日本語と３か国語ぐらいで表示するとか、そうやって

南小国の本当のよさを観光面でも理解していただけるような体制が取れればと思っ

ております。ぜひ今すぐ本当は早急にやりたいんですけれど、時間をかけながらで
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も、そういうのを早くつくり上げて、やはり観光が、ただ自然と温泉だけじゃなく

て、そういう南小国の本当の歴史上の価値観というのを認識して、南小国の理解を

深めることが非常に観光としても大事な方法だと思いますので、そのあたりをお願

いしたいと思います。 

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） 今のお話であるならば、例えば看板だったりとか、例えばそれ

がパンフレットだったりとか冊子だったりとかという形で御理解すればよろしいで

すか。そのあたり、またいろいろと御指導いただきながら、先ほどのお話にもあり

ましたけれども、議員もおっしゃったように、観光関係でつくるもの、また町でつ

くるもの、教育委員会でつくるものというのが似たようなものがたくさんあふれて

くると、また倉庫に眠ってしまう可能性もございますので、ぜひそういったところ

はいろいろと御指導いただきながら、今後できることはしたいと思いますし、そう

いったところをまず一度お話し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） いいですか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） まちづくり課も入れた中で町全体としての盛り上げをやってい

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、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 教育費で１４７ページからになりますが、小学校の支障木伐採

枝打業務委託ということで８０万円計上されています。この分は、どこの学校のど

の場所なのか、３校とも行うのか。 

それから、次のページのりんどうヶ丘小学校の防火シャッターの改修工事、これ

は緊急性があるのかどうなのか。 

３点目は、１５０ページの中学校の今度は立木伐採の委託料、これもどの場所の

伐採なのか。 

４点目は、１６０ページの瀬の本高原マラソン大会の補助金が、一昨年が１８５

万円、昨年が２２０万円、今年度が２５０万円ということで、これは新型コロナウ

イルスの対策を含めて、いろんな消毒であるとか、そういった部分を含めての増額

になっているのかと思いますが、例年並みの規模でマラソン大会を開催するのか、

どういった形で計画をされているのか、その点を４点、お伺いいたします。 
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○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） ただいまの質問に回答させていただきます。 

まず、小学校費の伐採につきましてですが、こちらが中原小学校の校舎裏側、山

付き側の伐採を計画しております。日照的にも支障を来していたり、下の地面とい

うか、倉庫とプレハブ等もございますので、そちらの管理上も支障が出ているとい

うことで、そちらの伐採を計画しております。 

続きまして、りんどうヶ丘小学校の防火シャッターにつきましてですが、これが

年に一度、防火設備関係の点検、そちらの中で少し指摘がなされた部分になります。

現在設置されている防火シャッターが自動停止機能が付いておりません。重さでそ

のまま落ちてくるといった仕組みのもので、下に仮に障害物とか人がいた場合はそ

れに反応して止まるという仕組みになっていないもので、そちらの指摘がなされま

して、そういった自動停止装置が付いた形に付け替えるというか、改修を行う形の

計画としております。 

それから、３点目です。中学校費の伐採につきましてですが、こちらは南中寮の

裏側の河川側に桜の木がございます。この部分が町営住宅との隣接も含めまして、

電線等が通っております。そちらに支障を来している部分と、木を植え付けたとい

うか、されたところが、正直なところどこか判明しておりません。観光協会のほう

でも記録がありませんと、学校側としても記録がないというところもあって、観光

協会とも協議したところで伐採をしたほうがいいだろうというところもあって、町

営住宅側の特公賃のほうに支障が出ている部分もあります。葉が落ちたりとかを含

めて、そういったところもあって、そこの桜の木を６本ですか、伐採を計画してお

ります。 

それから、４点目になります。マラソン大会についてですが、やり方というか、

方法は現在進行形ではありますが、内容を詰めている段階でございます。大きく変

わる点で言えば、参加人数は制限をかけたいと考えております。例年であれば１,

０００数百名に御参加いただいていたところを半分程度には抑えていく形になるか

なというところで想定しております。あと、もう一つの大きい部分で言えば、給水

関係、現在、職員が出て、給水を行っておりますが、こちらはペットボトルの配布

等々で計画したいと考えております。感染対策を考えれば、現在のやり方は不可能

かなといったところもありまして、そして、参加者が減ることによって、どうして

も参加料、こちらの収入が見込めない部分もありましての増額といったところで考

えているところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 
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○３番（井野和哉君） ありがとうございます。 

今年度定期監査の折に各学校を訪問する機会がありまして、今、小学校を言われ

ましたように、中原小学校の校舎の裏側、山側が非常に日差しも遮られるし、学校

のほうに非常に立木が覆いかぶさっていて、その落葉等で地面も湿気を帯びていま

すし、雨どいあたりにも落葉が詰まって、支障が出ているという話を聞いておりま

す。ちょうどその校舎と山の間には高圧電流のキュービクルの設備もありますし、

早急に対応をしていただきたいという校長先生の話でありましたけれども、来年度

そういった形で教育委員会のほうで対応していただくというのは非常にありがたい

と思います。 

それから、りんどうヶ丘小学校の防火シャッター、取りあえずはもし災害の場合

には作動するのであればいいんですけれども、やはり緊急の場合にそれで被害が拡

大するということがあってはいけませんので、このあたりも早急に業者の選定をし

て、改修に当たっていただけたらと思います。 

それと、３点目の中学校の分なんですが、これが中学校の体育館の裏側、秋葉山

側のちょうど山付きに結構大きな杉が何本か立っておりまして、それがもし緊急の

場合に倒木等があった場合は校舎や体育館に支障が出るのではないかということで、

地権者の方と話合いはしていただいているということでありますけれども、あそこ

も裏側が危険区域に入っているみたいで、以前も中学校はグラウンドののり面が崩

落して、グラウンドに土砂が流入するという事例も発生しております。体育館もそ

ういったのを見越して、秋葉山側には窓を設けずに、壁のほうでそういった事態に

備えて、ああいう体育館の造りになったかと思いますけれども、できれば町のほう

で伐採だけではなくて、もし可能であれば土地を購入して、そういった防護柵なり

をつくって、子供たちの安全または校舎体育館の長寿命化のためにそういった部分

を考えていただけたらなと思います。隣町は、宮原保育園の裏山のほうは安全対策

のために町がその山林を買い上げたという話を聞いております。やはり中学校はあ

そこ１校しかありませんので、これから先のことを考えれば、伐採だけではなくて、

土地を購入して、そういう安全対策まで考えていただけるように今後検討いただけ

ればと思います。 

それと、マラソン大会、これは、例えば各地域の旅館組合であったり、観光協会

であったり、そういった方々、そして中学生あたりもボランティアで今までは手伝

っていただいておりましたので、やはりそういう感染のリスクとかいうのを考えた

場合は、給水係じゃなくて、ペットボトルとか、そういった部分で、大会に関わる

人たちを少しでも減らして、そういうリスクを減らしていくということも非常に大

事かと思います。本当に一つの目玉である瀬の本高原マラソン大会がここ何年も開
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催ができていないというのは非常にマラソン大会を楽しみにされている全国の瀬の

本高原マラソンファンもいますので、そういった部分で、多少の経費がかかっても、

やはり参加者の安全と町民の安全を考えて、そういったリスクが少ないような大会

に今後もっていっていただけたらと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○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） ありがとうございます。 

すみません、中学校の裏は、私はまだ確認できておりませんでしたので、併せて

確認をさせていただきたいと思います。 

ちなみに、中原小学校の裏のところは、学校敷地の分の伐採といったことになる

と思います。ただ、植栽された方が不明といったところもございまして、学校側と、

あと後援会と併せて今調べていただいているのと、同意を取っていただくというと

ころまでは学校に今お願いをしているところで、そこが判明したところで伐採にい

きたいと考えております。 

中学校は、すみません、私がちゃんと把握できておりませんでした。その辺も踏

まえて、今後、検討、協議、議論を進めたいと思っております。 

それから、マラソン大会になりますが、昨年になりますが、担当のほうでアンケ

ートを取らせていただきました。以前の参加者の方にアンケートを取らせていただ

いて、やはり参加者の方々も開催を強く望むといった回答とかもあったので、本年、

令和４年には開催がどうにかできるように私たちとしても今後進めたいと思います

ので、御協力を皆さん方に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） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 中原小学校は、非常にあそこの裏山も危険地域に指定されてい

るということで、梅雨時期は山の土砂崩れと、あとは河川氾濫と、前と後ろから非

常に気を遣いますということで校長先生の話がありました。体育館側の校舎は全て

危険地域に入っておりますので、子供たちの避難は職員室の上の２階のみというこ

とで、非常に梅雨、台風の時期は先生方も心配をされておりますので、やはりそう

いった部分も含めて早めに対応をしていっていただけるように、また学校側とも協

議を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 後のほうですかね、７１ページからいきましょうか、すみま

せん。ドローンプロジェクトの委託料、これは令和元年から６５０万円、５９０万
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円、３６０万円、本年度も４２０万円、ＥＤＡＣとリアルグローブさんだと思いま

す。このドローンプロジェクト、 終的にどういう形を模索して委託をされている

のか。昨年でしたか、役場前から波居原への物販というか、物品の輸送実証実験み

たいなものをやられたと思うんですけれど、そういうことを町としても将来的にや

るがためにずっと予算をつけてやっていらっしゃるのか、もうちょっとまた違うも

のをイメージされているのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

それと、７３ページ、小国郷地域公共交通会議負担金４２６万４,０００円ある

と思いますけれど、これは多分にじバスの委託料等も入っているかと思うんですけ

れども、入っていなかったら、すみません。にじバスのことでお尋ねをしますけれ

ど、運行委託料プラス月額の収入見込みのマイナス分、いわゆる利用者負担がそこ

にいかなければその分を補填するような契約なりが入っていたと聞いたんですけれ

ど、見込み収入額、月どれぐらいの人数で幾らを見込んでいたのか、それを教えて

いただきたい。 

それと、７４ページです。タクシー利用費の助成ですけれど、利用者の拡大は、

私は一般質問でお願いしたところですけれども、そういうふうになっているのか、

それとも現行どおりなのか、以上３点を教えてください。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

まず、ドローンプロジェクトですけれども、今、活用としましては、通常時でい

きますと各種現地調査、工事現場並びに町有林やその他、本年度でいきますと公共

建物の老朽度調査で屋根の外観点検等に活用をしております。やはり第一義は、災

害時にいかに迅速に現地確認を行うか。現地の状況確認並びに写真撮影等を行って、

いかにそこを上げて災害復旧工事につなげるかというところも大変重要なことかと

思っています。また、そういった災害時に現地で撮影をしたデータをホームページ

の地図上にアップさせるシステムも導入しておりますので、そういったシステムも

活用しながら、災害時だけではなくて、あらゆる情報の収集等にも今後活用してい

くべく、今取組を進めているところでございます。まだまだ職員の操作についても

全体的な部分で研修は進めているんですが、まだ一部の職員での利用になっており

ますので、今後その利用拡大を図るとともに、やはり災害時を中心としながら様々

な部分での活用を進めていきたいと考えております。 終的には物資輸送とか、そ

ういったところにもつなげるような取組も進めていきたいところであるんですが、

今そういった物資輸送並びにドローンを使った測量とか、いろんなドローンを使っ

た取組が進んでいるんですが、機材が高価であることや、それにはまだまだ高度な

技術が必要であるというところを考えますと、また法整備もまだまだ自動運転には
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ハードルが高い部分がございますので、町での活用というのは先のほうになるかな

と思っておりますので、やはり日常業務で活用しながら、災害時には瞬時に使用で

きるような体制づくりを進めていきたいと考えております。 

続きまして、小国郷地域公共交通会議の負担金でございますけれども、こちらは、

議員御指摘のとおり、今年度は地域公共交通会議に関する事務の負担金プラス市街

地のバス（通称にじバス）の部分と小国郷ライナーの部分の委託料も含んでおりま

す。この委託料につきましては、実際運行に係る費用分から使用料収入を差し引く

わけですけれども、その使用料収入の見込みであるとか、そういった部分につきま

しては詳細な資料を今日持ち合わせがございませんので、後ほど提示するという形

でよろしゅうございますでしょうか。申し訳ございませんが、後ほど提示させてい

ただきたいと思います。 

続きまして、タクシー利用費助成事業補助金ですけれども、１２月の定例議会の

際に一般質問で佐藤議員から質問がございまして、利用拡充というところでござい

ますが、今回の予算につきましては、従来どおりの条件での使用を想定しまして、

予算を計上させていただいております。利用者拡充、免許を持たれている方にも交

付してはいかがかという提案がございました。そうした場合に、やはり持っていな

い方との公平性を保つための枚数をどうするかとか、あとはそういった需要がどれ

ぐらいあるのかとか、そういった部分を詰めるにはまだお時間をいただきたいと思

っております。まだまだ内部でも協議が必要でしょうし、また財政、その他関係部

署との協議を踏まえた上で取り組ませていただきたいと思いますので、もう少し検

討の時間をいただきたいと思っております。 

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） ドローンの活用のところですけれども、今、課長がおっしゃる

ように、災害対応だとか、そういう場合であれば、緊急性を要するのであれば、当

然複数名、１人じゃいかんということですから、複数名の方の技術取得、そういう

研修等をどんどんやるべきではないかと思うし、支援をしていただくということで、

この委託料が必要というのは十分分かるところですけれども、それ以上にやっぱり

職員の中で活用できるように、また機材に関しても町で準備できるようにすること

も必要じゃないかなと思うところです。じゃないと、いつまでたってもこのままお

願いしていて、必要なときに使えませんじゃ、また意味がない話になってくるかな

と思いますので、この辺はまた今後もう少し庁内で議論していただいて、役立つ、

当然今 新の機器でドローンですね、非常にこういう中山間地でも利活用が進んで

いますし、物資輸送にしてもそうですし、農林課が言っていました今年新しくやる
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ものが、森林資源の解析業務とか、こういうのも多分ドローンを使ってやられるん

でしょうけれども、そういう意味で 新技術でもありますので、ぜひそういう道具、

武器が使えて、この町の役に立つのであれば、もう少し一生懸命やられてもいいの

かなという思いをします。 

タクシー利用ですけれど、議論するのも大事ですけれど、じゃあ、７０歳以上の

方に取りあえず１０枚でも配布してみて、その動きを見ていただく。どれだけ公募

に対してあるのかないのかというのもやってみないと分からないところもあるのか

なと思うので、７０歳以上の高齢御夫婦でそういう世帯でも病院通院のときに自分

で運転していくよりもタクシーが使えたほうがいいと思うので、そういうところも

踏まえて、できれば本年下期にでも何か利用の拡大ができるように早期に検討して

いただきたいと思います。なおかつ、にじバスの利用促進をするためにも町内の運

行、５００円というよりも、もう少し下げるような負担で減額した形でタクシー利

用ができれば、もっとにじバスも利用が促進されるんじゃないかと思いますので、

併せてお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ドローンにつきましては、毎年職員向けに研修会を

行っております。新型コロナウイルスの影響でできない時期もございましたが、職

員向けに研修を開催しながら、何分職員の人事異動が伴うものですから、今使える

方が数名おられますけれども、数名ではなくて、数十名で、できれば多くの職員の

方に使える状況をつくり出したいと考えているところでございます。先ほど申し上

げた以外にも、実際リアルグローブ、委託先には小中学校でのドローン授業である

とか、あとは農林課も関係します有害鳥獣駆除に、この前、実証事業といいますか、

事業を行ったんですけれど、そのときはたまたま外気温が高くて、有害鳥獣との体

温差というのがなかなか温度センサーで感じられなかったものですから、事業的に

はうまくいかなかった面もございます。開催時期等もきちんと検討しなければいけ

ませんけれども、温度センターを使って、地表温度と体温を持っている有害鳥獣と

の差が出れば、有害鳥獣の位置がはっきりするというところで、やはりそういった

ところにもドローンを活用できるのではというところで進めておりますし、災害時

の物資輸送についてもリアルグローブが総務省の実証事業を受けたときに、やはり

うちとのこういうドローンの取組という協定も踏まえた上でうちの町にお声がかか

ったというところで、そういったところで実証事業も行っていくというところでい

きますと、そういった部分も踏まえて利用を促進していかなければならない。議員

のおっしゃるように、まずは職員の中での研修を深めて、様々な部分に利用いただ



－ 118 － 

くというところと、先ほどのシステムもＧＩＳ的な活用もありますので、そういっ

たシステムの改修とか、カスタマイズして利用しやすい状況もつくり出しながら取

組を進めてまいりたいと思っております。 

また、タクシー助成につきましては、議員の御意見も踏まえまして、またうちの

ほうでも内容を検討しながら、どういった部分がよりよい部分なのかというところ

も踏まえて検討させていただきたいと思います。なるべくでしたら議員の御要望ど

おりに御希望に添えるような事業にできればいいんですけれども、できない場合も

ございますので、そういったところは御了承いただきながら、よりよい方向に進め

てまいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） タクシー利用は、ぜひよろしくお願いします。 

ドローンに関してですけれど、振り返りながら、３番議員さんが一般質問で小国

高校の今後についても言われていたんですけれど、八代の高校かどこかが部活動と

してドローンの技術体験というか、そういうこともやられたような感じがしますの

で、せっかくであれば若い人たちにそういう技術、多分とりつきやすいでしょうし、

そういうところでうまく小国高校とも連携しながら、将来、町でドローン技術者と

して働いてもらうとか、もしくは起業していだだいて、それを町のほうで委託して、

いろんな形で活躍していただくとか、そういうことが可能じゃないかなと思います

ので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

あと、２点ほど、すみません、お願いします。 

９９ページで民生費の児童措置費のところで委託料で地域型保育給付委託料２４

０万円が、多分これは今年初めてではないかなと思います。これはどういうことな

のか教えていただきたい。 

それと、もう一つ、継続的に１２５ページの農林課のほうでペレットストーブの

購入補助が本年度も７５万円上がっております。多分補助１５万円の５台分だと思

いますけれども、当然再生可能エネルギーの利用促進を考えれば大事なところかと

思いますけれども、今までその補助事業を行ってきて、どれだけの設置が町内で行

われているのか、数字が分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、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。 

地域型保育給付委託料として２４０万円計上しております。内容としましては、

定員が１９名以下で０歳から２歳児を保育する施設、それを総称して地域型保育園

としております。町内に住所を有している御家庭で他市町村にある地域型保育園に
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預ける方、今現在、要望がございますので、その分で新規に予算を上げているとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） ペレットストーブの購入補助金についてなんですけれど

も、この補助金が平成２７年度から実施しております。令和３年度分まで含め、ペ

レットが２５台、薪ストーブが１４台、合計３９台となっております。 

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） 福祉課長、その保育施設、０歳から２歳児を面倒みてくれる保

育園というのはどちらにあるのか分かれば教えていただきたいです。 

どうでしょう、ペレットストーブですけれど、なかなか普及には至らないのかな

と思います。補助額のかさ増しも必要かなと思いますし、灯油、ガソリンが高騰し

ているところでいけば代替燃料としてはまた魅力的なのかもしれませんけれども、

そういうところでこの補助額の改定というものは考えていないのか、お願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） これは担当と昨日話をしたんですけれども、今現在言って

こられている予定の方が阿蘇管内ではないようなんです。この地域型保育園になる

名簿リストというのをまだ出しておりませんので、どこになるか分からないんです

けれども、阿蘇郡内にもあまりない形だと思います。またこのリストが出ましたら

お伝えしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） ペレットストーブの補助金の上乗せということなんです

けれども、この補助金の目的に関しましては、今、議員御指摘のとおりだと思って

おります。 

一方で、御指摘のとおり、ここ近年その利用者数というのが５台を下回る状況の

中で、過去にもこの補助金の上乗せに関しては検討したことがございましたが、阿

蘇管内他市町村の状況とかも踏まえた中でも補助金の上限というのが南小国町が

も高いという現状でした。 

また、一方で、御承知のとおり、温泉館の木質バイオマス、そういったところの、

今後、事業所等への普及という形をいかに進めていくかという観点、そういったと

ころも含め、また財源的なところも含めて、これが単純に単独費としてやっている

ものですから、財源的にも厳しい面もあるんですけれども、一つの意見として、今
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後の山林の活性化、適正な維持、そういうところを踏まえていく上においてはいろ

んなことを考えていく必要があると思っていますので、今後の検討とさせていただ

ければと思います。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかにありませんね。ほかに質疑はないですね。

ありますか。 

では、休憩といたします。２時４０分までです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時２４分 

再開 午後２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。 

その前に、まちづくり課長にお願いがあります。答弁のときには分かりやすく、

丁寧に短く答弁していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） はい、分かりやすく、短くいきたいと思います。 

先ほど佐藤議員から質問のありました中心市街地バス（にじバス）の件につきま

してお答えできなかった部分がありましたので、お答えさせていただきます。 

まず、本年度予算を計上している中で負担金としまして、交通会議分の事務関係

が１７万円、中心市街地バス運行費が２０４万３,８５８円、小国郷ライナー運行

費が２０４万９,１４６円、１,０００円未満切り上げで合計４２６万４,０００円

を計上しております。現在、実績としまして１月当たり運賃収入が２万９,２２０

円が平均となっております。本年度の契約でいきますと、１月当たり４６万５,０

００円が委託料となっておりまして、それから差引きとなっております。 終的に

は年度末で精算をして、両町に案分して返還されるというところでございます。 

令和４年度から小国郷地域公共交通会議からの支出というところを事務を委託し

まして、事務局を持っておられる小国町から一括で契約をして、小国町から支出を

するため、負担金という形で支出をすることとなりました。実際は満額で契約を行

って、それぞれの月に満額委託料として配当はしますけれども、それから運賃収入

が上がった部分を差し引いて委託先から請求をいただきますので、結局のところは

この負担金の中には差引き分として計上しているわけではございません。あくまで

満額分の両町負担のうち、南小国町分としてそれぞれのバスの負担金を計上させて

いただいております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ありがとうございました。ほかに質疑は。 
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３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 農林水産業費、１１４ページになりますが、農業次世代人材投

資事業補助金、今年度５名から２名に対象者が減るということで、３名が新たに補

助金が終わって自ら自立をしていくという形になりますけれども、やはりなかなか

自立をして生計を立てていくというところまではまだたどり着いていないのではな

いかと思われます。毎年その事業に対しての報告書は農林課に上がってきているか

と思いますけれども、農林課は、いろんな新たな補助事業であるとか、いろんな農

業者に対してのバックアップをしていただいておりますので、新たにこの補助事業

が終わる３名に対して、文字ベースではなくて、農林課のほうでいろんな補助事業

の内容であるとか、今後、町として手助けができる部分があれば、そういった部分

を直接その農業者の方に伝えていただければと思いますけれども、そういった考え

があるのかどうか、その点を１点と、２月から阿蘇郡市内各地で野焼きが行われて

おりますけれども、先週、野焼きで２名の方が火に巻き込まれて重症を負うという

事例も出ておりますし、また駐車場に駐めてあった車に火が燃え移って、車両の火

災が起きたという事例が起こっております。町内もかなりの面積の野焼きが行われ

ておりますけれども、またこの週末、来週あたりも野焼きが行われますけれども、

やはり防火帯の整備であるとか、そういった野焼きの被害を食い止めるために、今

後これは早めに対策を練っていかないと、やはり世界遺産を目指して今取り組んで

いる阿蘇の草原を維持していくにはかなり厳しい状況になってくるのではないかと

思いますけれども、今後、野焼き等に対して何かお考えがあれば、その２点、お伺

いできればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） まず、農業次世代の終了者に対してのサポートというこ

とで、御指摘のとおり、全くもってそのサポートというのは必然的なものであると

いうことは認識しております。これは、熊本県、実際、阿蘇地域振興局が受給期間

中の 低でも年１回、それ以外の部分も含めてもあると思うんですが、そのサポー

ト体制にも入られて、その補助金を受給していたんですけれども、やっぱりなかな

か自立してやっていくには非常に厳しいという面も含めて、また補助金の活用、よ

くあるのが、その補助金がどういったものがあるのか一覧表にしてくれという形で、

まちづくり課から、今、補助金の一覧表を出されていますけれども、なかなか分か

りにくいというか、実際の活用において概略的な部分しか記載をしておりませんの

で、全部を記載すると何十ページにもわたってきますので、なかなか分からないと

思います。いろんな場で申し上げているのが、逆に何がしたいのかというところを

教えていただけるといろんなメニューをこちらから提案させていただくというとこ
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ろで御紹介を差し上げているところです。 

一方で、農林業担い手補助金というものを昨年度から創設しまして、この補助金

要綱自体もまだまだ利用者からの声というのを反映させるべきところというのが

多々あると思っています。そういったところを踏まえていろいろ改善をしていきた

い、できる限り使いやすいところを考えていきたいというところも思っています。

いずれにしましても、サポート体制というのは、今までになく、より一層必要なこ

とだと思っていますので、いろんな御意見をいただきながら、できる範囲において

できる限りやっていきたいと思っております。 

また、野焼きにおける防火帯の設置ということですけれども、これは以前より一

般質問の中でも上がっている案件だと思います。ただ、防火帯の設置に要する費用

というのが、以前にも申し上げましたけれども、億単位でかかるという場合もあり、

それは阿蘇市境だけの話なんですけれども、同様に考えれば町内における各牧野間

の境界においても要望としては上がってくる可能性というのもあります。そういっ

た費用を考えるとなかなか厳しい面もありながらも、ある牧野組合においては、毎

年、防火帯の設置を中山間地等を利用してつくっているという現状もある中で、根

本的に人材不足、そういったところがあり、そういう中の一つの解決策として、昨

年１,９００万円程度の機械のデモ、そういったものもやったんですけれども、や

はり何らかの団体が行うスマート化、機械化という部分なんですけれども、そうい

ったところが必然な将来になるのではないかと思っています。今すぐ答えが出せる

わけではないんですけれども、永続して続けていく必要な野焼きをいかにやってい

くかというのは、より一層考えていく必要があると思っています。明確にこの場で

これをやりますとはなかなか言えない部分があるんですけれども、そう考えており

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ありがとうございます。 

今、課長言われたように、後継者もいろんな夢を持っています。例えば、新たに

施設園芸を始めたいとか、機械を導入したいとか、いろんな意思がある中で、それ

がどういう補助事業に合致するのか、そういった部分も私もこういった場で話は聞

くんですけれども、やはり又聞きで話をするよりも、直接そういう後継者とヒアリ

ングをしていただいて、例えばそういう事業をするにはこういう補助金を活用する

方法もありますよとか、新たにそういう事業を始めるのであれば、町としては新た

にそういうどこからか補助事業を見つけていただいたりとか、そういうアドバイス

がやはり若い後継者には非常に大きな力になると思いますので、できればこの３人
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をはじめ、そういう若い農業者の今後の夢であったりとか希望、その中で 大限の

補助、バックアップができるような何かそういう場を設けていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

また、野焼きも、本当に言われるように、これは人がいないとできないものであ

りまして、やはりどうしても人を集めるには週末に野焼きが集中してしまうと。そ

の中で、先週、野焼きの飛火で火災も発生して、それが町内の消防団員も野焼きに

参加していて、全ての分団が出動して、その消火に当たるという状況になってきて

いますので、これはどうにか延焼を防ぐような、安全に野焼きが行えるような、そ

ういう体制をつくっていかないと、今、野焼きボランティアあたりの方に参加をし

ていただいて、野焼きを行っている組合もかなりの数あります。こういった危険を

伴うのであれば、やはりボランティアも二の足を踏んでしまう状況になれば、野焼

きを維持していくというのは非常に難しい状況になってくるかと思いますので、そ

ういった安全面を考慮して何か手立てが行えるような方策を町のほうでも十分検討

していただいて、安全に、そして本当に１０００年後、阿蘇の草原が維持できるよ

うな野焼きを維持していけるように何かいろんな方策を考えていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） すみません、ありがとうございます。先ほどの答弁の中

で安全面に関してだけ答弁が抜けておりましたので、発言させていただきます。 

御承知のとおり、昨年、南小国町内でも野焼き時における事故が発生し、御指摘

のような案件も今年度発生しているという状況の中で、一般的に見られますのが、

熟練者の方がやけどを負ったりとか、そういったことが多い傾向が見受けられると。

これは町内だけではなく、他市町村においてもそうなんですけれども、そういった

方々に対して、いかに安全面に対しての周知、そういったものができるかというと

ころを考えていかなければならないと思っています。逆に言いますと、ボランティ

アの方のほうが、どちらかというと、全てではございませんけれども、非常に気を

つけられているという場合も見受けられるかと思いますし、地元牧野においても若

い方のほうが、逆に言うと、怖いから火付けとかができない、もしくはちょっと離

れたところから見られるという傾向も見受けられますので、いろんな講習会だった

りとか、そういったところも実際的に実施していく必要もあるのではないかという

ところも思っております。 

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。 
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○３番（井野和哉君） 課長おっしゃるとおり、熟練の方が被害に遭うというのは、確

かに知っているからこそある程度無理をするという部分があるんですよね。やはり

日にちが決まっていますし、また時間が押し迫ってくれば、その日のうちに野焼き

を終了させないといけないということで、 前線で作業を行うというのはベテラン

の方が 前線でそういった火付け、また消火の活動を行うというのはどこの牧野も

そうだと思います。これはどんなに熟練の方がやっても、風向き一つで火の勢いが

変わりますし、その原野の傾斜で火の勢いとかも全然変わってきますので、これは

ある面は気をつけていても、やっぱり被害に遭うときは遭うのかなと。ただ、言わ

れたように、日頃からのそういう安全講習であるとか、そういった部分も定期的に

行っていくのも必要かと思いますので、野焼きの前に、例えばチラシを１枚配って、

こういう被害を受けないように注意しましょうということじゃなくて、日頃そうい

う広報活動といいますか、そういった部分も行いながら、被害が出ないように野焼

きを行える方法を考えていただければと思います。 

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。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。 

［「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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第４号、令和４年度南小国町一般会計予算書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３ 議案第５号 令和４年度南小国町国民健康保険特別会計予算書 

日程第４ 議案第６号 令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計予算書 

○議長（平野昭夫君） 日程第３、議案第５号、令和４年度南小国町国民健康保険特別
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会計予算書を議題といたしますが、議案第５号と議案第６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、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、異議なしと認め、議案第５号、令和４年度南小国町

国民健康保険特別会計予算書、議案第６号、令和４年度南小国町後期高齢者医療特

別会計予算書は、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５号、令和４年度南小国町国民健康保険特別会計予算書、

議案第６号、令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計予算書については、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５号、令和４年度南小国町国民健康保険特別会計予

算書。 

次のページをお願いします。令和４年度南小国町の国民健康保険特別会計予算は、

次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億６,８６４万９,０００円

と定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

８ページをお願いします。歳入でございます。 

国民健康保険税、国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税です。本年度９,

４６１万５,０００円を計上し、前年度比５３万３,０００円の増額でございます。

主な内容としましては、収納率の向上によるものです。 

次のページをお願いします。使用料及び手数料、手数料、督促手数料です。本年

度５万円計上いたしまして、前年度と同額でございます。 

１０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。本

年度４億１,０４４万６,０００円を計上しており、前年度比２,５１７万１,０００

円の減額でございます。内容としましては、普通交付税につきまして被保険者数の

減少により減額、特別交付税につきましては、医療費の伸びにより、昨年ありまし

た医療費インセンティブの項目が今年度は該当にならなかったことによるものです。 

１１ページをお願いします。財産収入、財産運用収入、基金運用収入です。本年

度１万円計上しております。昨年まで預金利子を諸収入に計上しておりましたが、

本来この費目で計上すべきであり、令和４年度より計上しているものになります。 

次のページをお願いします。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金です。４,
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０６３万３,０００円を本年度計上させていただいておりまして、前年度比４１３

万９,０００円の減額になります。内容としましては、被保険者数の減に伴う減額

でございます。 

１３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。本年度１,１８４万３,０００円を計上しておりまして、前年度比１,０９７万

２,０００円の減額でございます。内容としましては、被保険者数の減少等による

ものです。これにより、予算ベースでの基金残高は７,０４５万７４２円となりま

す。数字で申し上げますと、７０４５０７４２となります。 

次のページをお願いします。繰越金、繰越金です。本年度１,０００万円計上し

ておりまして、前年度と同額でございます。 

１５ページをお願いします。諸収入、延滞金及び過料、延滞金です。本年度１０

０万円を計上しております。前年度と同額でございます。 

次のページをお願いします。諸収入、雑入です。本年度５万２,０００円を計上

しておりまして、前年と同額でございます。 

１７ページをお願いします。諸収入、預金利子です。本年度０円、前年度比較１

万円の減額で、こちらは廃項でございます。 

１８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。本年度３０７万６,０００円を計上して

おりまして、前年度比２２万８,０００円の増額です。主なものとしましては、委

託料の制度改正に伴う既存自庁システム改修委託料の増額です。今年度は、子供の

均等割に係る減額措置の導入におけるシステム改修を行う予定です。 

続きまして、連合会負担金です。本年度５３万４,０００円を計上し、前年度比

１万円の減額です。内容としましては、広報共同事業としてテレビコマーシャルの

費用など、連合会への支払いの金額となります。 

１９ページをお願いします。総務費、運営協議会費、運営協議会費です。本年度

２４万２,０００円を計上し、前年度と同額でございます。 

次のページをお願いします。保険給付費、療養諸費、一般被保険者等療養給付費

です。本年度３億３,８８７万３,０００円を計上し、１,９４８万７,０００円の減

額でございます。前年度の実績を基に算出し、減額となっております。 

続きまして、一般被保険者療養費です。本年度２４６万５,０００円を計上し、

２１万９,０００円の減額でございます。こちらも前年度の実績を基に算出し、減

額となっております。 

続きまして、審査支払手数料です。本年度１１０万２,０００円を計上し、前年

度と同額の計上となっております。 
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２１ページをお願いします。保険給付費、高額療養費、一般被保険者高額療養費

です。本年度５,５１９万円を計上し、前年度比３２１万円の減額でございます。

前年度の実績を基に算出し、減額となっております。 

続きまして、一般被保険者高額介護合算療養費です。本年度５万円を計上し、前

年度と同額の計上となっております。 

次のページをお願いします。保険給付費、出産育児諸費、出産育児一時金です。

本年度２５２万円を計上し、前年度と同額計上でございます。 

２３ページをお願いします。保険給付費、葬祭諸費、葬祭費です。本年度２０万

円を計上し、前年と同額でございます。 

次のページをお願いします。国民健康保険事業費納付金、医療給付費分、一般被

保険者医療給付費分です。本年度１億６８６万８,０００円を計上し、前年度比４

６０万円の減額でございます。内容としましては、こちらは県が示す金額になりま

す。 

続きまして、退職被保険者等医療給付費分です。こちら本年度４,０００円の計

上で、前年度比６,０００円の減額でございます。こちらも県が示しておられる金

額になります。 

２５ページをお願いします。国民健康保険事業費納付金、後期高齢者支援金等分、

一般被保険者後期高齢者支援金等分です。本年度２,８７４万７,０００円を計上し、

前年度比４７９万３,０００円の減額でございます。内容としましては、県で示さ

れた金額になります。 

次のページをお願いします。国民健康保険事業費納付金、介護納付金分です。本

年度１,１７０万６,０００円を計上し、２６４万円の減額でございます。こちらも

県の示した金額になります。 

２７ページをお願いします。保健事業費、特定健康診査等事業費です。本年度６

１０万円を計上し、前年度比５万８,０００円の減額でございます。主なものとし

ましては、委託料の特定健診及び人間ドックの実績に伴う減額でございます。 

次のページをお願いします。保健事業費、保健衛生普及費です。本年度４９６万

２,０００円を計上し、４万６,０００円の増額でございます。主なものとしまして

は、会計年度任用職員の報酬、手当、社会保険料等での増額でございます。 

２９ページをお願いします。基金積立金、準備基金積立金です。本年度５０１万

円を計上しておりまして、前年度と同額であります。 

次のページをお願いします。諸支出金、償還金及び還付加算金、一般被保険者保

険税還付金です。本年度１００万円を計上し、前年度と同額でございます。 

３１ページをお願いします。予備費、予備費です。５００万円の減額で、こちら
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廃款でございます。 

以上でございます。 

続きまして、議案第６号、令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計予算書を

お願いします。 

１ページをお願いします。令和４年度南小国町の後期高齢者医療特別会計予算は、

次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６,９２６万７,０００円と定

める。 

令和４年３月８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。 

後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料、特別徴収保険料です。本年度３,

４８９万６,０００円を計上し、前年度比２３０万８,０００円の増額でございます。

広域連合が示した金額に当初は全体の８割で計上しております。 

続きまして、普通徴収保険料です。８８２万４,０００円を本年度計上しまして、

前年度比６７万５,０００円の増額でございます。こちらは、示された額に当初は

全体の２割で計上となります。滞納繰越分が増えておりますが、前年度は１,００

０円の計上とさせていただいておりましたが、今年度より実績に伴った金額計上と

させていただいているものです。 

７ページをお願いします。使用料及び手数料、手数料、督促手数料です。本年度

５,０００円、前年度と同額でございます。 

次のページをお願いします。繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金です。１０

１万８,０００円を本年度計上させていただきまして、前年度比７万７,０００円の

増額でございます。こちらは、広域連合の示した金額となります。 

続きまして、保険基盤安定繰入金です。２,０８２万６,０００円を本年度計上さ

せていただいています。前年度比１２９万６,０００円の増額でございます。こち

らも広域連合の示した金額になります。 

９ページをお願いします。諸収入、延滞金及び過料、延滞金です。１,０００円

を本年度計上させていただいて、こちらは前年度と同額でございます。 

続きまして、過料です。こちらも本年度１,０００円を計上させていただいて、

前年度と同額でございます。 

次のページをお願いします。諸収入、償還金及び還付加算金、保険料還付金です。

本年度５万円を計上させていただいて、前年度比４万９,０００円の増額でござい

ます。前年度は１,０００円の計上とさせていただいておりましたが、本年度より

実績に伴う計上とさせていただいたものです。 
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続きまして、還付加算金です。こちらは、本年度１,０００円計上させていただ

いておりまして、前年度と同額でございます。 

１１ページをお願いします。諸収入、受託事業収入、後期高齢者医療広域連合受

託事業収入です。本年度３６４万３,０００円を計上させていただいて、前年度比

４３万６,０００円の増額です。内容としましては、実績に沿った医科健診、歯科

健診分の見込額でございます。 

次のページをお願いします。諸収入、雑入、雑入です。本年度１,０００円を計

上させていただいて、前年度と同額でございます。 

１３ページをお願いします。繰越金、繰越金です。本年度１,０００円を計上さ

せていただいて、前年度と同額でございます。 

次の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。本年度９０万５,０００円を計上させて

いただいて、前年度比３７万５,０００円の増額です。主なものとしましては、プ

リンターのトナーカートリッジの購入費用と令和４年１０月からの２割負担新設に

伴う保険証の郵送代増額によるものです。 

１５ページをお願いします。後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広

域連合納付金です。本年度６,４５４万７,０００円を計上させていただいておりま

して、前年度比４１８万１,０００円の増額になります。広域連合が示した金額に

なります。 

次のページをお願いします。保健事業費、健康保持増進事業費、健康診査費です。

本年度３７６万３,０００円を計上させていただいて、前年度比４８万５,０００円

の増額になります。主なものとしましては、医科健診、歯科健診の受診者見込み増

を見越した広域連合から提示された見込みによる委託料とデータ管理手数料の増額

になります。 

１７ページをお願いします。諸支出金、償還金及び還付加算金、保険料還付金で

す。本年度５万円計上させていただいておりまして、前年度と同額でございます。 

続きまして、還付加算金です。こちら本年度１,０００円を計上させていただい

て、こちらも前年度と同額でございます。 

次のページをお願いします。諸支出金、繰出金、他会計繰出金です。本年度１,

０００円を計上させていただいて、前年度と同額でございます。 

１９ページをお願いします。予備費、予備費です。２０万円の減額で、こちらは

廃款でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 
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はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 国民健康保険の１９ページ、運営協議会費、こちら運営委員の

人数を教えてください。 

それから、２２ページの保険給付費の中で出産育児一時金、こちらは１人当たり

幾らの交付になるのか、その単価を教えていただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 御質問にお答えいたします。 

運営協議会の人数は、６名でございます。 

出産育児一時金の金額は、お一人４２万円になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） １人当たり４２万円の一時支給ということでありますけれども、

大体この金額ぐらいで、今、出産は賄えているんでしょうか。 

それと、阿蘇郡市内に産婦人科の専門がなくなってしばらくたちますけれども、

例えば地域医療センターなり小国の公立病院あたり産婦人科を設置するような動き

があるのか、他郡市からそういった意見が出ているのか、その点も伺えればと思い

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ４２万円の出産育児一時金につきましては、ほとんどの方

が産科のほうで事前に契約をされて、精算まで済まされている状況です。 

また、産科のことにつきましては、今、阿蘇圏域ではどこかに新たに新設される

といったお話は私のほうでは聞いておりません。また、それをどういうふうにとい

う形でのお話合いも現時点では行われていない状況です。 

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） 妊娠初期中期あたりまでは１時間半かけて診療に行ってもそこ

まで心配はないのかなと思いますけれども、出産直前あたりになって、また出産と

いう状況になった場合に、近くても大津または日田市内までの移動というのは、や

はり妊婦にとってはかなりの負担だと思います。また、その家族も病院に行くまで

気が気ではないのではないかと思います。できれば安心して出産ができるように近

い病院にそういう産科を設けるというのが、今後安心して出産をしていく、または

子供を増やしていくという中では必要なことではないかと思いますので、やはりこ

れは何かの機会に議題に上げていただいて、近くの病院で出産ができる体制を整え

ていけるように今後検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ただいまおっしゃられたとおり、産科がないということは、本

当に地元に住む若い女性にとって、非常に不安、また住む選択肢の中から排除され

てしまう可能性も十分ございますので、そういったところは近隣の首長とはその危

機感は共有しているところでございます。逐次、熊本県健康福祉部だったりとか、

そういったところとそういったところの情報、また課題感を共有しながら、また首

長も一体となって多分動かなくてはいけない部分だろうと思いますし、また県議の

お力もいただきながら動いてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。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） 教えていただきたいんですけれど、後期高齢者医療の負担金が

３割というのが出ておりますけれど、これは全員３割負担になったんでしょうか、

それとも２割と３割があるのか、あるとしたらその基準はどういう基準で査定され

ているのかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） 町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 御説明が不足して、申し訳ありません。 

１０月から、今までは１割か３割負担でお願いしていたのですが、そこに２割負

担という区分が新たに加わります。こちらにつきましては、窓口負担割合をおおむ

ねこの流れで判定いたしますというものは町にも届いております。そちらをもとに

試算する形になってくるかとは思うんですが、 終的には金額につきまして年度が

明けましてから、はっきり周知という形になってくるかと思われます。 

一度１１月の時点で試算をさせていただいているんですが、おおむね新たに２割

負担となられる方が１１月現在では６％ぐらいかなというところでございました。

あくまでこの時点での数字でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 新たな制度でございます。ただ、１割負担、２割負担、３割負

担の基準というのは当然所得か何かと思いますけれど、もし分かればその基準一覧

表でもあればと思っております。 

それと、マイナンバーカードが保険証の代わりに使えるかと思いますけれど、今

後の見通しをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 現時点で私が手元に持っておりますのは案の段階でござい
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ますので、後期高齢者医療制度に関する窓口負担の分につきましては、はっきりい

たしましたら広報等で周知を早めにさせていただくつもりでおります。 

また、マイナンバーカードが保険証として使えるかどうかというところにつきま

しては、国保医療とも併せまして、今どこでどれだけ使えるかという情報を収集し

ているところでございます。こちらもある程度近いところから利用できる医療機関、

薬局、またちょっと離れた大きい病院、そういったところがきちんと把握ができて、

まとめて御提示ができたらと思っておりますので、すみませんが、もうしばらくお

待ちください。 

以上です。 

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

せんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第５号、令和４年度南小国町国民健康保険特別会計予算書の原案に賛成の方

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６号、令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計予算書の

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。 

本日は、これにて延会といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後３時３３分  
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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。本日も、会議規則第２条の規定により、

５番、矢津田道夫議員と９番、森永一美議員から欠席届が提出されておりますので、

出席議員は８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４年

第１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、６番、下城孔志郎議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第７号 令和４年度南小国町介護保険特別会計予算書 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、議案第７号、令和４年度南小国町介護保険特別会計

予算書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７号、令和４年度南小国町介護保険特別会計予算書につ

いては、福祉課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） 福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 議案第７号、令和４年度南小国町介護保険特別会計予算書。 

１ページをお願いいたします。令和４年度南小国町の介護保険特別会計予算は、

次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億５,９１６万９,０００円

と定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

８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。本年度１億４２２万１,００

０円を計上し、前年比４６万６,０００円の増額でございます。主なものとしまし

ては、予定保険料額に収納率９８.８％を掛け、現年度分特別徴収保険料を９２.

５％分、普通徴収保険料を７.５％とし、計上しております。 

９ページをお願いいたします。使用料及び手数料、手数料、督促手数料です。本

年度１,０００円を計上し、前年比同額でございます。督促手数料でございます。 
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次のページをお願いいたします。国庫支出金、国庫負担金、介護給付費負担金で

す。本年度１億１,３１３万８,０００円を計上し、前年比５２７万４,０００円の

増額でございます。内容としましては、介護サービス給付費に係る国からの負担分

です。 

１１ページをお願いいたします。国庫支出金、国庫補助金、調整交付金です。本

年度５,５７０万円を計上し、前年比２５０万１,０００円の増額でございます。内

容としましては、保険給付費全体の約９％を計上しております。 

続きまして、保険者機能強化推進交付金です。本年度７６万２,０００円を計上

し、前年比同額でございます。内容としましては、昨年の実績により計上しており

ます。 

続きまして、保険者努力支援交付金です。本年度８２万９,０００円を計上し、

前年比同額でございます。内容としましては、保険者努力分に対する交付金を計上

しております。 

続きまして、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。本

年度４７２万１,０００円を計上し、前年比５万４,０００円の減額でございます。

内容としましては、介護予防サービス費の費用に係る２５％を計上しております。 

続きまして、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）。本

年度４２４万６,０００円を計上し、前年比２６７万円の減額でございます。内容

としましては、包括的支援事業に係る費用の３８.５％を計上しております。 

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、介護給付費

交付金です。本年度１億６,７１０万円を計上し、前年比７５０万３,０００円の増

額でございます。内容としましては、保険給付費全体の２７％を計上しております。 

続きまして、地域支援事業支援交付金です。本年度５０９万８,０００円を計上

し、前年比６万円の減額でございます。内容としましては、介護予防サービス費の

費用に係る２７％を計上しております。 

１３ページをお願いいたします。県支出金、県負担金、介護給付費負担金です。

本年度８,８００万円を計上し、前年比３７５万７,０００円の増額でございます。

内容としましては、保険給付費に係る県からの負担分を計上しております。 

次のページをお願いいたします。県補助金、介護保険低所得者対策事業費補助金

です。本年度１１万７,０００円を計上し、前年比同額でございます。内容としま

しては、社会福祉法人がサービス費の軽減をした場合の町の補助分となっておりま

す。 

続きまして、地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、本年度

２３６万円を計上し、前年比２万８,０００円の減額でございます。内容としまし
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ては、介護予防サービス費の費用に係る１２.５％を計上しております。 

続きまして、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）。本

年度２１２万２,０００円を計上し、前年比１３３万５,０００円の減額でございま

す。内容としましては、包括的支援事業の費用に係る１９.２５％を計上しており

ます。 

１５ページをお願いいたします。財産収入、財産運用収入、利子及び配当金です。

本年度１,０００円を計上し、前年比と同額でございます。介護給付費準備基金利

子でございます。 

次のページをお願いいたします。繰入金、一般会計繰入金、介護給付費繰入金で

す。本年度７,７３６万１,０００円を計上し、前年比３４７万４,０００円の増額

でございます。内容としましては、保険給付費の１２.５％を計上しております。 

続きまして、低所得者保険料軽減繰入金です。本年度８７８万２,０００円を計

上し、前年比１４万６,０００円の増額でございます。内容としましては、保険料

軽減分に対する繰入金を計上しております。 

続きまして、その他一般会計繰入金。本年度６８１万６,０００円を計上し、前

年比９４万８,０００円の増額でございます。内容としましては、事務費繰入金を

計上しております。 

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）。本年度

２３６万３,０００円を計上し、前年比２万７,０００円の減額でございます。内容

としましては、介護予防サービス費の費用に係る町持ち出し分１２.５％を計上し

ております。 

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以外）。本

年度２１２万７,０００円を計上し、前年比１３３万４,０００円の減額でございま

す。内容としましては、包括的支援事業の費用に係る町持ち出し分１９.２５％を

計上しております。 

１７ページをお願いいたします。基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金です。

本年度１,００７万５,０００円を計上し、前年比３０２万３,０００円の増額でご

ざいます。内容としましては、保険財政不足分等を計上しております。これにより、

予算ベースでの基金残高は３,５８９万６,４５９円でございます。数字で申し上げ

ますと、３５８９６４５９でございます。 

次のページをお願いいたします。繰越金、繰越金、繰越金です。本年度１,００

０円を計上し、前年と同額でございます。 

１９ページをお願いいたします。諸収入、延滞金加算金及び過料、第１号被保険

者延滞金です。本年度１,０００円を計上し、前年と同額でございます。 
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次のページをお願いいたします。雑入、雑入。本年度６２万５,０００円を計上

し、前年比１４万４,０００円の減額でございます。主なものとしましては、介護

予防教室の入浴、昼食代の実費分を計上しております。 

２１ページをお願いいたします。予防給付費収入、介護予防サービス計画費収入

です。本年度２６０万２,０００円を計上し、前年比７２万円の増額でございます。

主なものとしましては、地域包括支援センターのケアプラン作成料を計上しており

ます。 

次のページをお願いいたします。歳出でございます。 

総務費、総務管理費、一般管理費です。本年度２１８万８,０００円を計上し、

前年比１１１万２,０００円の増額でございます。主なものとしましては、委託料

の在宅介護実態調査・日常生活圏域ニーズ調査に係る業務委託料につきましては、

令和５年度介護保険事業計画策定に向けてニーズ調査及び実態調査のアンケートを

行う予定ですので、７４万６,０００円の計上をしております。 

次のページをお願いいたします。介護認定審査会費、介護認定審査会費です。本

年度２０２万８,０００円を計上し、前年比１６万円の減額でございます。内容と

しましては、阿蘇広域での介護認定審査会負担金を計上しております。 

続きまして、認定調査等費です。本年度２００万８,０００円を計上し、前年比

８万円の減額でございます。主なものとしましては、需用費の燃料費を減額してお

ります。認定調査の更新の期間が延びたことなどからの理由でございます。 

次のページをお願いいたします。保険給付費、介護サービス等諸費、介護サービ

ス等諸費です。本年度５億６,８１４万円を計上し、前年比２,６３４万６,０００

円の増額でございます。内容としましては、３年間の実績からの推計額で計上をし

ております。 

２５ページをお願いいたします。介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給

付費です。本年度６４８万９,０００円を計上し、前年比１４万４,０００円の減額

でございます。内容としましては、３年間の実績からの推計額を計上しております。 

次のページをお願いいたします。その他諸費、審査支払手数料です。本年度７８

万円を計上し、前年比２０万円の増額でございます。内容としましては、国保連合

会への手数料支払い分を計上しております。 

続きまして、介護給付費請求書電算処理システム料でございます。本年度６万２,

０００円を計上し、前年比１万円の減額でございます。内容としましては、こちら

も請求チェック等に係る国保連合会への手数料支払い分の計上でございます。 

２７ページをお願いいたします。高額介護サービス等費、高額介護サービス費で

す。本年度１,３９０万円を計上し、前年比１６９万５,０００円の増額でございま
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す。内容としましては、自己負担分を超えた額の見込みを計上しております。 

続きまして、高額介護予防サービス費です。本年度１万２,０００円を計上し、

前年と同額でございます。内容としましては、要支援者の自己負担分を超えた額の

見込みを計上しております。 

次のページをお願いいたします。高額医療合算介護サービス等費、高額医療合算

介護サービス費です。本年度２０４万円を計上し、前年比１万５,０００円の減額

でございます。内容としましては、介護と医療の自己負担分を合算し、限度額を超

えた額の見込みを計上しております。 

続きまして、高額医療合算介護予防サービス費です。本年度３万２,０００円を

計上し、前年と同額でございます。こちらも要支援者の合算分の限度額を超えた額

の見込みを計上しております。 

２９ページをお願いいたします。特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護

サービス費です。本年度２,７７８万９,０００円を計上し、前年と同額でございま

す。内容としましては、施設入所者の部屋代、食事代の減額分を計上しております。 

次のページをお願いいたします。基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金

積立金です。本年度１,０００円を計上し、前年と同額でございます。内容としま

しては、預金利子分でございます。 

３１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、

総合相談事業費です。本年度８３７万２,０００円を計上し、前年比６０１万３,０

００円の減額でございます。主なものとしましては、１８節、負担金補助及び交付

金の出向職員負担金でございますが、社会福祉協議会からの地域包括支援センター

への出向職員１名が令和４年度より社会福祉協議会へ戻るため、減額となっており

ます。 

次のページをお願いいたします。権利擁護事業費です。本年度７１万２,０００

円を計上し、前年比２１万６,０００円の減額でございます。主なものとしまして

は、負担金補助及び交付金の成年後見制度利用支援事業助成金を昨年までの実績に

より減額しております。 

続きまして、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費です。本年度１１万７,

０００円を計上し、前年比５,０００円の減額でございます。内容としましては、

地域包括支援センター運営協議会に係るものでございます。 

続きまして、任意事業費です。本年度８２万６,０００円を計上し、前年比１万

１,０００円の減額でございます。主なものとしましては、需用費の消耗品費の減

額でございます。 

続きまして、在宅医療・介護連携推進事業費です。本年度６６万４,０００円を
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計上し、前年比２,０００円の減額でございます。主なものとしましては、負担金

補助及び交付金の阿蘇圏域在宅医療・介護連携推進事業負担金の町負担分が２,０

００円減額となっております。 

続きまして、生活支援体制整備事業費です。本年度７５万３,０００円を計上し、

前年比５万８,０００円の減額でございます。内容としましては、委託料の生活支

援コーディネーター業務を社会福祉協議会に委託するものでございます。 

認知症総合支援事業費。本年度１９４万３,０００円を計上し、前年比３万１,０

００円の増額でございます。主なものとしましては、パートタイム会計年度任用職

員の昇給に係る増額でございます。 

３３ページをお願いいたします。下のほうです。続きまして、地域ケア会議推進

事業費です。本年度２９万２,０００円を計上し、前年比６万円の増額でございま

す。内容としましては、報償費の地域ケア会議報償金でございますが、令和４年度

よりメンバーに医師が加わることになり、増額をしております。 

次のページをお願いいたします。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。本年度１,２１２万８,０００円を計上し、前年

比４１万３,０００円の減額でございます。主なものとしましては、負担金補助及

び交付金の第１号通所事業費でございますが、要支援の方のデイサービス利用の見

込み量の減による減額となっております。 

続きまして、介護予防ケアマネジメント事業費です。本年度１２７万３,０００

円を計上し、前年比３３万２,０００円の増額でございます。内容としましては、

委託料の増額でございますが、通常包括センターが作成するケアプランを施設等に

委託する場合の予算計上となっております。 

続きまして、総合事業費精算金です。本年度１９万６,０００円を計上し、前年

と同額でございます。内容としましては、住所地特例者が他町村でサービスを利用

した場合に、他町村が一時的に立て替えた費用の精算金でございます。 

３５ページをお願いいたします。一般介護予防事業費、一般介護予防事業費です。

本年度６１８万円を計上し、前年比１万円の増額でございます。主なものとしまし

ては、１２節、委託料の介護予防普及啓発事業委託料でございますが、内容としま

しては、元気アップ教室等をくまもと健康支援研究所に委託するための予算計上で

ございます。 

次のページをお願いいたします。その他諸費、審査支払手数料です。本年度４万

１,０００円を計上し、前年比１,０００円の増額でございます。内容としましては、

国保連合会への手数料支払い分を計上しております。 

続きまして、総合事業保険者事務共同処理手数料です。本年度３,０００円を計
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上し、昨年と同額でございます。内容としましては、こちらも請求チェック等に係

る国保連合会への手数料支払い分の計上でございます。 

３７ページをお願いいたします。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金です。

本年度２０万円を計上し、前年と同様でございます。内容としましては、過年度分

介護保険料の過納が生じた場合等の還付金として計上をしております。 

次のページをお願いいたします。予備費です。予備費でございますが、５０万円

の減額で、廃款となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） まず、２２ページの在宅介護実態調査・日常生活圏域ニーズ調

査に係る業務委託料ということで、こちらの調査方法としては町の職員が調査に当

たる形になるんでしょうか、それとも何か調査員のような方を任命して調査をする

のか、それとも各戸に郵送して実態の調査を行うのか、その調査の内容を教えてい

ただきたいと思います。 

もう１点は、居宅介護並びに施設介護のサービスの給付金が増額になっておりま

して、通所の経費は減額になっております。昨年度から要支援、要介護、どのよう

な変動があったのか。昨年の資料によると要支援、要介護合わせて３４６名という

数字が出ておりますけれども、その数字がどのように変更になっているのか分かれ

ば教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、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。 

ニーズ調査のほうでございますけれども、こちらは一応郵送で行うようにしてお

ります。その上の役務費の通信運搬費の中にそのあたりの金額が含まれております。 

もう一つの要介護、要支援の人数の割合ですけれども、各数字はありますけれど

も、今、合計をしておりませんが、現在やはり要介護のほうに移る方が少しずつ増

えてきております。そこで金額が上がってくるという傾向にはございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） こういうコロナの状況下でなかなか要介護、要支援、通所もで

きないような方もおられると思いますし、健康体操であるとか、いろんな健康維持

のための取組も十分できない状況ではあると思いますけれども、できるだけ介護度

が進まないような方策を今後十分検討していただいて、少しでも経費の削減に努め

られるようにお願いをしたいと思います。 
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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） ありがとうございます。 

確かに今コロナで健康教室等をなかなか開けることができないのと、福祉課が持

っている３施設の元気プラザとかその辺を閉めることがありますので、今ケーブル

テレビのほうでいろんな体操の種類を増やして放送等もしておりますので、皆さん、

近はある程度覚えてきていらっしゃって、集まらなくても家でもできるという状

態に少しずつなっておりますので、そのあたりで各自の健康も考えてやっていただ

ければと思って、放送等もしております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） お疲れさまです。 

介護予防について、湯田の湯夢プラザの件の内容についてお尋ねしたいんですけ

れど、今現在、火曜日と木曜日ですか、確かお使いになっていると思うんです。あ

れも夕方、要するに５時以降、６時以降、平日に使えるような状況ができないかな

と思っているんですけれど、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

週２回、湯夢プラザを御使用になっておられますけれども、時間はある程度決め

ていて、熊本のほうから指導者の方もいらっしゃるということもありまして、なか

なか時間を変えるというのは協議してみないと分かりませんけれども、そういう時

間帯のほうがいいというお話もあれば、今後その委託の業者とも話し合って、あそ

こを管理されている方とも話をしなければいけませんし、温泉のお客様の入り具合

等、そこも関係してくると思いますので、今後検討していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） あの機械は、やはり全部、指導者がいないと使えないんですか。

何かもうちょっと健康づくりですから、自由に、特殊な機械についてはそうかもし

れませんけれど、指導者がどうしても必要であれば、地元であそこを管理する方あ

たりを養成しながら、少しでもそういう軽減をしていって、もっともっと皆さんに

健康になっていただくように自由に使えたらなと、機械が休んでいてももったいな

いなと思っていますので、そのあたりの御検討をお願いしたいと思います。指導者、

取れといえば、僕らも勉強して何とか取るようにいたしますので、よろしくお願い
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したいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ありがとうございます。 

あそこを建てたときに、そのときにいた担当職員等は、講習を受けて、そういう

メンバーカードみたいなものをもらっている者もおります。今後もそういうところ

の研修等を少しやって、その指導者の人数を増やして、機械は期間が大分たってお

りますので、今後あの機械をどういうふうに使うかというのはまだ分かりませんけ

れども、皆さんが簡単に手軽に少しずつ使えるようにやっていきたいと思っており

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。いいですね。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） ３１ページです。包括支援センターの件で出向職員の負担分が

減額されていると思いますけれど、４月からどういう体制で包括支援センターが運

営されるのか教えてください。 

○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。 

確かに今３名いらっしゃる中で、お一人、社会福祉士を持たれている職員の方は

社協に戻るようになっております。あと、お二人残られている方で要支援者のケア

プラン等の作成等は今後もやっていけるのはいけるところです。ただ、１名、社協

に戻られる方が持たれている分というのは、今後、残りの二人ができればいいんで

すけれども、できない分等は、うちの福祉課の職員、認定調査をしている者でも幾

つか持つこともできます。それと、社協に戻られる職員の方に幾つか持っていって

いただいて、そのままこちらから委託でということもできますので、現在のところ

は今の状況をそのまま維持することはできるところです。ただ、今後もまだ社会福

祉士、そして保健師も募集は引き続きやっていこうと思っております。 

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） ということは、現場、包括支援センターは２名で運営されると

いう形になるんですよね。今３名でやられているところ、そしてこれは地理的な話

ですが、物理的に社協と包括支援センターと役場の福祉課、やっぱり距離を感じて

連携がうまくできない部分というのが出てくるんじゃないかと思います。今でも現

場の声からすれば、情報がうまく入ってこないということをおっしゃられたり、公

立病院との連携もうまくいっていないみたいなことを聞きますので、そこにどうい
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うふうに連携を強化していくのか、その辺も今お考えがあるならば教えていただき

たいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 今現在その内容は何も決定はしておりませんけれども、社

会福祉協議会に包括のほうを戻して、また向こう側で組織を確立するということも、

今後は社会福祉協議会とまた話し合っていかなければならないかなと今思っている

ところです。現状はそういうところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 今後、高齢者が増えていく中で介護認定者もどんどん急増する

可能性というのは持っていると思いますので、この辺迅速に対応できるように組織

としてきちんと形をつくって、連携がうまくいくように、これがまた町民の安心・

安全というか、安心して生活ができるようなサービスが提供できるように、ぜひ連

携を強めてもらって、どの形がいいのか分かりませんけれども、社協に移行するの

であるならば、それをきちんと役場からも伝えて協力していただく形で、なおかつ

人員のところですけれども、社会福祉士は今１名しかいないというところで、何か

やり取り、前の町長に答弁したときには、小国とかいろいろなところと連携しなが

らという話もあったと思いますので、ぜひ改善をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） 福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ありがとうございます。前の議会のときにもワンストップ

というお話も私からもいたしました。やはりワンストップで町民の方がここに行け

ば支援がぱっとできると、そういう形が一番いいと思いますので、そういうところ

を社協とも話しながら、役場の中でも協議をしながらやっていきたいと思います。

ありがとうございます。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。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。 
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これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第７号、令和４年度南小国町介護保険特別会計予算書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３ 議案第 ８号 令和４年度南小国町水道事業特別会計予算書 

日程第４ 議案第 ９号 令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計予算書 

日程第５ 議案第１０号 令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計予

算書 

日程第６ 議案第１１号 令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計予算書 

○議長（平野昭夫君） 日程第３、議案第８号、令和４年度南小国町水道事業特別会計

予算書を議題といたしますが、議案第８号から議案第１１号までは議会運営委員会

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８号、令和４年度南小国町

水道事業特別会計予算書、議案第９号、令和４年度南小国町農業集落排水事業特別

会計予算書、議案第１０号、令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会

計予算書、議案第１１号、令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計予算書は、

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８号、令和４年度南小国町水道事業特別会計予算書、議

案第９号、令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計予算書、議案第１０号、

令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計予算書、議案第１１号、令

和４年度南小国町公共下水道事業特別会計予算書については、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８号、令和４年度南小国町水道事業特別会計予算書。 

次のページをお願いします。令和４年度南小国町の水道事業特別会計予算は、次

に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２,５７１万円と定める。 

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の
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目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

令和４年３月８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。起債の目的、公営企業会計適用債、

限度額６２０万円。利率については、今後の契約による銀行等民間引受資金になり

ます。地方公営企業等災害復旧事業債１５０万円。現在の利率は０.６％です。計

７７０万円。 

７ページをお願いします。歳入です。 

水道収入、水道収入、事業収入、本年度４万円、前年度と同額計上としておりま

す。工事監督料の計上です。 

使用料及び手数料、本年度８,０５８万２,０００円、前年度比３６０万円の減額

です。使用料現年度において、前年の実績、コロナウイルス感染症等の影響等を考

慮し、減額としております。 

雑入、本年度１,０００円、前年度と同額です。 

８ページをお願いします。分担金及び負担金、負担金、水道負担金、本年度２５

万７,０００円、前年度と同額計上です。新規加入分の水道負担金の計上です。 

次のページをお願いします。財産収入、財産運用収入、利子及び配当金収入、本

年度１,０００円、前年度と同額です。水道会計財政基金利子分の計上になります。

これにより、基金残高は１,４２９万５,９６１円です。数字で申し上げます。１４

２９５９６１です。 

１０ページをお願いします。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、本年度３,

７０７万７,０００円、前年度比２６５万７,０００円の増額です。一般会計繰入金

の増額です。 

１１ページをお願いします。繰越金、繰越金、繰越金、本年度１,０００円、前

年度繰越金の計上、前年度と同額です。 

次のページをお願いします。諸収入、雑入、雑入、本年度５万円、前年度と同額

です。簡易水道研修会補助金の受入れ分の計上です。 

違約金及び延納利息、本年度１,０００円、前年度と同額計上です。 

１３ページです。町債、町債、公営企業会計適用債、本年度６２０万円、前年度

比６２０万円の計上です。公営企業会計適用債分の計上になります。 

地方公営企業等災害復旧事業債、本年度１５０万円、前年度比１５０万円の増で

す。町道星和矢ヶ部線災害復旧工事に伴う水道管布設替工事が対象事業となります。 

簡易水道事業債、過疎対策事業債につきましては、現時点で予算の計上、対象事

業がないため、廃目となっております。 

１４ページです。歳出です。 
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水道費、水道管理費、水道総務費、本年度１,９６９万５,０００円、前年度比８

２３万７,０００円の増額となっております。要因としましては、昨年度は補正予

算対応だった公営企業化への取組である地方公営企業法適用業務委託料６２９万７,

０００円の計上、給水及び排水管路を一元的に管理するための水道台帳及び水道シ

ステム更新委託料２８４万円の計上によるものです。 

１５ページをお願いします。水道維持費、本年度２,６５９万６,０００円、前年

度比４３６万８,０００円の減額です。要因といたしましては、委託料関係で前年

度は簡易水道配水管布設替工事設計委託の計上、脇戸地区災害復旧に伴う測量設計

委託の計上があったためです。主な事業としましては、漏水対策等の修繕料６８０

万円の計上、監理関係委託料、総額５７３万６,０００円の計上が主なものになり

ます。１６ページ、工事請負費につきましては、簡易水道配水管布設替工事１５０

万円は、先ほど御説明いたしました町道星和矢ヶ部線の災害復旧工事に伴う布設替

工事です。原材料費９１万円は、量水器の資材代の購入になります。備品購入費６

６万円につきましては、滅菌器の購入代金となります。 

１７ページをお願いします。公債費、公債費、元金、本年度６,２８２万３,００

０円、前年度比４１７万１,０００円の減額です。地方債償還金元金の減額になり

ます。 

利子、本年度６４５万１,０００円、前年度比１９８万６,０００円の減額です。

地方債償還金利子の減額になります。 

１８ページです。事業費、営業外費用、消費税、本年度１,０１４万５,０００円、

前年度比５１４万５,０００円の増額です。消費税前年度実績等に伴う増額として

おります。 

１９ページをお願いします。予備費です。本年度予備費の計上がないため、廃款

になっております。 

続きまして、議案第９号、令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計予算書。 

次のページをお願いします。令和４年度南小国町の農業集落排水事業特別会計予

算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,０２４万２,０００円と定

める。 

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

令和４年３月８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。起債の目的、資本費平準化債、限度

額６９０万円。現在の利率は０.５％です。 
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７ページをお願いします。歳入です。 

下水道収入、下水道収入、使用料、本年度６１１万２,０００円、前年度と同額

としております。 

手数料、本年度１,０００円、前年度と同額です。督促手数料の計上です。 

次のページをお願いします。財産収入、財産運用収入、利子及び配当金収入、本

年度１,０００円、農業集落排水事業基金利子分の計上になります。これによりま

して、基金残高は１,０４９万１,２９２円。数字で申し上げます。１０４９１２９

２です。 

繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、本年度１,７２２万７,０００円、前年

度比３１６万１,０００円の減額です。一般会計繰入金の減額です。 

次のページをお願いします。繰越金、繰越金、繰越金、本年度１,０００円、前

年度と同額計上としております。 

１１ページをお願いします。町債、町債、下水道事業債、本年度６９０万円、前

年度比２９０万円の増額です。資本費平準化債の増額になります。 

諸収入、雑入、雑入、こちらは、予算計上がないための廃款になります。 

１３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、本年度４２７万２,０００円を

計上し、前年度比２７万１,０００円の増になります。要因としましては、給料、

職員手当等、人件費関係経費の増額になります。 

１４ページをお願いします。集落排水維持費、本年度７１４万４,０００円、前

年度比１４９万７,０００円の減額になります。要因といたしましては、昨年度委

託料、農業集落排水管布設替工事等の測量設計委託の計上があったためです。主な

ものとしましては、手数料関係、法定点検、汚泥手数料関係の１０６万３,０００

円、農集処理施設及びポンプ施設保守点検業務委託料２９１万５,０００円、管理

関係の計上になります。 

１５ページです。公債費、公債費、元金、本年度１,７２５万７,０００円、前年

度比１４３万７,０００円の増額です。地方債償還金元金の増額になります。 

利子、本年度１５７万２,０００円、前年度比３７万３,０００円の減額です。地

方債償還金利子の減額です。 

１６ページです。予備費、予備費につきましては、本年度計上がないための廃款

になります。 

続きまして、議案第１０号、令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計予算書。 

次のページをお願いします。令和４年度南小国町の特定地域生活排水処理事業特
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別会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２,１８５万１,０００円と定

める。 

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

令和４年３月８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。起債の目的、下水道事業債、限度額

２３０万円。現在の利率は０.７％になります。資本費平準化債６０万円。現在の

利率は０.５％になります。過疎対策事業債２１０万円。現在の利率は０.２％にな

ります。計５００万円です。 

７ページをお願いします。歳入です。 

分担金及び負担金、負担金、特定地域生活排水処理事業負担金、本年度５５万円、

前年度と同額計上です。合併浄化槽５基分の計上になります。 

使用料及び手数料、使用料、合併浄化槽使用料、本年度８２０万１,０００円、

前年度比４万円の減額です。前年度実績により減額としているところです。 

９ページをお願いします。使用料及び手数料、手数料、手数料、本年度１,００

０円、督促手数料等の計上です。前年度と同額です。 

１０ページです。国庫支出金、国庫補助金、特定地域生活排水処理事業国庫補助

金、本年度１７３万８,０００円、前年度と同額としております。前年同様５基分

の計上です。 

１１ページをお願いします。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、本年度６

３５万９,０００円、前年度比３８万２,０００円の減額です。一般会計繰入金の減

額になります。 

繰越金、繰越金、繰越金、本年度１,０００円、前年度と同額です。 

１３ページです。町債、町債、下水道事業債、本年度２９０万円、前年度比１０

０万円の増額です。下水道事業債２３０万円、１２０万円の増です。資本費平準化

債６０万円、２０万円の減額です。 

過疎対策事業債、本年度２１０万円、前年度比１１０万円の増です。過疎対策事

業債の増額です。 

財産収入、財産運用収入、利子及び配当金収入、本年度１,０００円、前年度と

同様です。特定地域生活排水事業基金利子の計上です。これにより、基金残高は５

５８万６,６０８円。数字で申し上げます。５５８６６０８です。 

１５ページをお願いします。歳出です。 

生活排水処理費、生活排水処理費、生活排水処理総務費、本年度１,８２７万７,
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０００円、前年度比１４６万３,０００円の増額です。要因としましては、工事請

負費１５０万円の増額です。南小国上津江線県道改良工事に伴う住宅移転に係る浄

化槽設置工事分の増額計上が主な要因です。主な事業としましては、役務費、法定

検査、汚泥引き抜き等の手数料７４５万９,０００円、委託料、浄化槽保守点検委

託料３１９万８,０００円、工事請負費は、先ほど申しました通常５基分の計上と、

１５０万円の増額計上を合わせた７２１万５,０００円となっております。 

１６ページです。公債費、公債費、元金、本年度３１０万８,０００円、前年度

比３３万９,０００円の増額です。地方債償還金元金の増です。 

利子、本年度４６万６,０００円、前年度比１２万４,０００円の減額です。地方

債償還金利子の減額です。 

続きまして、議案第１１号、令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計予算書。 

次のページをお願いします。令和４年度南小国町の公共下水道事業特別会計予算

は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３,９９９万７,０００円

と定める。 

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

令和４年３月８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。起債の目的、資本費平準化債、限度

額５,５６０万円。現在の利率は０.５％です。公営企業会計適用債５８０万円。利

率については、今後、契約による銀行等民間引受資金です。計６,１４０万円。 

７ページをお願いします。歳入です。 

下水道収入、下水道収入、使用料及び手数料、本年度２,９０９万１,０００円、

前年度比２６４万円の増額です。使用料現年度において、前年の実績等を考慮して

増額としております。 

８ページです。分担金及び負担金、負担金、下水道負担金、本年度２１万円、下

水道負担金、前年度と同額計上としております。 

９ページです。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、本年度４,９２７万４,

０００円、前年度比１,３１８万３,０００円の増額です。一般会計繰入金の増額で

す。 

繰越金、繰越金、繰越金、本年度１,０００円、前年度同額計上です。 

１１ページをお願いします。町債、町債、下水道事業債、本年度５,５６０万円、

前年度比７９０万円の減です。資本費平準化債の減額になります。 

公営企業会計適用債、本年度５８０万円、前年度比５８０万円の増です。公営企
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業会計適用債の増額です。 

次のページをお願いします。諸収入、雑入、雑入、本年度２万円、前年度比１,

０００円の減額です。気象庁施設維持管理費の計上になります。 

１３ページをお願いします。財産収入、財産運用収入、利子及び配当金収入、本

年度１,０００円、前年度比１,０００円の減額です。公共下水道事業基金利子の計

上です。これにより、予算ベースの基金残高は３,４９９万３,４３７円。数字で申

し上げます。３４９９３４３７です。 

１４ページをお願いします。歳出です。 

下水道費、下水道費、下水道総務費、本年度１,３８１万３,０００円、前年度比

５９６万９,０００円の増額です。要因としましては、昨年度は、地方公営企業法

適用業務委託が補正予算対応だったことによる当初予算の増額になります。主なも

のとしましては、報酬、給料、職員手当等、共済費など人件費関係の計上、委託料

としまして、先ほど申し上げましたように、下水道部門にも地方公営企業法適用、

公営企業会計化への移行を行うための業務委託料の計上になります。 

１５ページをお願いします。下水道維持費、本年度２,２４２万円、前年度比１

４万２,０００円の増。こちらは、本格的な維持管理の時代に入ってきており、維

持管理関係経費をほぼ例年どおり計上しているところです。主なものとしましては、

役務費、水質法定検査手数料２１１万２,０００円、汚泥引き抜き手数料６１万５,

０００円、委託料としまして、南浄化センター及びマンホールポンプ保守点検委託

料１,０５６万円、真空ステーション定期点検委託料１８７万円になります。 

１７ページをお願いします。公債費、公債費、元金、本年度９,０００万１,００

０円、前年度比７８６万９,０００円の増です。地方債償還金元金の増額です。 

利子、本年度１,１２４万６,０００円、前年度比７７万６,０００円の減額です。

地方債償還金利子の減額になります。 

１８ページです。事業費、営業外費用、消費税、本年度２５１万７,０００円、

前年度比５１万７,０００円の増額になります。消費税、前年の実績見込み等によ

る増額としております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） １１時２０分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０４分 

再開 午前１１時２０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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質疑に入る前に、総務課長から資料の説明があるそうでございますので、よろし

くお願いします。 

はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 昨日の当初予算に入る前に予算に関する説明書ということ

で説明をさせていただきました。それを３ページめくっていただきますと、地方債

の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込

みに関する調書というのがナンバー１、ナンバー２とついておりますけれども、ナ

ンバー２の特別会計分におきまして、水道事業特別会計の起債の見込額、当該年中

増減見込額の起債の見込額、これが令和４年度分になりますけれども、先ほど建設

課長が読み上げた分と数字が違っております。ですから、ここを後で差し替えさせ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。申し訳ござい

ません。 

○議長（平野昭夫君） それでは、質疑に入りたいと思います。質疑ありませんか。 

８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 下水道のことからいいですか。私も下水道推進委員という職責

をいただいておりますので、中身の精査といいますか、詳しく分かっておかないと

いけないという思いで質問させていただきたいと思います。 

予算的な収入でございますが、下水道のところです。 

○議長（平野昭夫君） 何ページですか。 

○８番（穴井千秋君） ５ページでもいいです。収入が昨年より３００万円近く上げて

計上しておりますが、令和３年度の実績が３,０００万円ほど収入的に上がってい

ましたから、それで上げたのだろうとは思いますけれど、ほかに何か理由でもあれ

ばお伺いしたいなと、得策的なものがあればお願いしたいなと思います。 

それから、総務費のところで、今度は１４ページです。総務費が比較して５９０

万円ほど上がっておりますけれど、その中の委託料の中に、先ほど説明がありまし

たけれど、地方公営企業法適用業務委託料という名目で上がっております。これは

どういったものか分かりませんでしたので、御説明を再度いただきたいなと思いま

す。それから、これが毎年あるのかということも併せてお伺いしたいなと思います。

まず、それだけお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） まず、歳入の下水道収入、使用料及び手数料の中の現年度

の使用料につきましては、お話のとおり、前年度実績、直近の調定等を考慮して、

２４２万円の１２か月分ということで２,９０４万円を計上させていただいており

ます。 
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続きまして、歳出の地方公営企業法適用業務委託につきましては、先日の一般質

問等でもありましたように、令和６年４月１日に現在の特別会計を地方公営企業会

計に移行すると、その準備を令和３年度から進めております。令和３年度、令和４

年度、令和５年度の３年間の準備期間を設けて実施しているところです。ですので、

令和４年度は中間年度、令和５年度が 終年度になりますので、令和５年までは地

方公営企業法適用業務委託の計上が上がってくるような形になると思います。一般

質問のときにも申し上げましたように、法適用に関しては、財務の一部適用という

ことで公営企業会計を導入すると、そのための準備委託料という形で御認識いただ

ければと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 水道あたりにしても一緒なんだろうと思いますけれど、収入が

あって、経費が出ると、そういうことでの採算が取れればいいんでしょうけれど、

町債もあって、その返還もあるということで、町債も返さないといけない。国でも

毎年状況的には段階的に上がってきているという状況の中で、これから先、下水等

の問題としては非常に採算的なものが、工事的なものも出てくると、非常に状況も

変わってくるだろうと思いますが、収入を上げるか、経費を削減するかといった状

況になるかと思いますけれど、そういったところは今後のやり方としてどのように

考えているのかお伺いしたいなと思います。 

○議長（平野昭夫君） 建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 先ほども申し上げましたように、令和６年４月１日の地方

公営企業会計導入に向けて４特別会計を準備して進めているところです。下水道事

業に関しましては、どちらかというと、比較的施設が新しいと、料金の設定もある

程度全国的に見ても平均より若干上なのかなということで、水道とはまた事情が違

ってくるのかなという認識をしております。農業集落排水施設、公共下水道施設、

長寿命化計画等も立てておりますので、今後ランニングコストというのは定期的に

維持補修する分はやっぱり増えてくるかと思います。今、４特別会計の財産調査を

しておりますので、そのあたりの数字が整理できてから、移行前にどのような決算

状況になるのかにもよるのかなと思っております。 初に申し上げましたように、

水道関係は今後大型投資が出てくるという形で水道料金の改定の話もさせていただ

きましたが、下水道に関しては、資産調査の結果、それと今後のランニングコスト

の調整具合を見ながら検討していく必要はあるかと思っております。 

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。 
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はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 基本的なことの確認ですが、私の認識では水道の使用料に応じ

て下水道の使用料もそれに準じてその収入、支払額が決まってくるという認識でお

りますけれども、来年の水道収入はコロナの影響を見越して３６０万円ほどの減収

の見込みということなんですが、下水道は逆に２６０万円近くの増収見込みという

ことで、これは私の認識からすれば相反しているのではないかと思いますが、その

あたりはどういう見込みでの予算の決定なのかということと、昨年時点で下水道の

加入率が世帯比で約７０％ということでしたが、その後１年間でどのくらいの推移

があるのか教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 水道収入の減収に関しましては、やはり旅館関係、黒川温

泉とか周辺の旅館関係の落ち込みが大きいということが一つの要因かと思います。

下水道収入には直接影響が出てこないと。下水道収入に関しましては、近隣のアパ

ート等もできておりますので、現年の直近の調定を見て、増額見込みができるとい

う判断をさせていただきました。 

それと、下水道加入率ですけれど、現在のところ、令和３年度当初の数字になる

かと思いますけれど、人口ベースで７２.６４％、世帯ベースで７３.２５％という

形で若干は増えているかと思いますが、近隣のアパート等の増設等が若干影響して

きているのかなと思いますけれど、そういった推移で進んでいるところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８号、令和４年度南小国町水道事業特別会計予算書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。 

続きまして、議案第９号、令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計予算書

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１０号、令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計予算書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１１号、令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計予算書

の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第１２号 行政手続における押印原則の見直し等に伴う関係条例の整

理に関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１２号、行政手続における押印原則の見直し

等に伴う関係条例の整理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１２号、行政手続における押印原則の見直し等に伴う関

係条例の整理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１２号、行政手続における押印原則の見直し等に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について。 

行政手続における押印原則の見直し等に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙

のように定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。住民サービスの向上を目的として押印原則の見直し等による行政手続

の簡素化を図る所要の改正を行うため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に



－ 161 － 

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。 

本条例は、改正の目的が同じ８つの条例を一括して一部改正する条例でございま

す。１条ごとに１条例の改正となっておりますので、まず各条の本文のみ読み上げ

た後、新旧対照表を用いて改正内容を御説明させていただきます。 

１ページをおめくりください。行政手続における押印原則の見直し等に伴う関係

条例の整理に関する条例。 

南小国町議会委員会条例の一部改正。 

第１条、南小国町議会委員会条例（平成３年南小国町条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

続きまして、南小国町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正。 

第２条、南小国町職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年南小国町条例第１

２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。南小国町職員の旅費に関する条例の一部改正。 

第３条、南小国町職員の旅費に関する条例（昭和３６年南小国町条例第１０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。固定資産評価審査委員会条例の一部改正。 

第４条、固定資産評価審査委員会条例（平成１１年南小国町条例第１７号）の一

部を次のように改正する。 

続きまして、南小国町地籍調査による標識等の管理保護に関する条例の一部改正。 

第５条、南小国町地籍調査による標識等の管理保護に関する条例（平成６年南小

国町条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

４ページ、おめくりください。南小国町寝たきり老人等介護者手当支給条例の一

部改正。 

第６条、南小国町寝たきり老人等介護者手当支給条例（平成５年南小国町条例第

１８号）の一部を次のように改正する。 

２ページ、おめくりください。南小国町火入れに関する条例の一部改正。 

第７条、南小国町火入れに関する条例（昭和６０年南小国町条例第１１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。南小国町公民館使用条例の一部改正。 

第８条、南小国町公民館使用条例（平成１２年南小国町条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

３ページ、おめくりください。新旧対照表を御覧ください。条ごとに新旧対照表

を作成しておりますので、第１条から第８条までそれぞれ改正内容を御説明いたし

ます。 
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まず、第１条、南小国町議会委員会条例の一部を改正する条例につきましては、

右側、改正前、条文第２７条中、下線部分「又は記名押印」を削ります。 

次のページをお願いいたします。第２条、南小国町職員の服務の宣誓に関する条

例の一部を改正する条例につきましては、右側、改正前、別記様式中、氏名の下の

「印」を削ります。 

次のページをお願いいたします。第３条、南小国町職員の旅費に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、右側、改正前、別記第１号様式中、氏名欄の

「印」を削り、併せて決裁欄や年号部分の軽微な改正を行います。 

次のページをお願いいたします。第４条、固定資産評価審査委員会条例の一部を

改正する条例につきましては、右側、改正前、条文第７条から第１０条中、下線部

分「を記載し」を「並びに」に、「がこれに署名押印」を「の氏名を記載」にそれ

ぞれ改め、右側、改正前、条文第１１条第１項中「し、委員会が記名押印」を削り

ます。 

次のページをお願いいたします。第５条、南小国町地籍調査による標識等の管理

保護に関する条例の一部を改正する条例につきましては、右側、改正前、様式１号、

次ページ、２号及び次ページ、４号中、届出人氏名の「印」及び様式内の年号部分

を削ります。 

次のページをお願いいたします。第６条、南小国町寝たきり老人等介護者手当支

給条例の一部を改正する条例につきましては、右側、改正前、第１号様式中、申請

者氏名の右の「印」を削り、次のページ、右側、改正前、第２号様式中、医師の右

の「印」を削ります。 

次のページをお願いいたします。第７条、南小国町火入れに関する条例の一部を

改正する条例につきましては、右側、改正前、別記様式第１号中、申請者氏名の右

の「印」を削ります。 

次のページをお願いいたします。第８条、南小国町公民館使用条例の一部を改正

する条例につきましては、右側、改正前、条文第２条と第３条の手続を合わせて、

左側、改正後、条文の第２条とし、使用条件に関する第３項の規定を加えます。右

側、改正前、条文の第３条を削ったことにより、右側、改正前、条文第４条以下は、

左側、改正後、条文では１条ずつ繰り上がるため、左側、改正後、条文第３条以下

について条ずれを調整する改正をそれぞれに行います。左側、改正条文では第３条

に繰り上がる右側、改正前、条文第４条中、「前条」の次に「使用の」を加え、

「又はこの条例に基づく規則」を削ります。次のページをお願いいたします。左側、

改正条文では第９条に繰り上がる右側、改正前、条文第１０条中「き損し」を漢字

の「毀損し」に改めるとともに、「き損（亡失）届」を（様式第２号）として加え
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ます。左側、改正条文では第１０条に繰り上がる右側、改正前、条文第１１条中、

第４項と第５項の手続を合わせて、左側、改正後、条文第４項とします。２ページ、

おめくりください。右側、改正前、第１号様式及び次のページ、第２号様式は、合

わせて前ページ、左側、改正後、様式第１号とし、次ページの左側、改正後、様式

第２号に「毀損（亡失）届」を加えます。 

１５ページ前にお戻りください。附則でございます。施行期日、この条例は、令

和４年４月１日から施行する。 

経過措置です。この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の規定に基づい

て行った申請、その他の行為は、この条例による改正後の規定により行ったものと

みなす。 

この条例は、行政手続における押印原則の見直しによりまして、町民の負担軽減

と利便性を図ることにより行政サービスの向上へとつながるものであり、地方公共

団体として積極的に取り組むように要請されているものでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑はありますか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 職員の旅費に関する条例の一部改正、新旧対照表の中で伺い者

の印鑑をなくすのはいいんですけれど、決裁された方たちはサインですか、それと

もまた印鑑なんでしょうか、教えていただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 内部につきましては、印鑑で決裁を行います。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） そこは印鑑を廃止するとかサインにするというお考えというの

は、今のところないんですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） これは４月１日からやるようになっておりますけれど、今

の段階では４月１日からとかはまだございません。 

○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） 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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１２号、行政手続における押印原則の見直し等に伴う関係条例の整理に関

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８ 議案第１３号 南小国町職員の特殊勤務手当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８、議案第１３号、南小国町職員の特殊勤務手当に関す

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１３号、南小国町職員の特殊勤務手当に関する条例の一

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１３号、南小国町職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部を改正する条例の制定について。 

南小国町職員の特殊勤務手当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４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。徴税吏員等に支給する税務手当の定額月額支給を勤務実績に応じた日

額支給に改めるなどの改正を行うため、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。南小国町職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例。 

南小国町職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３９年南小国町条例第１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。南小国町職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例、新旧対照表でございます。 
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右側、税務手当第３条第２項でございます。「１月につき」を削除いたします。 

そして、第４条第１項第２号、下線部「うち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセ

ラ病及び鼻その」を削除いたします。そして、次の下線部「に対する」を、改正後、

左側「確認された場合の」に改正いたします。 

下の別表第１（第３条関係）でございますけれど、改正前の「職員の区分、徴税

吏員又は分任出納員、税務手当月額、１,５００円」というのを、左側の「要件・

日額、庁舎外において町税等の徴収、納付相談又は調査を行ったとき、日額６００

円、庁舎外において財産等の差押え又は差押え物件の引揚げを行ったとき、１,０

００円」としております。 

前のページへお戻りください。附則、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、県から、月額支給から実績に応じた日額支給に改める

よう指導を受けておりますので、改正するものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 県からのということでありますけれども、この日額の額の設定

も県からの指示での金額になるわけでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） これにつきましては、町のほうでやっております。各町村

の状況等も見まして設定を行っているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ここ数年、非常に滞納の分の徴収といいますか、そういった部

分でかなり税務課の職員あたりは頑張っていただいて、私が監査委員になった当時

よりもかなりの金額の徴収がなされていると思います。その反面、やはり町民から

反感といいますか、非常に本人だけではなくて、その家族あたりも厳しい目で見ら

れるような状況も伺っております。その仕事の苦労に報いるためにも、できるだけ

手厚い対応をしてあげたほうがいいと思いますので、そのあたりの金額が妥当であ

れば別に反対をするわけではありませんけれども、やはり通常の業務とはまた異な

った業務になるかと思いますので、そのあたりの精査を十分やっていただきたいと

思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 現在まで徴税吏員の辞令を持った職員に対して、１月（ひ
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とつき）、税務手当を１,５００円払っていたところでございます。この改正に伴

いまして、今後は、庁舎外において町税等の徴収、納付相談とか、そしてまた財産

の差押えまたは差押え物件の引揚げということを行った職員に対して、今度は日額

で支払いをするものでございますので、金額的には増えるのかなと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） それから、阿蘇郡市内各連携をして、例えば他町村のそういっ

た徴収あたりに出向いた際は何か別にそういった手当等があるんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 他町村との差押え等の連携につきましては、特に別段手当

というものはございませんで、今までどおりというか、今回の徴税吏員の手当のみ

でございました。 

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） では、町内、町外かかわらず、そういう徴収等を行った場合は、

この日額を追加するという今後の対応、形でいいわけですね。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 町外におきましては、隣接町村以外は旅費で対応しており

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１３号、南小国町職員の特殊勤務手当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］ 
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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。 

１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第１４号 南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に関する条例等

を廃止する条例の制定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第９、議案第１４号、南小国町テレビジョン共同受信施設

の設置に関する条例等を廃止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１４号、南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に関

する条例等を廃止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１４号、南小国町テレビジョン共同受信施設の設置

に関する条例等を廃止する条例の制定について。 

南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に関する条例等を廃止する条例を別紙

のように定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。住民サービスの向上を図ることを目的とした押印原則の見直し等に併

せて実施した本町例規の点検結果により不要となった条例を廃止するため、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。南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に関

する条例等を廃止する条例。 

次に掲げる条例は、廃止する。 

１号、南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に関する条例（昭和６０年南小

国町条例第９号）。 

２号、南小国町テレビジョン共同受信施設の設置費用負担金徴収条例（昭和５７

年南小国町条例第２３号）。 
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３号、南小国町部落運動場設置事業補助金交付条例（昭和５３年南小国町条例第

２２号）。 

４号、南小国町山村地域農林漁業特別対策事業負担金徴収条例（昭和４９年南小

国町条例第２２号）。 

５号、南小国町特定中山間地域保全整備事業推進協議会設定条例（平成１２年南

小国町条例第２８号）。 

６号、南小国町農用地整備公団事業負担金等徴収条例（昭和５７年南小国町条例

第１６号）。 

７号、南小国町農村婦人健康生活施設の設置及び管理に関する条例（昭和６３年

南小国町条例第１７号）。 

８号、南小国町草地改良事業負担金の賦課徴収に関する条例（昭和４３年南小国

町条例第８号）。 

９号、南小国町・県畜産開発公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例（平成５年

南小国町条例第２２号）。 

１０号、南小国町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例（平成４年

南小国町条例第１６号）。 

１１号、南小国町交通指導隊の設置に関する条例（平成６年南小国町条例第１７

号）。 

附則、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、施設の廃止、事業完了により必要がなくなったため、

廃止をするものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 第９号の県畜産開発公社営畜産基地建設事業分担金徴収という

項目の、ここは、現在、水道設備が残っていますよね。あれはどういう関係になっ

ているんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） すみません、水道施設と言われましたか。基本的に県の

管理下であったものを、今、町に払下げになって、総務課の管財が管理しています。

現実的にそこの水道部分に関しては恐らく単純に移管を受けただけであって、使用

者としてはそこを賃貸している人が実際的には使っている。正直、現実的に今使っ

ているかどうかというのは分からないところもあるんですけれども、そういった管

理下のもとではあるんですけれども、あくまでもこの分担金の徴収条例という形に



－ 169 － 

なっていますので、そこは問題ないのかと思っています。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１４号、南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に関する条例等を廃止

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１０ 議案第１５号 南小国町個人情報保護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１０、議案第１５号、南小国町個人情報保護条例の一部

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１５号、南小国町個人情報保護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１５号、南小国町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例の制定について。 

南小国町個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。個人情報保護法の改正に伴う条例改正をするため、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。 
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次のページをお願いいたします。南小国町個人情報保護条例の一部を改正する条

例。 

南小国町個人情報保護条例（平成１６年南小国町条例第１８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。 

まず、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定によ

り、個人情報保護関係３法が整理されることに伴い、右側、改正前、条文第２条第

１号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第２条第３項」を「個人

情報の保護に関する法律第２条第２項」に改めます。 

次に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴い、右側、改正前、条文第２条第３号中、第２項の次に「これらの

規定を番号利用法第２６条において準用する場合を含む。第２５条第４項において

同じ。」を加えます。 

次に、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律の制定に伴い、右側、改正前、条文第２５条第４項中「総務大臣」を

「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」を「第１９条第８号」に、「又は情報提

供者」を「もしくは情報提供者又は同条第９号に規定する条例事務関係情報照会者

もしくは条例事務関係情報提供者」に改めます。 

次のページをお願いいたします。行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、右側、改正前、条文第２５条の２第

１項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改め、右側、改正前、条文第３５条第

１項中「第２７条第１項」を「第２８条第１項」に改めます。 

２ページ、お戻りください。附則、この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

この条例改正につきましては、個人情報保護法の改正に伴いまして、これらの法

令を引用している本条例の改正が必要となるものでございます。 

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。 

［「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。 
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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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１５号、南小国町個人情報保護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１１ 議案第１６号 南小国町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供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１１、議案第１６号、南小国町行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供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１６号、南小国町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供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１６号、南小国町行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

南小国町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供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４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の改正に伴う条例改正をするために、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。 
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次のページをお願いいたします。南小国町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例。 

南小国町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年南小

国町条例第２０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。行政手続における特

定の個人を識別するための番号利用等に関する法律の一部改正により、本条例にて

引用している箇所に条ずれが生じるため、右側、改正前、条文、下線部の第１条中

「第１９条第８号」及び第５条第１項中「第１９条第９号」をそれぞれ「第１９条

第１１号」に改めるものです。 

前のページにお戻りください。附則、この条例は、令和４年４月１日から施行す

る。 

この条例についても行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に

関する法律の改正に伴い、本条例で条文を引用している箇所があるため、改正が必

要となるものでございます。 

以上でございます。 

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

［「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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１６号、南小国町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

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。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第１７号 南小国町手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（平野昭夫君） 日程第１２、議案第１７号、南小国町手数料条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第１７号、南小国町手数料条例の一部を改正する条例の制

定については、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１７号、南小国町手数料条例の一部を改正する条例

の制定について。 

南小国町手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正に

伴い、火薬取締法（昭和２５年法律第１４９号）に基づく事務を所掌するに当たり、

条例の一部を改正する必要がある。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。南小国町手数料条例の一部を改正する条例。 

南小国町手数料条例（平成１２年南小国町条例第２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。改正前、第２条第１

項第１号から第２２号ございますけれども、そこに改正後に「第２３号、県条例の

規定に基づき本町が処理する火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第１７条

第１項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査手数料（火薬類譲

渡許可申請手数料）１件につき１,２００円。第２４号、県条例の規定に基づき本

庁が処理する火薬類取締法第１７条第１項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の

申請に対する審査手数料（火薬類譲受許可申請手数料）。ア、火薬類が火工品のみ

の場合、１件につき２,４００円。イ、火薬類（火工品を除く）の数量が２５キロ

グラム以下の場合、１件につき３,５００円。ウ、その他の場合、１件につき６,９

００円。」を追加するものでございます。 

前のページをお願いいたします。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、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条

例の一部改正に伴いまして、火薬類取締法に基づく事務、具体的には砕石場やトン

ネル工事等の際に爆発等を利用する場合の許可を所掌するに当たり、本条例の一部
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を改正する必要があるものでございます。 

以上でございます。 

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

［「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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１７号、南小国町手数料条例の一部を改正する条例の制定についての原案

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１３ 議案第１８号 南小国町公共施設の暴力団排除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１３、議案第１８号、南小国町公共施設の暴力団排除に

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） 南小国町公共施設の暴力団排除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１８号、南小国町公共施設の暴力団排除に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。 

南小国町公共施設の暴力団排除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４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる
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暴力団員等への公共施設の利用に関し使用を制限するために条例の一部を改正する

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。南小国町公共施設の暴力団排除に関する条例の

一部を改正する条例。 

南小国町公共施設の暴力団排除に関する条例（平成１５年南小国町条例第１１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。第３条中「第８号、

南小国町温泉館（昭和５４年南小国町条例第８号）」を削除します。そして、第９

条から第１７条まで１号ずつ繰上げを行いまして、改正後、左側、第１７号に「南

小国町きのこ菌床培養等施設（平成７年南小国町条例第３７号）」、第１８号に

「南小国町木材拠点施設（平成２９年南小国町条例第４号）」、第１９号に「南小

国町営農林業担い手住宅（令和２年南小国町条例第２０号）」の３つを加えるもの

でございます。その次の改正前の第１８号から第２０号を第２０号、第２１号、第

２２号と繰り下げるものでございます。 

前のページをお願いいたします。附則、この条例は、公布の日から施行する。 

本条例は、社会公共の利益に反することとなる暴力団員等への公共施設の利用に

関し使用を制限するための条例であり、今回の改正では対象施設に含まれていなか

った施設を追加するものでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、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

お願いをします。討論はないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１８号、南小国町公共施設の暴力団排除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］ 
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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１４ 議案第１９号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及

び規約の一部変更について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１４、議案第１９号、熊本県市町村総合事務組合の共同

処理する事務の変更及び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１９号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び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１９号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する

事務の変更及び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１項の規定により、令和４

年６月３０日限りで熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更し、熊本

県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の

一部を次のとおり変更する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６

号）の一部を次のように変更する。 

別表第２第３条第１０号に関する事務の項中「、宇城市」を削る。 

附則、施行期日、この規約は、令和４年７月１日から施行する。 

経過措置、改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に発生した交通事故により災害を受け

た者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発

生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処

理については、なお従前の例による。 

提案理由でございます。一部事務組合の共同処理する事務を変更し、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。 

次のページに新旧対照表がつけてありまして、変更後には「宇城市」が削られて

いるというものでございます。 
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以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。討論はないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第１９号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の

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１５ 議案第２０号 南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教職員住宅条

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１５、議案第２０号、南小国町立学校教職員住宅及びへ

き地学校教職員住宅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２０号、南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教職

員住宅条例の一部を改正する条例の制定については、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２０号、南小国町立学校教職員住宅及び

へき地学校教職員住宅条例の一部を改正する条例の制定について。 

南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教職員住宅条例の一部を改正する条例

を別紙のように定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提出理由。南小国町立学校教職員住宅の入居資格を明確にするため、かつ、へき
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地学校教職員住宅黒川団地（通称黒川教職員住宅）３戸のうち１戸を用途廃止、所

管移転を行い、南小国町営農林業担い手住宅へと用途変更したいため、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により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。南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教職

員住宅条例の一部を改正する条例。 

南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教職員住宅条例（昭和４３年南小国町

条例第１５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。新旧対照表になっております。 

右側、改正前の第４条中、下線部の「条件を具備する者でなければならない」を

「各号に掲げる者とする」に改めます。同条の第１号中の「学校教職員及び学校事

務職員又は１か月以内に本町立小中学校に勤務する学校教職員及び学校事務職員で

あること」を「職員」に改めます。同条に次の１号という形で第２号です。「前号

に定める者のほか、教育行政に携わる者のうち町長が特に必要と認める者。」を加

えます。 

続きまして、別表第２の部分になりますが、下部のところです。戸数のところを

「３戸」から「２戸」へ改める形になります。 

前のページにお戻りください。附則です。この条例は、令和４年４月１日から施

行する。 

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。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 黒川教職員住宅は３戸ありますけれども、どの建物を用途変更

を行うのか。それから、所管が変わりますけれども、維持管理はそれぞれの所管の

部署で行うのか。使用者が教職員と農林業従事者の形になるかと思いますが、その

維持管理あたりをどういうふうに考えておられるのか、お伺いします。 

○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） 建物につきましては、道路から下りてきまして、

奥まっている形の１、２、３棟、奥からＡ、Ｂ、Ｃという形になってしまいます。

手前からいくとＣ棟、Ｂ棟、Ａ棟となるんですけれど、一番奥のＡ棟を所管の移管

を考えているところです。 

それから、管理につきましては、農林課のほうで一番奥の部分の管理等々は行っ

ていただくことになります。教育委員会では手前のＣとＢの２棟を管理ということ

になっております。 
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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） 住宅敷地内の除草等は、今までは教育委員会の予算の中でシル

バー人材センターなりに委託して整備をしていたかと思いますが、そのあたりの割

合は１対２という形で維持管理を考えておられるのか、その点をお願いいたします。 

○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） 維持管理の部分になりますが、除草作業は道路

下ののり面部分の除草を行っておりました。こちらは、引き続き教育委員会のほう

で発注を考えております。 

それから、併せまして浄化槽が３戸で１つの浄化槽となっております。こちらも

基本的には教育委員会のほうで管理を行っていく形になると考えております。 

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。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

方からお願いをします。討論もないようですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第２０号、南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教職員住宅条例の一部

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１６ 議案第２１号 南小国町営農林業担い手住宅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１６、議案第２１号、南小国町営農林業担い手住宅条例

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。 
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はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第２１号、南小国町営農林業担い手住宅条例の一部を改正

する条例の制定については、農林課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 議案第２１号、南小国町営農林業担い手住宅条例の一部

を改正する条例の制定について。 

南小国町営農林業担い手住宅条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。南小国町へき地学校教職員住宅黒川団地（通称黒川教職員住宅）３戸

のうち１戸の所管移転を行い、南小国町営農林業担い手住宅へと用途変更したいた

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。 

次のページになります。南小国町営農林業担い手住宅条例の一部を改正する条例。 

南小国町営農林業担い手住宅条例（令和２年南小国町条例第２０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。右側、改正前におきまして、第２条、第８条そ

れぞれに別表第１、別表第２を記しておりましたけれども、改正後、それを１つに

しまして、その上で黒川の住宅分を１戸追加するという形で改正を考えております。 

令和２年度より農林課において農林業担い手住宅を実施しておりまして、現在、

満願寺施設住宅のほうで２戸の住宅を提供し、いずれも使用されているところでご

ざいます。今回の移転替えに伴いまして、農林業者への町営住宅の追加提供という

形でしたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。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。 
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これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第２１号、南小国町営農林業担い手住宅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。 

２時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４５分 

再開 午後２時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第２２号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１３号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１７、議案第２２号、令和３年度南小国町一般会計補正

予算書（第１３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２２号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１

３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２２号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書

（第１３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

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から歳入歳出それぞれ４億７,４２０万８,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６３億８,８４２万８,０００円と

する。 

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

７ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費。款、総務費、項、総務管理
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費、事業名、工事協力等請求調停委託料２６万４,０００円、南小国町地籍調査事

業８,２２５万６,０００円、マイクロ水力発電施設導入実証事業補助金５００万円。

戸籍住民基本台帳費、住民記録システム改修業務２１１万２,０００円。農林水産

業費、農業費、令和３年度団体営農業農村整備事業１,１００万円、農業委員会に

よる情報収集等業務効率化支援事業２０万円。林業費、親水公園トイレ給水工事７

８万６,０００円、親水公園ボーリング工事２６８万円、林道維持事業４００万円。

商工費、商工費、南小国町３倍返し宿泊券発行事業補助金７１２万３,０００円、

南小国町「観光」商品券発行事業補助金９５０万円。土木費、道路橋梁費、町道瓜

上矢田原線道路改良工事８,０００万円、道路メンテナンス事業８５０万円、道路

舗装事業５００万円。河川費、河川維持事業１３０万円。住宅費、南小国町営市原

団地２号棟外壁等改修事業１,３９９万４,０００円、南小国町民間賃貸住宅確保プ

ロジェクト補助金１,２００万円。災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、令和２

年発生農地等災害復旧事業７,８４７万５,０００円、公共土木災害復旧費、令和２

年発生公共土木施設災害復旧事業４億１５７万１,０００円。 

次のページをお願いいたします。第３表、地方債補正。起債の目的、過疎対策事

業債、今回８３０万円を減額し、７,６９０万円とするものでございます。現在の

利率は０.２％でございます。緊急自然災害防止対策事業債、今回４００万円を増

額し、４００万円とするものでございます。利率は０.７％でございます。一般単

独災害復旧事業債２,６４７万円を減額し、４,０００万円とするものでございます。

現在の利率は０.５％でございます。小災害復旧事業債６６０万円を減額し、１２

０万円とするものです。ただいまの利率０.０３％でございます。臨時財政対策債、

今回２,４７３万５,０００円を減額し、６,５５３万９,０００円とするものでござ

います。利率は０.５％でございます。緊急浚渫推進事業債、今回１,２００万円を

減額し、ゼロとするものでございます。公共施設等適正管理推進事業債、今回５０

万円を減額し、４,３８０万円とするものでございます。 

１２ページをお願いいたします。歳入でございます。 

町税、町民税、個人、今回１,６６２万円を増額し、１億１,７４０万９,０００

円とするものでございます。現年課税分の増でございます。法人、今回１万１,０

００円を減額し、１,５６０万２,０００円とするものでございます。滞納繰越分の

減でございます。 

次のページをお願いいたします。町税、入湯税、入湯税、今回６４５万円を減額

し、３,０００万円とするものでございます。見込みによる減でございます。 

次のページをお願いいたします。地方交付税、地方交付税、地方交付税、今回８,

２０１万５,０００円を増額し、２０億７,０４９万９,０００円とするものでござ
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います。普通交付税の追加交付分でございます。 

次のページをお願いいたします。分担金及び負担金、負担金、民生費負担金、今

回６３３万９,０００円を減額し、１億５,００２万２,０００円とするものでござ

います。主なものは、施設型保育給付費個人給付相当分６４０万円の減となってお

ります。 

災害復旧費負担金、今回６５万円を減額し、１７６万４,０００円とするもので

ございます。農林水産施設災害復旧費負担金でございます。 

衛生費負担金、今回９,０００円を減額し、２万１,０００円とするものです。養

育医療費個人負担金でございます。 

次のページをお願いいたします。使用料及び手数料、使用料、民生使用料、今回

３３万２,０００円を減額し、９４万円とするものです。介護保険関連サービス施

設使用料の実績による減でございます。 

土木使用料、今回１２５万２,０００円を減額し、４,５９９万円とするものでご

ざいます。これにつきましても実績による減でございます。 

教育使用料、今回１４万６,０００円を減額し、２１６万４,０００円とするもの

でございます。実績による減でございます。 

次のページをお願いいたします。手数料、衛生手数料、今回４万５,０００円を

減額し、１６万５,０００円とするものでございます。これも実績による減でござ

います。 

国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金、今回３４５万７,０００円を減額

し、１億２,７２３万７,０００円とするものでございます。主なものは、児童福祉

負担金、子どものための教育・保育給付費国庫負担金の増でございます。続きまし

て、障害者福祉費負担金、障害者自立支援給付費国庫負担金５９４万３,０００円

の減でございます。 

続きまして、災害復旧費国庫負担金、今回３億２,７３０万１,０００円を減額し、

３億８,４７４万,７０００円とするものでございます。理由といたしまして、精算

及び不調によるものでございます。 

続きまして、衛生費国庫負担金、今回７万４,０００円を増額し、２,６２２万円

とするものでございます。主なものは、保険基盤安定負担金の増でございます。 

次のページをお願いいたします。国庫補助金、民生費国庫補助金、今回２,６５

１万５,０００円を減額し、１億２,２７６万６,０００円とするものでございます。

主なものは、社会福祉費補助金、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金、

対象見込み世帯の減に伴うものでございます。子育て世帯への臨時特別給付金事業

費補助金２００万円の減、これも実績による減でございます。 
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衛生費国庫補助金、今回９９万６,０００円を減額し、１,２２７万５,０００円

とするものでございます。保健事業費補助金、事業変更のための減でございます。 

土木費国庫補助金１,０４３万８,０００円を減額し、６,２５３万２,０００円と

するものでございます。主なものは、社会資本整備総合交付金、空き家再生等推進

事業で対象物件等がなかったための事業費の減でございます。 

教育費国庫補助金、今回６７万２,０００円を減額し、３３７万９,０００円とす

るものでございます。寄宿舎居住補助金、実績による減でございます。 

総務費国庫補助金、今回２２７万２,０００円を増額し、１億２,２６７万８,０

００円とするものでございます。個人番号カード交付事務費補助金の減でございま

す。 

続きまして、次のページ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２

３３万４,０００円の増でございます。国庫補助金、補助裏分の追加交付分でござ

います。 

次のページをお願いいたします。委託金、総務費委託金、今回８３万６,０００

円を減額し、３８４万４,０００円とするものでございます。選挙費委託金で衆議

院議員選挙の実績による減でございます。 

民生費委託金、今回２,０００円を増額し、１６３万８,０００円とするものでご

ざいます。事業実績増に伴うものでございます。 

次のページをお願いいたします。県支出金、県負担金、民生費負担金、今回２２

０万７,０００円を減額し、５,３１５万７,０００円とするものでございます。主

なものは、子どものための教育・保育給付費県費負担金の増でございます。また、

障害者福祉費負担金、障害者自立支援給付費県費負担金の減でございます。 

衛生費負担金、今回１４８万３,０００円を減額し、３,０９６万６,０００円と

するものでございます。保険基盤安定負担金の実績による減でございます。 

農林水産業費負担金、今回８８万４,０００円を減額し、１４２万９,０００円と

するものでございます。農業委員会交付金の減によるものです。 

次のページをお願いいたします。県補助金、総務費補助金、今回３,８８４万６,

０００円を増額し、９,４３６万８,０００円とするものでございます。地籍調査費

補助金、国交付金の前倒しによる増でございます。それと、移住支援金補助金１５

０万円の減、実績によるものでございます。 

民生費補助金、今回２８５万４,０００円を減額し、９３１万４,０００円とする

ものでございます。主なものは、障害者福祉補助金、熊本県障害者住宅改造助成事

業費補助金、実績見込みによる減でございます。それと、老人在宅福祉事業補助金、

住宅改造助成事業補助金、実績による減でございます。児童福祉補助金、一時預か
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り事業県補助金、補助対象減額に伴う減でございます。次のページ、保健事業費補

助金、新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金、補助基準減額の

ための減でございます。 

続きまして、農林水産事業費補助金、今回３８４万９,０００円を減額し、１億

１,３６７万５,０００円とするものでございます。農業関係補助金、主なものは、

農業次世代人材投資事業補助金、実績によるものでございます。林業関係補助金１

３万２,０００円、鳥獣被害防止総合対策緊急捕獲支援交付金増によるものでござ

います。 

土木費補助金、今回５３５万６,０００円を減額し、７２万９,０００円とするも

のでございます。主なものは、熊本県空き家活用促進モデル事業補助金、実績によ

る減でございます。続きまして、土砂災害危険性住宅移転促進事業補助金３００万

円、実績による減でございます。 

続きまして、教育費補助金２０万円を減額し、４４万４,０００円とするもので

ございます。次のページをお願いいたします。水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金、事

業中止に伴う減でございます。 

続きまして、災害復旧事業補助金、今回４,７１１万円を減額し、１億１,３１２

万円とするものでございます。これにつきましても実績による減でございます。 

次のページをお願いいたします。県支出金、委託金、総務費委託金、今回１４万

４,０００円を減額し、５３３万２,０００円とするものでございます。経済センサ

ス活動調査委託金、実績による減でございます。 

民生費委託金、今回５,０００円を増額し、５,０００円とするものでございます。

今年度の均等割分の増額でございます。 

次のページをお願いいたします。財産収入、財産売払収入、不動産売払収入、今

回４３１万５,０００円を増額し、１,９３９万４,０００円とするものでございま

す。直営林売払収入の深久保地区の直営林、材積と単価増による増でございます。 

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４,７１４万４,０００円を減額し、０円とするものでございます。予算ベースの

基金残高でございます。１４億３,２０６万５０３円。数字で申し上げます。１４

３２０６０５０３でございます。 

地域福祉基金繰入金、今回７４万４,０００円を減額し、１８０万６,０００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。１億６,０３０万８,

６２９円。数字で申し上げます。１６０３０８６２９でございます。 

ふるさと納税基金繰入金、今回４,６１５万５,０００円を減額し、３億５４９万

５,０００円とするものでございます。予算ベースの基金残高でございます。６億
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５,１６５万７,３１８円でございます。数字で申し上げます。６５１６５７３１８

でございます。 

次のページをお願いいたします。諸収入、雑入、受託事業収入、今回６万円を増

額し、１,２２５万７,０００円とするものでございます。内容といたしましては、

保育園広域入所受託料、児童増に伴う増でございます。 

続きまして、雑入でございます。今回１８万７,０００円を減額し、１,６８８万

７,０００円とするものでございます。保育園職員賄料収入、実績による減でござ

います。 

次のページをお願いいたします。町債、町債、過疎対策事業債、今回８３０万円

を減額し、７,６９０万円とするものでございます。 

一般単独事業債、今回４００万円を増額し、４００万円とするものでございます。 

災害復旧事業債、今回３,３０７万円を減額し、９,３１０万円とするものでござ

います。 

臨時財政対策債、今回２,４７３万５,０００円を減額し、６,５５３万９,０００

円とするものでございます。 

緊急浚渫推進事業債、今回１,２００万円を減額し、０円とするものでございま

す。 

公共施設等適正管理推進事業債、今回５０万円を減額し、４,３８０万円とする

ものでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（河本孝博君） 続きまして、歳出でございます。 

３１ページをお願いいたします。議会費、議会費、議会費、今回４３０万３,０

００円を減額し、５,９７２万５,０００円とするものです。主な要因といたしまし

ては、支給率改定に伴います議員期末手当の減額、また新型コロナウイルス感染症

拡大防止による職員並びに議員の研修中止に伴います普通旅費及び費用弁償の減額

でございます。 

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） 総務費、総務管理費、一般管理費、今回４７８万３,００

０円を増額し、２億１,２５４万８,０００円とするものでございます。主な内容と

いたしましては、負担金補助及び交付金、南小国町派遣職員給与等負担金でござい

ます。 

以上です。 
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○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、文書広報費です。今回５,０００円を

減額し、４８９万２,０００円とするものです。内容としましては、需用費５,００

０円の減額、新型コロナウイルス感染症の影響により研修会と併せて開催される情

報交換会等が中止となったことに伴います実績による食糧費の減額です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、会計管理者。 

○会計管理者（松岡 洋君） 続きまして、会計管理費です。今回２万１,０００円を

減額し、７４８万円とするものです。新型コロナウイルスの影響により会議等が中

止になったことに伴う旅費の減額でございます。 

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） 財産管理費です。今回１８６万６,０００円を増額し、２

億９,１０４万４,０００円とするものでございます。主なものは、委託料、次のペ

ージをお願いいたします。町有林素材生産委託料２０２万５,０００円の増でござ

います。 

続きまして、諸費、今回９２万６,０００円を減額し、１,０３６万７,０００円

とするものでございます。主な内容といたしましては、部分林地元交付金、実績に

よる減でございます。 

続きまして、財政調整基金費でございます。今回１億１,５２９万円を増額し、

５億５,６８３万２,０００円とするものでございます。内容といたしましては、財

政調整基金積立金、歳出減に伴う積立てでございます。 

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３,７４６万円を減

額し、１億３,２８６万６,０００円とするものです。 

主な要因としましては、報償費６２７万円の減額。それぞれの項目におきまして

実績並びに実績見込みに伴う諸謝金、報奨金の減額です。 

旅費８８万円の減額。新型コロナウイルス感染症の影響により中止もしくはオン

ライン開催となった研修会等に係る実績による普通旅費の減額、総合計画策定推進

協議会開催実績に伴います費用弁償の減額です。 

委託料４７１万５,０００円の減額。地域おこし協力隊支援業務委託料につきま

しては、新規２名分の採用がなかったことに伴います３２０万円の減額、空き家活

用住宅整備設計監理業務委託料につきましては、対象がなかったことに伴います実
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績なしによる全額減額となります。移住定住支援コーディネーター業務委託料につ

きましては、実績に伴う減額です。令和３年度ふるさと便業務委託料につきまして

は、実績に伴う減額です。 

工事請負費１,４７５万円の減額。空き家活用住宅整備工事、不良空き家解体撤

去工事ともに対象となる空き家がなかったことに伴います実績による全額減額です。 

備品購入費１５０万円の減額。小国郷公共交通会議によりコミュニティバス導入

に係る１０人乗りハイエース購入の見積入札による入札残によります備品購入費の

減額です。 

負担金補助及び交付金８９５万５,０００円の減額。各負担金におきまして、阿

蘇くまもと空港国際線振興協議会負担金、イーズ未来共創フォーラム参加料、エネ

ルギー関係視察研修負担金、ローカルベンチャー事業参加負担金につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響により事業中止や縮小もしくは研修会の視察研修

等の中止に伴う減額となります。各補助金につきましては、「日本で も美しい村」

づくり補助金、夢チャレンジ補助金、きよら祭り補助金、家財撤去補助金、引っ越

し補助金、移住支援金補助金、太陽光発電設備等導入促進補助金につきましては、

実績、実績見込みに伴います補助金の減額となります。 

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） 続きまして、地籍調査費です。今回５,７３７万２,０００

円を増額し、１億４,４７１万円とするものです。国の補正予算を受け、令和４年

度申請分を前倒しにより追加することに伴う補正です。令和３年度予算の補正では

ありますが、事業自体は繰越しにより実施をいたします。なお、減額となっている

費目は、令和３年度予算の実績に伴う補正となっております。 

各費目の説明です。 

報償費２３８万５,０００円の増額です。調査に協力していただける地元選出の

推進員さんへの日当でございます。 

旅費２万円の減額です。令和３年度の研修会等が中止になったことに伴う減額で

ございます。 

需用費５９万７,０００円の増額です。調査に必要な事務用品や公用車の燃料代

並びに推進員さんの懇親会のための食糧費でございます。 

役務費５５万７,０００円の増額です。地籍調査支援システムの保守手数料と傷

害保険の保険料でございます。 

委託料５,２７８万７,０００円の増額です。一筆地調査及び測量に係る委託料の

増額でございます。 



－ 189 － 

工事請負費５万８,０００円の減額です。令和３年度の実績に伴う減額でござい

ます。 

備品購入費４万５,０００円の増額です。事務用ラベル印刷機の購入費です。 

負担金補助及び交付金３万２,０００円の減額です。令和３年度実績に伴う負担

金の減額でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 続きまして、ＣＡＴＶ運営事業費です。今回５万円

を減額し、４,２９６万７,０００円とするものです。内容としましては、情報推進

化協議会へアドバイザーを新型コロナウイルスの影響で招聘しなかったことに伴い

ます報償金の減額です。 

続きまして、情報電算管理費です。今回１６４万３,０００円を減額し、４,０７

５万６,０００円とするものです。内容としましては、役務費３２万７,０００円の

減額、総合行政システム機器保守業務委託料の機器交換に伴う減額、並びにＰＣ等

機器の廃棄手数料の実績に伴う減額です。委託料１３１万６,０００円の減額です。

総合行政システムのアプリケーションソフト利用、並びに総合行政システムの改修

に係る電算関係運営支援委託料の実績に伴う減額、並びに自治体間行政ネットワー

クであるイントラネット保守点検業務委託料の実績に伴う減額です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 財政管理費です。今回１５万１,０００円を減額し、１０

億５４１万円とするものでございます。内容といたしましては、研修会等に参加し

なかったための旅費の減でございます。 

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） ３７ページをお願いいたします。総務費、徴税費、税務総

務費です。今回１０万５,０００円を減額し、５,７９５万４,０００円とするもの

です。新型コロナウイルスによる研修会等の中止に伴う旅費及び食糧費の減額でご

ざいます。 

続きまして、賦課徴収費、今回２０万４,０００円を減額し、１,４５７万２,０

００円とするものです。こちらも同様に新型コロナウイルスによる研修会等の中止

に伴う旅費及び食糧費、並びに研修会負担金の減額でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 
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○町民課長（河津頼子君） ３８ページをお願いします。総務費、戸籍住民基本台帳費、

戸籍住民基本台帳費です。今回３６万２,０００円を減額し、４,４５７万円とする

ものです。内容としましては、時間外勤務手当の１５万円減額、普通旅費の１２万

円減額、食糧費の３万円減額、通信運搬費の６万２,０００円の減額になります。

時間外勤務手当は実績によるものですが、それ以外につきましては新型コロナウイ

ルス感染症の影響による来庁者の減と研修会等の中止によるものです。 

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） ３９ページをお願いいたします。総務費、選挙費、衆議院

議員選挙 高裁国民審査費、今回７５万７,０００円を減額し、３６７万６,０００

円とするものでございます。１０月に実施された衆議院議員選挙 高裁国民審査の

実施に伴う減額でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ４０ページをお願いします。統計調査費、統計調査

総務費です。今回１６万８,０００円を減額し、３６万２,０００円とするものです。

いずれの費目につきましても統計調査実績に伴います減額となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（河本孝博君） ４１ページをお願いいたします。監査委員費、監査委

員費、今回５０万９,０００円を減額し、７６万３,０００円とするものです。主な

要因といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止による職員並びに監査

委員の研修中止に伴います普通旅費及び費用弁償の減額でございます。 

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） ４２ページを御覧ください。民生費、社会福祉費、社会福

祉総務費です。今回２,４１５万円を減額し、１億３,３１５万８,０００円とする

ものです。報償費につきましては、新型コロナウイルス感染拡大により男女共同参

画講演会の中止による減額でございます。需用費につきましては、各種懇親会等の

中止による減額でございます。負担金補助及び交付金の住民税非課税世帯等臨時特

別給付金につきましては、支給対象見込み世帯の減による減額でございます。 

続きまして、老人福祉費です。今回６５３万４,０００円を減額し、３,３７１万

１,０００円とするものです。需用費の食糧費につきましては、老人宿泊研修全体

会の中止に伴う減でございます。委託料につきましては、介護予防生活支援事業委
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託、緊急通報システム整備事業委託料ともに実績による減額でございます。使用料

及び賃借料の車借上げ料につきましては、老人宿泊研修一部中止に伴う減額でござ

います。負担金補助及び交付金につきましては、寝たきり老人等介護者手当、住宅

改造助成事業補助金、老人宿泊研修会補助金、敬老祝金ともに実績による減額でご

ざいます。扶助費につきましても、老人保護措置費、介護用品支給費ともに実績に

よる減額でございます。 

続きまして、障害者福祉費です。今回１,３４１万５,０００円を減額し、１億９,

３２７万３,０００円とするものです。報償費の相談員謝礼につきましては、実績

による減額でございます。負担金補助及び交付金の障害者住宅改造助成金につきま

しても、実績による減額でございます。４３ページをお願いいたします。扶助費の

自立支援医療（更生医療）診療報酬、重度心身障害者医療費助成金につきましては、

ともに実績による減額でございます。地域生活支援事業費につきましては、実績に

よる１０万円の増額でございます。障害福祉サービス費につきましては、実績によ

る減額でございます。 

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） 続きまして、国民年金事務費です。今回２万６,０００円

を減額し、４５万３,０００円とするものです。内容としましては、研修中止に伴

う旅費の減額です。 

続きまして、人権対策費です。今回６万２,０００円を減額し、１２万１,０００

円とするものです。内容としましては、人権対策関係行事の中止に伴う食糧費４万

２,０００円の減額と、新型コロナウイルス感染症によって活動減となりました更

生保護女性会の補助金２万円の辞退による減額になります。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 続きまして、介護保険関連サービス施設管理費です。今回

８４２万２,０００円の財源組替でございます。 

次のページをお願いいたします。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費です。今

回１,０６１万８,０００円の財源組替でございます。 

続きまして、児童措置費です。今回９１１万５,０００円を減額し、２億７,６０

７万６,０００円とするものです。役務費の通信運搬費でございますが、実績見込

みによる減額でございます。負担金補助及び交付金の施設型給付費負担金につきま

しては、認定こども園利用園児数の増に伴う１００万円の増額でございます。施設

型給付費公立保育園負担金につきましては、園児の増減に伴う減額でございます。
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子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、実績見込みによる減額でございま

す。低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金につきましても、

実績による減額でございます。扶助費につきましては、児童手当、子育てのための

施設等利用給付費ともに実績見込みによる減額でございます。 

続きまして、母子父子福祉費です。今回６０万円を減額し、２４２万６,０００

円とするものです。ひとり親家庭等医療費助成金につきましては、実績見込みによ

る減額でございます。 

続きまして、児童福祉施設費です。今回３７５万１,０００円を減額し、１億８,

５５１万９,０００円とするものです。修繕料につきましては、市原保育園の屋根

の修理を今回見送りましたので、減額としております。賄材料費につきましては、

実績見込みによる減額でございます。 

４５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８

１０万３,０００円を減額し、１,３１８万７,０００円とするものです。負担金補

助及び交付金の熊本地震復興基金被災宅地復旧支援補助金、令和２年７月豪雨宅地

復旧補助金ともに減額でございます。 

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） ４６ページをお願いします。衛生費、保健衛生費、保健衛

生総務費です。今回４６７万５,０００円を減額し、２億９,２１５万４,０００円

とするものです。内容としましては、新型コロナウイルス感染症の影響による会

議・研修会の中止に伴う委員報酬９,０００円、講師謝礼６万円、旅費１０万３,０

００円、食糧費５万８,０００円の減額になります。また、委託料は、胃がん検診

など、各委託料の実績に伴う減額になっております。３６万１,０００円減額して

おります。負担金補助及び交付金につきましては１５７万９,０００円の増額なん

ですが、こちらは小国町外一ケ町公立病院組合負担金の増額によるもの、成人歯周

疾患健診補助金の実績に伴う減額によるものです。４７ページをお願いします。引

き続きですが、扶助費の１９０万円につきましては、子育て支援医療費助成金の実

績に伴う減額になります。繰出金は３７６万３,０００円の減額になりまして、国

民健康保険特別会計繰出金５１８万９,０００円の減額と、介護保険特別会計繰出

金１４２万６,０００円の増額によるものです。 

続きまして、予防費です。今回４５万７,０００円を減額し、５,３７９万４,０

００円とするものです。内容としましては、研修等の中止に伴う旅費の減額２万円

と、子供さん分の予防接種の実績に伴う４３万７,０００円の減額です。 

続きまして、環境衛生費です。今回２７２万７,０００円を増額し、１億９,６１
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４万円とするものです。内容につきましては、不法投棄パトロール中止に伴う報償

費の５,０００円の減額と、会議・研修会の中止に伴う旅費の５万円の減額、繰出

金、水道特別会計繰出金５７８万５,０００円の増額、特定地域生活排水処理特別

会計繰出金９万６,０００円の増額、公共下水道特別会計繰出金３０９万９,０００

円の減額です。 

続きまして、後期高齢者医療費です。今回１万円を減額し、８,６６５万円とす

るものです。こちらにつきましては、後期高齢者医療特別会計繰出金の１万円減額

になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） ４８ページになります。農林水産業費、農業費、農業委

員会費、今回７７万４,０００円を減額し、５８１万６,０００円とするものです。

主なものとしまして、報酬、委員報酬ですけれども、能率給と言われる活動実績に

要する報酬の実績による減。続きまして、備品購入費２０万円ですけれども、県内

全ての農業委員会に対しまして、県農業会議からの補助を財源として現地調査等で

のタブレットを導入、５台になるんですけれども、その予算を計上しております。

県の補正予算対応となっておりますので、繰越事業として実施をすることにしてお

ります。 

続きまして、農業総務費、今回５０７万５,０００円を減額し、８,４６１万６,

０００円とするものです。主なものとしまして、報償費、旅費、負担金補助及び交

付金に記載のある部分なんですが、実績による減、それと開催回数等の減、中止等

に伴う減となっております。４９ページになります。繰出金、農業集落排水事業特

別会計繰出金１０万円の減です。 

続きまして、農業振興費、今回２,３４９万６,０００円を減額し、１億４,５３

２万８,０００円とするものです。主なものとしまして、委託料、図面作成等委託

料なんですけれども、中山間直接支払いおける変更図面作成で、結果、変更がなか

ったことによる全額減、負担金補助及び交付金２,３０５万６,０００円ですけれど

も、それぞれ実績に伴う減としております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 引き続き、４９ページです。自然休養村センタ

ー管理費です。今回補正額２１万円を減額しまして、３５３万３,０００円とする

ものです。主な内容につきましては、光熱水費の実績見込みによる減額となってお

ります。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 続きまして、都市農村交流費です。今回１３万６,

０００円を減額し、０円とするものです。内容は、新型コロナウイルス感染症の影

響による楠団地との交流事業中止に伴う全額減額です。 

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） ５０ページになります。交流促進センター管理費、今回

補正はございません。財源組替です。一般財源にしていたものをふるさと納税の基

金を充てるということで財源組替を行っております。 

５１ページになります。林業費、林業振興費、今回２,１２２万円を減額し、６,

３９５万７,０００円とするものです。報償費に関しましては、開催回数の減によ

るものでございます。続きまして、委託料４０万７,０００円、工事請負費１,８２

３万４,０００円の減に関しましては、ファブラボの木材拠点施設におきまして倉

庫建築、外構工事等を行うべく入札等を実施しましたが、結果、不落となり、その

後の調整等におきましても現予算範囲の中では喫緊の資材の購入等の単価増等に伴

いまして、今回全て見送るという形にしておりますが、委託料につきましては実施

設計等まで行っておりますので、それ以外の部分を減としております。続きまして、

負担金補助及び交付金１８６万８,０００円の減ですけれども、実績による減、そ

れと鳥獣被害防止総合対策緊急捕獲支援交付金につきましては交付金枠の増という

ことで１３万２,０００円の増となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 入会林野等整備事業費、今回１０万４,０００円を減額し、

０円とするものでございます。事業申請がなかったため、全てを減額するものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） ５２ページです。治山事業費、今回１２万円を減額し、１

６万３,０００円とするものです。治山林道協会負担金、本年度精算による減額で

す。 

林道維持費、今回２００万円を減額し、５１４万４,０００円とするものです。

工事請負費、林道維持工事につきまして、本年度実績減額による次年度計上等によ

る減額になっております。 

以上です。 
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○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） ５３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３７８万円を減額し、８,４０９万１,０００円とするものです。

内容としましては、需用費１６９万２,０００円の減額、新型コロナウイルス感染

症拡大防止対策として配布しました抗原検査キット並びにアルコールディスペンサ

ーの見積入札残に伴う消耗品費の減額です。役務費４０万円の減額、郵便代実績に

伴う通信運搬費の減額です。負担金補助及び交付金１６８万８,０００円の減額、

新型コロナウイルスに係る飲食店への営業時間短縮要請協力金の市町村一部負担金

の実績に伴う減額です。 

続きまして、観光費です。今回３３５万円を減額し、６,８６４万５,０００円と

するものです。内容としましては、旅費３０万円の減額、新型コロナウイルス感染

症の影響により研修会・イベント等を中止、オンライン開催へと変更になったこと

に伴う職員の普通旅費の減額です。負担金補助及び交付金３０５万円の減額、新型

コロナウイルス感染症の影響により事業実施ができなかったことに伴いますやまな

みハイウェイ観光連絡協議会負担金、並びにシェアバイク実証事業負担金の減額、

並びに実績に伴います観光促進事業補助金の減額です。 

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） ５４ページです。土木費、土木管理費、土木総務費、今回

４４５万円を減額し、７,２４０万３,０００円とするものです。負担金補助及び交

付金、いずれも実績による減、申請取止め等による減額となっております。 

５５ページをお願いします。道路橋梁費、道路橋梁総務費、今回５０万円を減額

し、２６７万４,０００円とするものです。道路台帳修正委託料、実績による減額

です。 

道路維持費、今回１,６００万円を減額し、５,０９２万２,０００円とするもの

です。工事請負費、災害復旧事業による労務者等不足のための未発注、執行残とな

っております。 

道路新設改良費、今回２,０２５万円を減額し、８,１２７万円とするものです。

役務費、委託料とも執行残による減額です。工事請負費につきましても執行残、実

績等による減額となっております。 

橋梁維持費、今回１９５万円を減額し、２,２０５万円とするものです。委託料、

道路メンテナンス事業委託料、精算による減額です。 

５６ページをお願いします。河川費、河川総務費、今回２,３００万円を減額し、

８７３万円とするものです。委託料４００万円の減、支障木伐採委託料につきまし
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ては、当初は森林組合等の委託を考えておりましたが、建設業者による機械使用料

等で対応できたための減額となっております。工事請負費１,９００万円の減額に

つきましても、河川掘削工事１,２００万円の減、河川維持工事７００万円の減、

災害復旧事業や機器使用料等で対応できたための減額となっております。 

５７ページをお願いします。住宅費、住宅管理費、今回補正の増減はございませ

ん。財源組替です。 

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） ５８ページをお願いいたします。消防費、消防費、非常備

消防費、今回１５２万円を減額し、１億１,８７７万７,０００円とするものでござ

います。コロナ禍における事業中止、縮小のための減でございます。旅費、需用費、

負担金補助及び交付金ともに減額をしております。 

続きまして、災害対策費、今回１万円を減額し、６９３万円とするものでござい

ます。食糧費の実績による減でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） ５９ページをお願いいたします。教育費、教育

総務費、教育委員会費です。今回補正額１２万７,０００円を減額し、９３万２,０

００円とするものです。負担金補助及び交付金の減となっております。補助金の確

定及び負担金の実績による減額となります。 

続きまして、事務局費です。今回補正額１２４万１,０００円を減額しまして、

９,８２１万１,０００円とするものです。内容につきましては、報償費、講演会・

研修会等が開催できなかったことに伴います講師謝礼の減額です。旅費１１万３,

０００円も同様に会議等の中止による出張の減による実績の減額です。需用費、食

糧費についても同様、会議の中止に伴いましての減額です。負担金補助及び交付金

につきましても、負担金の確定に伴います減額です。貸付金につきましては、新規

認定の実績なしに伴いまして減額としております。 

続きまして、教職員住宅管理費です。今回補正額９万円を減額し、８０万９,０

００円とするものです。内容につきましては、施工実績に伴います減額です。 

次のページをお願いいたします。６０ページです。小学校費、学校管理費です。

今回補正額１８２万６,０００円を減額し、１億５２２万２,０００円とするもので

す。内容につきましては、需用費、実績見込みに伴います光熱水費の減額です。委

託料は、各種委託の実績に伴います減額となっております。使用料及び賃借料につ

きましては、車借上げ料です。実績に伴いましての減額です。続きまして、工事請
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負費です。入札及び施工実績に伴います減額です。負担金につきましても、各種補

助金の確定と負担金の実績による減額です。 

次に、教育振興費です。今回補正額２４万８,０００円を減額し、４６万３,００

０円とするものです。負担金補助及び交付金につきましても、小学校の給食費補助

金の確定に伴いましての減額です。扶助費につきましては、要保護及び準要保護の

援助費の認定実績の見込みに伴います減額です。 

次のページをお願いいたします。６１ページです。中学校費、学校管理費です。

今回補正額１５５万円を減額し、３,９８１万５,０００円とするものです。需用費

につきましては、実績見込みに伴います光熱水費の減額です。委託料につきまして

も、各委託の実績に伴います減額です。使用料及び賃借料につきましては、車借上

げの実績に伴う減額となっております。負担金補助及び交付金、各種補助金・負担

金の実績による減額です。 

続きまして、教育振興費です。今回補正額７９万円を減額し、７６万１,０００

円とするものです。内容につきましては、負担金補助及び交付金、補助金確定によ

る実績の減額です。次に、扶助費です。要保護及び準要保護の援助費の認定実績見

込みに伴います減額です。 

次のページをお願いいたします。６２ページです。社会教育費、社会教育総務費

です。今回補正額２００万円を減額し、４４６万４,０００円とするものです。報

酬は、会議を開催できなかったことに伴います委員報酬の減額となっております。

報償費につきましては、放課後子ども教室中止に伴いまして、ボランティアへの謝

礼の減額となっております。旅費につきましても、会議・研修等の中止に伴います

減額です。需用費も同様、会議等の中止に伴います実績の減となっております。役

務費につきましては、成人式の参加者の減によりますＰＣＲ検査手数料の減額とな

ります。使用料及び賃借料は、車両借上げの実績及び映画放映中止に伴います減額

となっております。負担金補助及び交付金につきましては、各種補助金の確定、負

担金の実績による減額です。 

続きまして、公民館費です。今回補正額１６７万４,０００円を減額し、３９６

万８,０００円とするものです。内容につきましては、工事請負費１４０万円の減

額となります。県発注の河川工事の進捗によります減額となります。令和４年度に

改めて発注することにしております。 

次のページをお願いいたします。６３ページです。社会教育費、文化財保護費で

す。今回補正額３８万４,０００円を減額し、６５万７,０００円とするものです。

内容につきましては、旅費、会議と研修会等の中止による実績です。使用料及び賃

借料も同様に車借上げの実績に伴う減となっております。負担金補助及び交付金に
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つきましても補助金の確定による減です。 

続きまして、図書館費です。５,０００円を減額し、１２３万２,０００円とする

ものです。負担金の確定に伴います減額です。 

次のページをお願いします。６４ページです。保健体育費、保健体育総務費です。

今回補正額２６５万７,０００円を減額し、６０９万５,０００円とするものです。

報酬につきまして、委員会等を開催できなかったことによります委員報酬の減額で

す。報償費です。同様に委員会を開催できなかったことに伴います講師謝礼の減額

となります。旅費も、会議、また郡民体育祭等の中止に伴います出張がなかったこ

とに伴います実績に伴う減額です。負担金補助及び交付金、補助の確定、負担金の

実績に伴います減額となっております。 

続きまして、学校給食費です。今回補正額６万８,０００円を減額し、３,９８４

万２,０００円とするものです。役務費につきましては、各種検査手数料、車検時

の保険料の実績に伴います減額です。負担金補助及び交付金は、負担金の確定によ

る減額です。公課費につきましては、車検時の自動車重量税の実績に伴います減額

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） ６５ページです。災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、

農地災害復旧費、今回１,９５０万円を減額し、３,８０４万円とするものです。工

事請負費の減額については、いずれも精算による減額や未発注、次年度再計上等に

よる減額となっております。 

農業用施設災害復旧費、今回４,５２１万円を減額し、９,５６０万１,０００円

とするものです。役務費、手数料につきましては、該当事業がなかったことによる

減額です。委託料につきましては、執行残、精算による減額となっております。工

事請負費４,２００万円の減額は、精算及び未発注による次年度再計上等に伴う減

額です。公有財産購入費につきましては、未執行による事業案件がなかったことに

よる減額です。 

６６ページです。公共土木災害復旧費、公共土木災害復旧費、今回３億３,３３

６万９,０００円を減額し、５億６３７万４,０００円とするものです。役務費、手

数料につきましては、事業案件がなかったことによる減額です。委託料、発注者支

援業務委託料につきましては、実績による減額です。工事請負費につきましては、

精算及び未発注等による次年度再計上のための減額となっております。公有財産購

入費３０万円は、該当事業がなかったことによる減額です。立木補償費１６万９,

０００円につきましては、執行残、精算による減額となっております。 
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応急災害復旧費、今回補正の増減はございません。財源組替です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ３時２０分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時０７分 

再開 午後３時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

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、一番早いのが、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） １６ページの土木使用料で公共住宅使用料の現年度分が１２５

万２,０００円減額されていますけれども、これは、空きが増えたのか、それとも

入居世帯の所得減少によって予定していた使用料が取れなくなったとか、そういう

何らかの要因があると思いますけれど、そこを教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 住宅使用料ということで、特公賃の住宅を中心に空きも若

干あります。その他、収納率が調定額の９８％ぐらいに設定していたものが若干落

ちて、見込みでいきますと、２月までの直近の調定に９６％ぐらいの収納率を掛け

て算出しているという感じで、特公賃住宅の空き家の落ち込みといいますか、使用

料減と収納率の低下、一部分に支払いが困難な相談を受けている案件もありますの

で、そういった総合的な要因による減額となっております。 

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） ケーブルテレビでも空いているところに関して募集とかをかけ

ていたと思います。それでもやっぱり入居がなかったということ。ただ、移住希望

者は何か増えているみたいなんですけれど、そういうところに提供するという形も

できるかと思うんですけれど、いかがですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 特公賃住宅につきましては今も公募をとっておりますので、

今回の公募で今空いている２件は埋まる予定になっておりますので、空室が続くこ

とはないかと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

２番、佐藤毅議員。 
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○２番（佐藤 毅君） 分かりました。 

もう一つ、自然休養村センター管理費、４９ページのところで、玄関前のところ

に陥没がまだ見られると思うんですけれども、あの処理についてはどんな予定が立

っているのか教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 現在のところ、まだ処理方法については検討しておりませ

ん。早急に検討をやりたいと思います。あれにつきましては、今まで３回ぐらい掘

って、埋め戻しをしたんです。しかし、やはり下がるということで、昨年お金をか

けて調査をしたんですけれども、中に隙間が空いているということで、建物上その

基礎があるから落ちるとか、そういうことはないですけれども、隙間があるという

ことで言われていますので、工事のやり方なんかを今検討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） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 管理センターは多くの方が利用されますし、正面玄関のところ

でもありますので、早急に対策を講じないと何かあってからでは遅いと思いますの

で、対応を急いでいただきたい。お願いします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。質疑のある方はおられますか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ３４ページの総務費の中の委託料、本年度ふるさと便の業務委

託の分の実績と令和２年度分と対比してどのくらいの増減があったのか。 

それから、次のページのきよら祭りの補助金、これは町民のために使われた１０

０万円の内訳を教えて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） ただいまの質問にお答えいたします。 

今回ふるさと便につきましては、１３１名の方に送付をさせていただきました。

商品総額が６５万５,０００円というところで、総額が１２５万５,０００円となり

ました。今回、 初のうちは条件を１８歳以上２５歳以下の高校生を除きます町内

出身かつ町外在住の方で親族の方が希望される場合に、町外に町内出身者がおられ

る方にふるさと便という形で送らせていただいたものです。しかしながら、なかな

かコロナ禍で何度かする中で募集につきましても少なかった部分もありましたので、

３０歳以下という形で条件を緩和させていただいて、 終的には１３１名の方とい

う形になったところでございます。 
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あと、きよら祭りの補助金関係ですけれども、資料の内訳を私のほうで持ち合わ

せておりませんので、また後ほど資料として提示させていただきたいと思います。

申し訳ございません。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） すみません、きよら祭りの補助金なんですけれども、詳

細な個別の金額までは出せないんですけれども、どういうふうに使ったかというと

ころで説明させていただきます。 

前回の議会の中でも指摘があったかと思っておりますけれども、その点について

は、申し訳ございませんでした。その上で、今回は、お正月に合わせた抽選の総額

が大体４０万円ぐらいだったと思います。それと、小学生、中学生に配布しました

図書券、確か１人当たり１,０００円だったと思います。それと、各保育園に遊具

をお配りした分、すみません、そこら辺の金額は明確ではないのですがその代金と

なっております。 

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） 別に使ったのが駄目ということじゃなくて、町民のためにこう

いった使われ方をされたんですから、やはり議会にそういうイベントの機会がない

ので町民のためにということで一言報告があれば私たちも町民に説明のしようがあ

ったのかなと思いますので、今後そういったことがあれば中間報告なり、終わった

後にでもこういう形で使わせていただきましたという話を一言いただければ別に問

題ないかと思います。 

それから、ふるさと便は、令和２年度から新型コロナウイルスの影響でアルバイ

ト等ができずに非常に生活に困窮している学生や地元を離れて働く人たちを少しで

もふるさとから応援しようということで始めていただきました。昨年は、１３１名

の方が利用されたということで、令和２年度は学生以外のふるさと便を利用された

方にアンケートも送付して、例えば将来、地元に帰ってくる意思があるのかとか、

そういったいろんなアンケートも中に入れて、まちづくりの一役を担ったのかなと

思いますけれども、来年度はそういった予算の計上がありませんでしたので、例え

ば令和２年、令和３年の実績を見て、今、まちづくり課長が言われたように、昨年

は、募集をしたにもかかわらず、思ったような申込みがなかったということで、今

後こういったまた新型コロナが続けば、今、地元を離れて働いている子供たちの支

援もやはり必要になってくるかと思いますので、そのあたりの実績等を見極めなが

ら、また新たな追加予算でも組んでいただいて、そういった子供たちのための支援
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をお願いしたいと思いますので、令和２年度と令和３年度の実績が分かればと思い

ましたので、また後ほどでも構いませんので、そのあたりのデータを教えていただ

ければと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに。 

はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） これはお尋ねですけれど、もちろん質問ですけれど。４２ペ

ージの社会福祉総務費の中の負担金補助及び交付金の中で住民税の非課税世帯等臨

時特別給付金の２,４００万円の減ということでございまして、これにつきまして

は１９ページの上のほうに民生費国庫補助金のほうで同じく２,４００万円の減と

いうことでこの数字がこちらに上がっていると思うんですけれど、この数字の金額

について２,４００万円というのは非課税世帯に対しての１０万円をお配りすると

いう金額ですよね。これでいくと、２,４００万円というと２４０世帯になるから、

この数字そのものがよく分からない。令和４年度の予算では３００万円ほどの金額

で組んでいますので、この２,４００万円の数字について教えていただきたいと思

います。 

それと、今回の補正につきましては、軒並み減額補正と、コロナ関係もあれば、

入札の不調もあったということでございますけれども、５５ページ、道路維持費あ

たりの減額等につきましては、別にお金を残さんでいいんじゃなかろうかと思って、

例えば町道の草切り等の維持工事の１,６００万円の減とか、実際草切り等に関し

ましては、盆前あたりに業者依頼をして、県道、国道、あるいはそういうところの

草切り等を行っていますけれど、早くしたところはそれだけ後々また草が伸びて、

見通しの悪い状況のところも見受けられますので、使い切れとは言わないけれど、

残す必要もないんじゃなかろうかなと僕なりに思って、せっかく組んだ予算ですの

で、これは道路の維持費につきましても同じです。やっぱり入札があるんですけれ

ど、入札をした結果の残ということになるでしょうけれど、せっかく予算を組んで

もらったから、陥没している道路もあれば、そういうところもありますので、そう

いうところに要望等もあれば使ったらどうかなと思っていますので、あまりこれは

残す必要はないんじゃなかろうかと考えていますので、そこのところはまたどうい

うお考えなのかをお聞かせください。 

それと、もう一つ、５１ページ、例の木材拠点施設、これにつきましては、材料

等が高騰したために入札が不調に終わったということで、今回は見送ったというこ

とですけれども。ということは、来年度この予算には上がっていなかったから、ま

た補正か何かを組んで出すかもしれませんけれど、金額を上げた中での再入札にす

るのか、どのようにして行うのかをお尋ねしたい。ファブラボに新しい今のあると



－ 203 － 

ころにこれをつくるという主な理由としては、ドローンとか３Ｄプリンター等が旧

星和小学校に置いてあったのを利便性等の関係でこっちに持ってくると、昨年はそ

ういう説明だったかと思いますけれど、あまり高くなるなら持ってこなくてもいい

んじゃなかろうかという僕なりに考えもありますので、先ほど委託を頼んでいるか

らなかなかという話もおっしゃったけれど、それも併せてどういうお考えなのかを

お尋ねします。 

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） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

金額が２,４００万円と大きくて申し訳ないんですけれども、国からお金が入っ

てくるというのもありまして、それと予算のときにまだ課税状況の確認、システム

が入っておりませんでしたので、確実な数字がまだありませんでしたので、少し大

きめな数字で上げておりました。ただ、その後にシステムの改修も行って、金額が

このあたりで少し大きくなって減額というところで、現在は非課税世帯が４３８件

の申請、それと家計急変の世帯が今２件の申請が入っております。 

以上でございます。内容はそういうところでございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 道路維持、道路新設改良の工事費の残ということの御質問

だったかと思いますけれど、令和３年度、令和４年度もそうですけれど、やっぱり

災害復旧事業を優先しなければならないというのが大前提にございまして、災害復

旧関係が不調に終わってしまう状況です。仮に道路改良維持工事を災害復旧と一緒

に出してしまうと、どうしても維持工事だったり改良工事だったりに流れてしまう

んです。災害復旧事業は、施工条件、場所も悪くて、経費もちょっと抑えられてい

る面がありますので、そのあたりは考えないと、いつまでも災害復旧が残ってしま

うと。不調により令和４年度に再計上しなくてはならない状況の中で、したくても

できなかった。業者に発注すれば、それだけまた時間も維持工事、改良工事にとら

れるわけですので、ますます災害復旧工事関連が遅れてくると思います。限られた

業者の中で、令和３年度、令和４年度はまだまだ災害復旧工事を中心にやっていか

なければならないという事情を御理解いただければと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 防災拠点施設ファブラボの倉庫建築なんですけれども、

農林課としては、できる限り早急な形で倉庫建築を実施したいということは考えて

おりますが、今年度入札を行いました結果、 低価格で入札をされた業者さんとう
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ちの設計書の価格差というのが相当な金額がございました。その要因として、今年

度からあっていますウッドショック、それと資材入手困難、それと月単位での資材

単価の変動というのが極端な価格で変動しております。そういった中で、設計書を

つくる上においては、何月何日時点での価格になってくるものですから、当然単価

スライド方式というやり方等はあるんですが、それを上回るような市況の変動、そ

ういったところが見受けられます。今回の予算を計上する際に対して、この工事請

負費の枠として、これを上限として審議をさせていただいたと思っています。です

ので、それを上回るような形になるものですから、市況を今後の状況等を判断しな

がら、ある程度下がった時期、当然そのメインとして小国杉を使っていますので、

そこの部分の木材が上がると、単価が上がるということに関して言えば、ある意味

ではうれしい限りなんですけれども、全般的な総事業費がかさみ過ぎるという形に

なりますと異常な形になるかと思いますので、今の予算よりも、もう一度審議を願

う際には、価格が上がる可能性というのが極めて高いのかなと思っておりますけれ

ども、今後の状況を見ながら適切な時期にまた御審議をお願いしたいと考えており

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） 今のファブラボ、木材、言うならば倉庫ですよね。違うと。

図面か何か出しましたか。見てないね。倉庫ですよね。だから、もうちょっと簡素

化した倉庫を建てればいいかなと。要するに、安易な簡単な倉庫でもいいかなと。

あまり金額を膨らませてもと思います。先ほどの建設課長の言うのも十分分かった

上での質問でしたけれど、せっかく組んだ予算ですのでということで、町内の業者

が少ないというのもあると思うんです。なかなか業者の育成といっても難しいとこ

ろがありますので、そこは理解した上での質問でしたので、できるだけよろしくお

願いします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ４４ページの児童福祉施設費の修繕料に当たるかどうか分かり

ませんけれど、中原保育園のフェンス、確かこの前ある方から３０万円ではどうし

ようもない、全部取り替えないと仕方ないじゃないかと言ってまいりましたけれど、

その後どうなっていますでしょうか。フェンス工事です。腐ってしまっていると思

うんです。園そのものもかなり建て替え時期にきているかと思いますけれど、フェ

ンスの情報が入っているものですから、今後それをやってしまったらいかがかなと
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思いまして、質問いたします。 

○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。 

今年度の初めに中原保育園のフェンス、運動場の外周にぐるっとフェンスがあり

ます。その悪いところは一部分なんです。ほかはまだ全然大丈夫なんですけれど、

その悪い部分をお願いするのに３０万円ぐらいでお願いしますと。昨年の５月ぐら

いまでにお願いをしますという形でお願いしていたんですけれど、その後なかなか

御返答がなく、年末か年明けてから、また別に新しく１００万円以上の見積りを持

ってこられて、全部したほうがいいですよということでしたので、こちらとしては

予算もその金額ですし、お願いもしておりましたので、それはできませんと、もと

のお願いのままでお願いしますという話をして、まだそのままになっています。期

間が少なくなっていますので、福祉課の中では、今話しをして、どうしようかとい

うことになっております。現状はそういうことです。 

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） 早い話、業者を変えてでも、やはり悪いところは直しておいた

ほうがいいかなと思いますし、そういう検討をなさったらいいんじゃないですか。

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 今、ファブラボにつきまして非常に手厳しい意見をいただきま

して、一言言わせていただきたいなと思います。 

あそこにおいても平にできているファブラボについてもいろんなお客さんがいら

しております。ファブラボから星和小学校を見に行くと、あまりにもあそこが遠す

ぎるものですから、なかなか息子も案内的なものができないような状況のときもあ

るらしくて、どうしてもああいった施設はまとめてつくるというのが一番大事なこ

とではなかろうかと思います。それで、ウッドショックによって木材が上がったと。

木材だけではなくて、今度は人件費あたりも上がったんじゃなかろうかという気は

いたしますけれど、この建物、先ほど言われたとおり、今、倉庫ですよね。中に何

も部屋もない。そういう機械を置くだけの建物ということであれば、入札方法も変

えたような状態で、工事などの一般の大工さんあたりに、早い話で言えば、これぐ

らいでできんねといった状態で見積もってもらうということもできるんじゃなかろ

うかとは思いますけれど、いかがなものでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 
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○農林課長（本田圭一郎君） ８番、７番議員さんには大変失礼なんですけれども、農

林課としても、倉庫といいますか、倉庫の部分の必要性については理解を持った上

での審議をお願いするという立場であります。いろんな御意見があるかと思います

けれども、今後の状況を踏まえた中での御審議という形でお願いできればと思って

おります。 

その上で、発注の方針なんですけれども、やはり公共工事としてやる中において

は、適正な指名競争入札、もしくは地元企業の育成、そういったところも踏まえて

やる必要があるのかなと思っています。また、設計書をつくるということに関して

言えば、予定価格の作成、要は入札された金額が適正かどうかという判断をする一

つの基準でもございます。中には小さい工事、１００万円以下とかだったりとか、

随意契約が１３０万円以下の工事とか、そういったものがございますけれども、そ

ういったものに関しては入札等を行わずに直接何らかの理由により早期着手ができ

るとか、そういった部分においての１３０万円以下の随意契約という部分はござい

ますけれども、基本的には町発注の工事におきましては何らかの入札方式を取ると

いうのが原則であり、その入札に参加する資格、そういったところも含めて決めら

れている部分もございますので、単に安くしてしまえばいいかどうか、それは品質、

そういったものまで含めた話になるんですけれども。ただ、おっしゃるとおり、単

なる倉庫にそこまでいろんなことが必要かという思いもあるのは理解した上でなん

ですけれども、できる限り経費を抑えられるような取組を考えていきながら、また

その際には御審議をお願いできればと思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 公共的なものですから、そういった話になるかなという思いは

持っておりましたけれど、私としては建てていただくことが大事だと思っておりま

すので、それによって縮小するとか、小さめにするとかいうこともやっぱりそうい

う考えでしたら仕方ないというか、そういうのを考えていただくわけにはいかない

なという思いもございますので、令和４年度でどうなるか分かりませんけれど、よ

ろしくお願いしたいなと思います。 

それから、非常に今日の補正予算、全体的に減額の項目が多いわけでございます。

増額も多少ありましたけれど、この減額はまた決算のときに不用額として恐らく出

てくるものだと思いますが、３月の時点でこうして減額が出てございますから、各

課の減額の金額がどのくらいあるのか。それと、コロナによって減額しなければい

けない、やめられたという事業があるかと思いますけれど、減額の金額のうち、コ

ロナによっての減額が、各課によって違うとは思いますけれど、どのくらいあるの
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かということを、今日じゃなくていいです。明日中でもいいですから、出るものな

ら、よろしくお願いをしたいなと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） ８番議員さんの質問にお答えいたします。 

コロナ禍等で削減したといいますか、ほとんどがコロナ禍等によって事業ができ

ないとか、それによって、例えば夢チャレンジ補助金とかもコロナ禍等があるから

見合わせるとか、そういうのが非常に多いんです。先ほど災害関係はコロナ禍もあ

りますし、災害復旧を優先するということで減額をしておりますけれども、やはり

かなりコロナ禍の影響というのがございますので、それを各課ベースで出せとかい

うのはなかなか困難なのかなと思って、ほとんどがコロナ禍の影響によるものかな

と思っている次第でございます。 

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） それでも違うものも中にはあるわけですから、各課によって

何％ぐらいがコロナによって事業ができなかったと、減額したといったことは出ま

せんか。出せないということであれば、そう無理に私も言いませんけれど。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） ほとんど何がしかありますので、じゃあ、落とした金額が、

先ほど言いました災害復旧費等が該当しないかもしれませんけれども、ほかの課に

関してはほとんどがそういうのもあるのかなと思います。ですから、出せというこ

とであれば、減額率、減額した金額を元数で割って出すということは可能かと思い

ます。 

○議長（平野昭夫君） 今の答弁でいいですか。 

はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 明日までというのも非常に難しいのかなと思いますので、

もうちょっと丁寧に書類をつくるとなれば時間がかかるのかなと思うところでござ

います。明日まででなくてよろしければ。明日までがよろしいでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） ちょっといいですか。各課からやっぱりいろいろ減額の理由と

か、そういうのを書かなくてはいけませんので、今、議会中でもありますし、明日

中にはなかなか無理がいくのではないかなと思います。どうしても明日中というと、

なかなか負担が重くなるのではないかなという感じがいたします。後からでも。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 全部関わっているということであれば、それはそれで出す必要
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はないだろうとは思いますけれど、各課ごとにコロナによってどのくらいの影響が

出たのかなという思いがしたものですから、各課全体で１００％に近いような状態

で減額したものが影響あったということであれば、それは仕方ないですから、無理

には言いません。明日中でなくても、もちろんいいです。 

○議長（平野昭夫君） もうすぐ４時になります。会議を延長させていただきます。 

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） 細かな数字で申し訳ないんですが、６４ページの学校給食費の

中の公課費、自動車重量税で１万８,０００円の減ということで、当初、来年の予

算も３万５,０００円計上されておりますが、自動車重量税であればあらかじめ幾

らかかるか数字としては分かると思いますが、例えば何か減税みたいなものがあっ

たのか、そのほかに何か公課費で使う予定のものがあったのか、その点をお伺いで

きればと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） これが昨年計上するときに、その前の部分を参

考に計上を行った上で見積りを取っていませんでした。その確認を怠った部分で過

剰に計上してしまった部分になっていたと思います。 

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） であれば、来年度の予算も３万５,０００円計上されています

けれども、２万円ぐらいでいいのではないかと思いますけれども、またいずれ補正

をするのであれば、そのあたり確認をしていただいたほうがよかったのかと思いま

す。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 今回は、確認を行った上でしております。車両

を購入したときの価格を確か参考に昨年は上げていたかと思います。その部分で少

し差額が大きかったと私は記憶しております。よかったらまた少し確認をさせても

らえたらと思います。 

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。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。討論はないですね。 
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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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第２２号、令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第１３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。 

本日は、これにて延会とさせていただきます。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後４時０２分 
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令和４年第１回南小国町議会定例会会議録（第４号） 
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日程第５ 議案第26号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第６号） 
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日程第８ 議案第29号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書（第

４号） 

日程第９ 議案第30号 南小国町総合物産館の指定管理者の指定について 

日程第10 議案第31号 南小国町交流促進センターの指定管理者の指定について 

日程第11 議案第32号 南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管理者の指定について 

日程第12 議案第33号 南小国町木材拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第13 議案第34号 南小国町多目的集会施設の指定管理者の指定について 

日程第14 議案第35号 工事請負変更契約の締結について 

日程第15 議案第36号 町有林野部分林契約について 

日程第16 議案第37号 町有林野部分林契約について 

日程第17 委員長報告 南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会 

 南小国町議会における議員定数削減に関する事項 

日程第18 陳情第１号 母（毛嘉萍）が中国で不法に逮捕されている件に関する要望 

日程第19  議員派遣報告について 

日程第20  議員派遣の件について 

日程第21  閉会中の継続審査について（総務文教常任委員会／経済建設

常任委員会／議会広報調査対策特別委員会／環境問題調査特
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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。（８名） 

 １番  穴 井 則 之           ２番  佐 藤   毅 

 ３番  井 野 和 哉           ４番  井 上 則 臣 

 ６番  下 城 孔志郎           ７番  児 玉 秀次郎 

 ８番  穴 井 千 秋          １０番  平 野 昭 夫 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（２名） 

 ５番  矢津田 道 夫           ９番  森 永 一 美 

 

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 



－ 215 － 

開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） おはようございます。本日も、会議規則第２条の規定により、

５番、矢津田道夫議員と９番、森永一美議員から欠席届が提出されておりますので、

出席議員は８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４年

第１回南小国町議会定例会の第４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、７番、児玉秀次郎

議員、８番、穴井千秋議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第２３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

３号） 

日程第３ 議案第２４号 令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予算書

（第２号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、議案第２３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３号）を議題といたしますが、議案第２３号と議案第２４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、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、異議なしと認め、議案第２３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３号）、議案第２４号、令和３年度南小国

町後期高齢者医療特別会計補正予算書（第２号）は、一括議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第２３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３号）、議案第２４号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補

正予算書（第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２３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３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３号）は、次に定めるところによる。 
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第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,３１２万８,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億２,２０１万５,０００円とする。 

令和４年３月８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。 

国民健康保険税、国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税です。今回９０

万円を減額し、９,３１８万２,０００円とするものです。内容としましては、実績

に基づく減額となります。 

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

１,３１０万円を増額し、４億４,８８５万２,０００円とするものです。保険給付

費等交付金の普通交付金分が１,２９９万６,０００円、保険給付費等交付金の特別

交付金分が１０万４,０００円になります。普通交付金分につきましては、医療給

付実績による増額になります。特別交付金分につきましては、保険者努力支援分の

上乗せ交付及び特別調整交付金の実績による増額でございます。 

次のページをお願いします。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金です。今回

５１８万９,０００円を減額し、３,９５８万３,０００円とするものです。保険基

盤安定繰入金の保険税軽減分が２０２万６,０００円の減額、保険基盤安定繰入金

の保険者支援分が２４万６,０００円の増額、職員給与費等繰入金が１４万３,００

０円の減額、財政安定化支援事業繰入金が３２６万６,０００円の減額となってお

ります。内容としまして、節１と節２につきましては実績による増減でございます。

節４、職員給与費等繰入金につきましては、新型コロナ感染症関係に伴う研修会等

の中止に伴う旅費の減額です。節６の財政安定化支援事業繰入金につきましては、

こちらも実績による減額でございます。 

９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。

今回６１１万７,０００円を増額し、２,９０２万５,０００円とするものです。内

容としましては、保険税収納見込額減のため、増額となっております。これにより、

予算ベースでの基金残高は７,７２９万３,７４２円になります。数字で申し上げま

すと、７７２９３７４２でございます。 

次の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。今回１５万３,０００円を減額し、２７

６万円とするものです。内容としましては、旅費、需用費につきましては、出張や

研修の中止に伴う減額になります。役務費につきましては、第三者行為求償に関す

る見込み件数の減に伴う減少です。 

１１ページをお願いします。総務費、運営協議会費、運営協議会費。今回１万４,

０００円を減額し、２２万８,０００円とするものです。内容としましては、こち
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らも新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止関係で研修会が中止になったことに

伴う旅費の減額になります。 

次のページをお願いします。保険給付費、療養諸費、一般被保険者等療養給付費。

今回１,２３７万７,０００円を増額し、３億７,０７３万７,０００円とするもので

す。内容としましては、医療費の増加見込みによる負担金補助及び交付金の増額と

なります。 

１３ページをお願いします。保険給付費、高額療養費、一般被保険者高額療養費

です。今回９８万５,０００円を増額し、５,９３８万５,０００円とするものです。

内容としましては、医療費の増加見込みによる負担金補助及び交付金の増額になり

ます。 

次のページをお願いします。国民健康保険事業費納付金、医療給付費分、一般被

保険者医療給付費分です。今回補正の増減はなく、財源組替でございます。 

１５ページをお願いします。国民健康保険事業費納付金、後期高齢者支援金等分、

一般被保険者後期高齢者支援金等分です。今回補正の増減はなく、こちらも財源組

替でございます。 

次のページをお願いします。国民健康保険事業費納付金、介護納付金分、介護納

付金分。こちらも今回補正の増減はなく、財源組替でございます。 

１７ページをお願いします。保健事業費、特定健康診査等事業費、特定健康診査

等事業費です。今回８万円を減額し、６０７万８,０００円とするものです。内容

としましては、特定健診等委託料の実績による減額でございます。 

次の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１万３,０００円を増額し、１７万５,０００円とするものです。内容としまして

は、国民健康保険療養給付費等返還金の増額でございます。 

以上でございます。 

続きまして、議案第２４号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予

算書（第２号）。 

１ページをお願いします。令和３年度南小国町の後期高齢者医療特別会計補正予

算（第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から歳入歳出それぞれ５２万８,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６,４４６万１,０００円とする。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いします。歳入でございます。 

繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金です。今回１万円を減額し、８８万２,

０００円とするものです。実績に伴う減額でございます。 
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７ページをお願いします。諸収入、受託事業収入、後期高齢者医療広域連合受託

事業収入です。今回５１万８,０００円を減額し、２６８万９,０００円とするもの

です。内容としましては、医科健診、歯科健診の実績に伴う減額でございます。 

次の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。今回１万円を減額し、５２万円とするも

のです。内容としましては、中止及びウェブ開催となった出張研修の旅費の減額に

なります。 

９ページをお願いします。保健事業費、健康保持増進事業費、健康診査費。今回

５１万８,０００円を減額し、２７６万円とするものです。内容としましては、医

科健診、歯科健診の実績に伴う減額でございます。 

以上でございます。 

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

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第２３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。 

続きまして、議案第２４号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予

算書（第２号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第２５号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第４号） 
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○議長（平野昭夫君） 日程第４、議案第２５号、令和３年度南小国町介護保険特別会

計補正予算書（第４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２５号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算

書（第４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２５号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正

予算書（第４号）。 

１ページをお願いいたします。令和３年度南小国町の介護保険特別会計補正予算

（第４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３２０万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億５,１５３万６,０００円とする。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入でございます。 

国庫支出金、国庫補助金、調整交付金です。今回７４２万３,０００円を増額し、

６,０６２万２,０００円とするものです。内容としましては、国の交付割合による

増額でございます。 

続きまして、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１３万２,０００円を増額し、５０３万８,０００円とするものです。内容としま

しては、交付決定による増額でございます。 

続きまして、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１８８万３,０００円を減額し、５０４万１,０００円とするものです。こちら

も内容としましては、実績見込みによる減額でございます。 

７ページをお願いいたします。支払基金交付金、支払基金交付金、介護給付費交

付金です。今回２３万８,０００円を減額し、１億６,０７７万３,０００円とする

ものです。内容としましては、実績見込みによる減額でございます。 

続きまして、地域支援事業支援交付金です。今回４６万３,０００円を減額し、

４８３万７,０００円とするものです。こちらも実績見込みによる減額でございま

す。 

次のページをお願いいたします。県支出金、県負担金、介護給付費負担金です。

今回１０３万８,０００円を増額し、８,５６８万４,０００円とするものです。内

容としましては、実績見込みによる増額でございます。 

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２４万円を減額し、２２１万３,０００

円とするものです。内容としましては、地域支援事業費の減額による負担分の減額

でございます。 

続きまして、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９４万１,０００円を減額し、２５２万円とするものです。こちらも地域支援

事業費の減額による負担分の減額でございます。 

次のページをお願いいたします。繰入金、一般会計繰入金、低所得者保険料軽減

繰入金です。今回１４万６,０００円を増額し、８７８万２,０００円とするもので

す。内容としましては、実績による増減でございます。 

続きまして、その他一般会計繰入金です。今回２４６万８,０００円を増額し、

８７３万５,０００円とするものです。内容としましては、包括的支援事業費が補

助基本額の上限を超過するため、増額としております。 

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２４万３,０００円を減額し、２２１万５,０００円とするものです。内容としま

しては、地域支援事業費の減額による負担分の減額でございます。 

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以外）です。

今回９４万５,０００円を減額し、２５２万１,０００円とするものです。こちらも

地域支援事業費の減額による負担分の減額でございます。 

１１ページをお願いいたします。基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金です。

今回２３８万３,０００円を減額し、２８５万５,０００円とするものです。内容と

しましては、地域支援事業費の減額による基金からの繰入れを減額するものでござ

います。これにより、予算ベースでの基金残高は４,３１１万６,４５９円。数字で

申し上げますと、４３１１６４５９でございます。 

次のページをお願いいたします。諸収入、雑入、雑入です。今回６６万４,００

０円を減額し、１０万５,０００円とするものです。内容としましては、新型コロ

ナ感染対策により、介護予防教室等の参加料の減や湯夢プラザでの入浴料、弁当代

の収入に伴う減額でございます。 

１３ページをお願いいたします。歳出でございます。 

総務費、総務管理費、一般管理費です。今回７万８,０００円を減額し、１６３

万２,０００円とするものです。報酬につきましては、地域密着型サービス運営委

員会議の開催が見込まれず、旅費につきましても同じ内容により減額としておりま

す。 

次のページをお願いいたします。介護認定審査会費、介護認定審査会費です。今

回３４万円を減額し、１８４万８,０００円とするものです。内容としましては、
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第５期介護認定審査会負担金額調整に伴う減額でございます。 

続きまして、認定調査等費です。今回４０万円を減額し、１６８万８,０００円

とするものです。内容につきましては、主治医意見書作成料の実績見込みによる減

額でございます。 

１５ページをお願いいたします。保険給付費、介護サービス等諸費、介護サービ

ス等諸費です。今回９１９万３,０００円を増額し、５億５,０９８万７,０００円

とするものです。負担金補助及び交付金の居宅介護サービス給付費負担金につきま

しては、実績見込みによる増額でございます。施設介護サービス給付費負担金、居

宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費ともに年間支出見込額の減に伴う減額

でございます。 

次のページをお願いいたします。その他諸費、審査支払手数料です。今回３万円

を増額し、６１万円とするものです。内容としましては、実績に伴う増額でござい

ます。 

１７ページをお願いいたします。高額介護サービス等費、高額介護サービス費で

す。今回１００万円を減額し、１,１２０万５,０００円とするものです。内容とし

ましては、実績に伴う減額でございます。 

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、

総合相談事業費です。今回補正の増減はありません。財源組替でございます。 

続きまして、権利擁護事業費です。今回６３万円を減額し、２９万８,０００円

とするものです。成年後見制度利用支援事業助成金の実績見込みによる減額でござ

います。 

続きまして、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費です。今回７万７,０

００円を減額し、４万５,０００円とするものです。報酬、旅費ともに実績による

減額でございます。 

続きまして、任意事業費です。今回７万８,０００円を減額し、７５万９,０００

円とするものです。内容としましては、感染症対策により介護相談活動の実施が困

難であったため、減額でございます。 

続きまして、在宅医療・介護連携推進事業費です。こちらは、補正の増減はあり

ません。財源組替でございます。 

続きまして、生活支援体制整備事業費です。今回７９万５,０００円を減額し、

１万６,０００円とするものです。生活支援コーディネーター業務委託料ですが、

令和３年度はシルバー人材センターで調整をしておりましたが、人材が少し見つか

らずに、令和４年度では社会福祉協議会へ委託をお願いする予定でございます。 

続きまして、認知症総合支援事業費です。今回２万８,０００円を減額し、１９
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２万２,０００円とするものです。阿蘇行政体連携認知症初期集中支援チーム負担

金でございますが、感染症対策により合同チーム会議等の活動ができないため、減

額でございます。 

１９ページ、お願いいたします。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１６８万３,０００円を減額し、１,１３３

万７,０００円とするものです。需用費、委託料、負担金補助及び交付金ともに介

護予防教室等の休止による実績見込みの減額でございます。 

続きまして、総合事業費精算金です。今回１９万６,０００円を減額し、ゼロと

するものでございます。役務費、負担金補助及び交付金ともに住所地特例者が総合

事業サービスを受けた場合の精算金ですが、対象者がいなかったために減額をして

おります。 

次のページをお願いいたします。一般介護予防事業費、一般介護予防事業費です。

今回７１万１,０００円を減額し、５４５万９,０００円とするものです。内容とし

ましては、報償費につきましては、いきいき１００歳体操等へリハビリ専門職の方

を派遣予定でしたが、新型コロナウイルス感染対策により実施できずに減額として

おります。委託料につきましては、元気アップ教室等が休止となり、実績による減

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、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） １５ページの介護サービス等諸費で、今年度、居宅介護サービ

ス給付費負担金が１,０００万円ほど追加になっていますけれども、これは例年大

体当初の見込みよりもこのくらいの増額があり得るのか、新型コロナウイルスの影

響でか、施設介護は下がっていて、その影響で在宅介護が増えたのか、そのあたり

の説明をお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） この金額は、毎年必ず上がるようなものではございません

が、今現在は要介護の方の人数がやはり増えてきております。途中で地域支援事業

費というところが出てきましたけれども、地域支援事業費というのが介護認定され

ていない方の部分というのがあります。その辺が下がるということは、本当は一般

の方、介護認定を受けていない方のサービスの金額を上げて、要介護の金額を下げ

たほうが町としてはよろしいんですけれども、どうしても要介護の方の認定が増え

て、介護度が上がり、保険料にも飛んでくるという現状ですので、もう少し要介護

の居宅介護サービス等をできる限り下げられるように努力していきたいと思ってお
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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。 

［「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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第２５号、令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第４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５ 議案第２６号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第６号） 

日程第６ 議案第２７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４号） 

日程第７ 議案第２８号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計補

正予算書（第３号） 

日程第８ 議案第２９号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書

（第４号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第５、議案第２６号、令和３年度南小国町水道事業特別会

計補正予算書（第６号）を議題といたしますが、議案第２６号から議案第２９号ま

で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２６号、令和３年度南小国

町水道事業特別会計補正予算書（第６号）、議案第２７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４号）、議案第２８号、令和３年度南小国
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町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算書（第３号）、議案第２９号、令和

３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書（第４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２６号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算

書（第６号）、議案第２７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４号）、議案第２８号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業

特別会計補正予算書（第３号）、議案第２９号、令和３年度南小国町公共下水道事

業特別会計補正予算書（第４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２６号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正

予算書（第６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６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から歳入歳出それぞれ８４１万５,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５,２２８万８,０００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４年３月８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４４０万円を減額し、７８０万円とするものです。現在の利率は０.７％です。

公営企業会計適用債、今回１７０万円を減額し、７６０万円とするものです。利率

については、契約による銀行等民間引受資金です。地方公営企業等災害復旧事業債、

今回２１０万円を減額し、３５０万円とするものです。現在の利率は０.６％です。 

７ページをお願いします。歳入です。 

水道収入、水道収入、使用料及び手数料、今回６００万円を減額し、７,８１８

万２,０００円とするものです。使用料現年度６００万円の減額になります。コロ

ナウイルス感染症の影響等により宿泊施設の使用料の減収になります。 

８ページをお願いします。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回５７８

万５,０００円を増額し、３,３２２万１,０００円とするものです。一般会計繰入

金の増額です。 

９ページです。町債、町債、簡易水道事業債、今回４４０万円を減額し、７８０

万円とするものです。簡易水道事業債の減額です。 

公営企業会計適用債、今回１７０万円を減額し、７６０万円とするものです。公



－ 225 － 

営企業会計適用債の減額です。 

地方公営企業等災害復旧事業債、今回２１０万円を減額し、３５０万円とするも

のです。地方公営企業等災害復旧事業債の減額です。 

１０ページをお願いします。歳出です。 

水道費、水道管理費、水道総務費、今回１９９万７,０００円を減額し、２,５２

５万８,０００円とするものです。職員手当等、時間外勤務手当については、精算

見込みによる減額です。委託料、公営企業法適用業務委託料につきましては、入札

残、精算による減額です。 

水道維持費、今回４５０万５,０００円を減額し、４,４６５万９,０００円とす

るものです。委託料、簡易水道配水管布設替工事設計業務委託料につきましては、

橋梁工事が実施できなかったことによる未執行減になります。脇戸地区災害復旧に

伴う測量設計業務委託につきましては、精算による減額です。 

１１ページです。事業費、営業外費用、消費税、今回１９１万３,０００円を減

額し、６８４万円とするものです。消費税、本年度の消費税納付額確定による減額

です。 

以上です。 

続きまして、議案第２７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４号）。 

次のページをお願いします。令和３年度南小国町の農業集落排水事業特別会計補

正予算（第４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から歳入歳出それぞれ１００万円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３,１４５万８,０００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４年３月８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、下水道事業債、今

回５０万円を減額し、４００万円とするものです。現在の利率は０.５％です。過

疎対策事業債、今回５０万円を減額し、０円とするものです。 

７ページをお願いします。歳入です。 

分担金及び負担金、負担金、集落排水負担金、今回１０万円を増額し、１０万円

とするものです。農業排水負担金、新規分１件の増額です。 

８ページです。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回１０万円を減額し、

１,７６２万７,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額です。 

９ページです。町債、町債、下水道事業債、今回５０万円を減額し、４００万円

とするものです。下水道事業債の減額です。 
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過疎対策事業債、今回５０万円を減額し、０円とするものです。 

１０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、集落排水維持費、今回１００万円を減額し、７６

４万１,０００円とするものです。農業集落排水管渠布設替工事に伴う測量設計業

務の減額になります。 

以上です。 

続きまして、議案第２８号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算書（第３号）。 

次のページをお願いします。令和３年度南小国町の特定地域生活排水処理事業特

別会計補正予算（第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から歳入歳出それぞれ１４２万７,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,９７６万３,０００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４年３月８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、下水道事業債、今

回２０万円を減額し、２１０万円とするものです。現在の利率は、０.７％が下水

道事業債、０.５％が資本費平準化債になります。過疎対策事業債、今回１０万円

を減額し、１３０万円とするものです。現在の利率は０.２％です。 

７ページをお願いします。歳入です。 

分担金及び負担金、負担金、特定地域生活排水処理事業負担金、今回２１万円を

減額し、３４万円とするものです。実績見込み等による負担金の減額になります。

本年度の設置基数は３基になります。 

８ページをお願いします。国庫支出金、国庫補助金、特定地域生活排水処理事業

国庫補助金、今回１０１万３,０００円を減額し、７２万５,０００円とするもので

す。実績による減額です。 

９ページをお願いします。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回９万６,

０００円を増額し、５２６万２,０００円とするものです。一般会計繰入金の増額

です。 

１０ページです。町債、町債、下水道事業債、今回２０万円を減額し、２１０万

円とするものです。下水道事業債の減額です。 

過疎対策事業債、今回１０万円を減額し、１３０万円とするものです。過疎対策

事業債の減額です。 

１１ページをお願いします。歳出です。 

生活排水処理費、生活排水処理費、生活排水処理総務費、今回１４２万７,００
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０円を減額し、１,６４０万４,０００円とするものです。浄化槽設置工事精算見込

みによる減額です。設置基数は、先ほど申しましたように３基になります。 

以上です。 

議案第２９号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書（第４

号）。 

次のページをお願いします。令和３年度南小国町の公共下水道事業特別会計補正

予算（第４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から歳入歳出それぞれ１６９万９,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億３,６４１万円とする。 

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和４年３月８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、公営企業会計適用

債、今回１２０万円を減額し、５３０万円とするものです。利率については、契約

による銀行等民間引受資金になります。 

７ページです。歳入です。 

下水道収入、下水道収入、使用料及び手数料、今回２６０万円を増額し、２,９

０５万１,０００円とするものです。使用料現年度実績見込みによる増額です。 

８ページです。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回３０９万９,００

０円を減額し、２,８３５万３,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額で

す。 

９ページです。町債、町債、公営企業会計適用債、今回１２０万円を減額し、５

３０万円とするものです。公営企業会計適用債の減額です。 

１０ページです。歳出です。 

下水道費、下水道費、下水道総務費、今回１２４万円を減額し、１,８３６万円

とするものです。職員手当等につきましては、時間外勤務手当実績見込みによる減

です。委託料、公営企業法適用業務委託料につきましては、入札残、精算見込みに

よる減額です。 

１１ページです。事業費、営業外費用、消費税、今回４５万９,０００円を減額

し、１６１万８,０００円とするものです。消費税、令和３年度消費税納付額確定

による減額です。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 私の勘違いなら申し訳ないんですけれど、水道事業の５ページ、
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繰入金の補正と合計、そして８ページですか、繰入金があります。この金額が違う

んですけれど、これは別に何かあるんですか。一番 初の２ページの繰入金のとこ

ろもですね。 

○議長（平野昭夫君） 議案第２６号か議案第２７号か議案第２８号か議案第２９号、

どこの部分のあれですか。水道事業ですね。 

○８番（穴井千秋君） 合計で３,５００万円。５ページ。これは違っていてもいいの

かな。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 総括表の中の繰入金には、多分、消費税の納付の際の基金

繰入金があったと思います。１２月補正ですか、その分の合計がそこに入ってきて

いると認識しております。 

○議長（平野昭夫君） 確認しますので、休憩いたします。１１時５分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 失礼いたしました。では、２ページのほうで御説明させて

いただきます。 

こちらは総括表になるかと思いますけれど、繰入金の部分で上段３,５１５万円、

これが繰入金の総額になります。下の他会計繰入金３,３２２万１,０００円が一般

会計からの繰入金です。その差額１９２万９,０００円は、基金からの繰入金にな

ります。基金からの繰入金に関しましては、消費税の納付に伴う専決を補正第３号

で１６０万円させていただいております。その後、加算金、延滞税に伴う納付額の

増額を補正第４号で３２万９,０００円実施しております。よって、他会計繰入金

総括の繰入金の差が生じているということになります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それで、いいですか。いいですね。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） 各事業ごとに滞納金等があればどれぐらいあるのか教えていた

だきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） １月末現在になってくるかと思います。 
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水道事業が、使用料、督促料合わせて２３８万８,４４４円が総額です。現年度

に関しましては、令和３年度、４６万７,９１０円。 

農業集落排水事業につきましては、総額が１３万４,２８０円。令和３年度に限

りましては、９万５,５８０円。 

合併浄化槽事業につきましては、総額が２万３,１５０円。令和３年度分がその

まま２万３,１５０円になります。 

公共下水道事業につきましては、総額が１４５万５１０円。令和３年度現年度分

につきましては、３６万７,２６０円となっているところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） この傾向としては、どうでしょう、コロナ禍において支払いが

令和３年度増えてきているとか、そういう状況下にあるのか。水道であれば、今、

未納者のところは停水するような形ができているとは思いますけれども、２３０万

円もありますので、その後の回収見込みについて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） 滞納の状況につきましては、やはり様々な要件が重なって

いるかと思います。コロナの影響による収入減で御相談いただいている部分もあり

ますし、また個別に対応いたしまして、本当に収入減の影響があるのかとか、悪質

ではないのかといった調査は進めておりまして、水道はそういう傾向が見られれば

停水をしております。滞納者の傾向としましては、水道料だけではなく、やっぱり

使用料からいきますと住宅、水道料、下水道料と総合的に関わってきますので、そ

こらあたりは町税とも絡んできますので、税務課と協力しながら徴収を進めていき

たいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑のある方。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 排水方法が、今、農業排水、それと特定生活排水と公共下水と

ありますけれど、排水方法の浄化基準、１０ppmとか２０ppmとかあるでしょうから、

これ３つとも同じ基準ですか、それともどういう基準でやっているのか教えていた

だきたいと思います。といいますのは、中の機械の設備がppmによっては全く違っ

てきますので、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、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） みなみ浄化センターとかに関しましては、毛管浄化システ
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ム等に委託しておりまして、月次の水質検査、水温とか透視度とかpHとかで実施し

て水質検査もしているところですが、基準に合った検査をしていると思いますけれ

ど、詳細な資料等が準備できておりませんので、よければ窓口で詳しく御説明させ

ていただきたいと思いますけれど、水質基準に基づいて適切に実施しているという

ことで御了承いただければと思っております。詳細につきましては、調査結果は担

当係にありますので、それを見ていただいたほうが一番分かりやすいのかなと思っ

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） 処理方法によっては１０ppmと２０ppmでは全く設備の投資内容

が変わってしまいます。そのあたりがどういう基準でやっているのかなというのだ

けお伺いしたかったので。それによって今後の企業としての意向もいろいろ対策が

あるかなと思いました。できればその基準がきちんと示されれば一番いいのかなと

思いますので、参考にしていただければと思います。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、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 僕は一般質問のときから水道の話をしているものですから聞き

たいんですけれど、令和６年から公営企業会計になったとき、滞納金の扱いという

のはそのまま引き継いでいって、売掛金みたいな形で計上する予定でしょうか、そ

こをお尋ねしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 基本的にはそのまま引き継がれるという認識をしておりま

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。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 
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これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第２６号、令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第６号）の原

案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

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

た。 

続きまして、議案第２７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４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２８号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算書（第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。 

続きまして、議案第２９号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予

算書（第４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９ 議案第３０号 南小国町総合物産館の指定管理者の指定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第９、議案第３０号、南小国町総合物産館の指定管理者の

指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３０号、南小国町総合物産館の指定管理者の指定につい

ては、農林課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 議案第３０号、南小国町総合物産館の指定管理者の指定

について。 

南小国町総合物産館の指定管理者を次のように指定する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 
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１、施設の名称、南小国町総合物産館。 

２、施設の所在地、南小国町大字赤馬場１７８９番地の１外４筆。 

３、指定管理者の名称、株式会社ＳＭＯ南小国、代表取締役、髙橋周二。 

４、指定管理者の所在地、南小国町大字赤馬場１７８９番地の１。 

５、指定の期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

提案理由。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項並びに

南小国町総合物産館設置条例（平成４年南小国町条例第１７号）第１０条第１項の

規定により指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページから南小国町総合物産館の管理運営に関する協定書、数枚めくりまし

て、南小国町総合物産館の指定管理者の仕様書（案）、次にリスク分担表（案）を

資料として添付しております。 

御承知のとおり、総合物産館については、指定管理制度を利用して、現在、株式

会社ＳＭＯ南小国に管理運営を依頼しておりますが、その期間が令和４年３月３１

日をもちまして満了を迎えます。そのため、令和４年２月２１日を締切りとして公

募を行い、結果、現在の指定管理者である株式会社ＳＭＯ南小国のみの申請となり

ました。その申請を受けまして、南小国町指定管理者選定委員会の意見を踏まえ、

町長による判断も踏まえ、今回の議案提出としております。 

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。ないですね。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） この指定管理とは関係ないかもしれませんけれど、今、物産館

の土地がリース部分と持ち分と分かれていると思うんですけれど、この場合、リー

ス部分は町のほうでやって、物産館からじゃなく、そのあたりがどうなるのかなと

思いまして、お尋ねいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 土地につきましては、令和４年度の当初予算でも計上さ

れておりますけれども、物産館だけではなく、ほとんどの施設が賃貸契約という形

になっております。その中で、町のほうからその分は支出を行っております。ただ、

今回、ＳＭＯの場合は特段別なんですけれども、指定管理委託料が０円という形に

なるんですが、元来は土地賃借料分を指定管理委託料から差し引いた状態で委託費

として支出をしておりました。結果的には指定管理委託料は０円という形になるか

と思いますので、町が賃貸分をお支払いしているという形になります。ただ、一方

で、以前の議会の中でも話があったと思いますが、今後の土地の在り方についての
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協議を進めろという話を受けておりますので、今年度も数回にわたり協議した経緯

はございますけれども、現状としてはまだ賃貸という形になっております。 

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） 重々内容は分かっておりますけれど、物産館が早く黒字になっ

て、そのあたりの地代もできれば税金で補わないで、指定管理者のほうで少しでも

できればと思って、質問させていただきました。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。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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３０号、南小国町総合物産館の指定管理者の指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１０ 議案第３１号 南小国町交流促進センターの指定管理者の指定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１０、議案第３１号、南小国町交流促進センターの指定

管理者の指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３１号、南小国町交流促進センターの指定管理者の指定

については、農林課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 議案第３１号、南小国町交流促進センターの指定管理者

の指定について。 
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南小国町交流促進センターの指定管理者を次のように指定する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、施設の名称、南小国町交流促進センター。 

２、施設の所在地、南小国町大字赤馬場３３９６番地の１外３筆。 

３、指定管理者の名称、ヤークママ、代表、平野由利。 

４、指定管理者の所在地、南小国町大字中原４１４番地。 

５、指定の期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

提案理由。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項並びに

南小国町交流促進センター設置条例（平成７年南小国町条例第１号）第９条第１項

の規定により指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページに南小国町交流促進センター管理運営に関する協定書（案）、数枚め

くりまして、同様の指定管理者の仕様書（案）、またリスク分担表（案）を資料と

して添付しております。 

交流促進センターにつきましても指定管理者制度を利用し、現在、ヤークママに

管理運営を依頼しておりますが、その期間が同様に令和４年３月３１日をもって満

了を迎えますことから、２月２１日を締切りとして公募を行いました。結果、２社

からの申請がございまして、南小国町指定管理者選定委員会の意見を踏まえ、また

町長による判断を踏まえ、今回の議案提出としております。 

以上です。 

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

すね。 

２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） １点、交流促進センターの目的の中に農林業その他産業の振興

なり観光への連携ということがうたってあると思いますけれども、今現在、温泉館

プラス上にマッサージという施設になっていると思うんですけれど、本来持ってい

る交流促進センターの意味からすると、やや少しかけ離れているような運営になっ

ているのではないかと思いますけれど、その辺の御意見はいかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） まず、今回の指定に伴う前の現在までの期間についてな

んですけれども、当初、現在の指定管理者になる前の話からになってくるんですけ

れども、急遽、指定管理者制度をやめたいというお話から、また体調等の不具合等

で急遽やめたいとか、そういった関係からいろいろと、当時、現在の指定管理者に

なってもらう際にいろんな公募をやったけれども、結果的にいなかったりとか、誰
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かどうしてもやってほしいという方を早急に見つけた経緯がございます。そういっ

た結果から、例えばなんですけれども、交流促進センターにおけるレストラン、食

事の提供とか、そういった部分もございますけれども、一番の目的である入浴とし

ての利用という部分の観点からそこを重視しまして、ある意味では条例の中にある

部分が満足にできていない部分もあるんですけれども、入浴を目的とした運営だけ

は何とかやってほしいという経緯の中で現在の管理運営者に委託をしているという

状況です。そこから、期間が非常に長く発生しまして、結果的に２階の調理場の施

設という部分におきましても未使用のままという形になり、結果、ここを利用する

上においてはその設備改修を大幅にやらなければならないという現状に至っており

ます。 

今回の申請を踏まえる上においては、当然、条例の中に交流センターの目的とい

う部分を踏まえた上で申請書の記載にもある程度、例えばカフェの営業だったりと

か、そういった部分の記載も踏まえた中で、今後の協議としてなんですけれども、

やはり先ほどの町としての設備の導入、改修、そういった必要性を協議を踏まえて、

もしかしたら町ではなく、指定管理者のほうでやるという話にもなるかもしれませ

んし、そういった協議を踏まえた上で、かつ、もしかしたら条例の一部改正、そう

いったことも必要になるかもしれませんが、そこら辺は今後の協議になるかと思い

ますけれども、基本的には今の条例を主に考えて運営していくという申請の方法で

上がってきているのが現状でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 経緯はそうあれ、結果的に温泉館を維持するという結果なのか

なと思います。隣の今度、ストロベリーハウス、今、看板が上がっていますけれど、

あそこにきのこですか、栽培で観光客なり、そういう事業を展開する上において、

どうしてもやっぱりそこ辺は椎茸ですか、原木椎茸の飲食につながる部分だとか、

当然入浴も含めて、交流センターの上にそういう飲食スペースがあれば、そういう

椎茸を使ったとか、あの隣にはイチジクだとかも栽培されていると思いますけれど、

そういう拠点としての本来持っている意味、交流センターという役割がまた見えて

くるのではないかと思いますので、その辺は、今後、指定管理の方と協議しながら

２階のスペースなりを上手に使っていただいて、限られた場所ではありますけれど

も、また町の魅力ある拠点にし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、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 御指摘については、まさしくそのとおりだと思っており

ます。ただ、一方で、隣の観光農園施設を使用している方の御意見とかを踏まえた

上になるんですけれども、当然あそこの一帯の各事業者間が交流することによって、
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またそこから生まれる地元住民との触れ合いだったりとか、観光客との触れ合いだ

ったりとか、その上において２階部分をどう利用していくかというのは今後の協議

になるかと思います。もしかしたら交流促進センターではなく、観光農園の場所を

利用した中での同一経営、交流の上での食事の提供という場もあるかもしれません

し、そういったところも踏まえながら、御指摘のところは当然として進めていきた

いと思います。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑はありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３１号、南小国町交流促進センターの指定管理者の指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１１ 議案第３２号 南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管理者の指定につ

いて 

○議長（平野昭夫君） 日程第１１、議案第３２号、南小国町きのこ菌床培養等施設の

指定管理者の指定についてを議題といたします。 

この議案につきましては、地方自治法第１１７条の規定によって、下城孔志郎議

員の退場を求めます。 

［下城孔志郎氏 退場］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、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３２号、南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管理者の

指定については、農林課長より説明させます。 
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○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 議案第３２号、南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管

理者の指定について。 

南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管理者を次のように指定する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、施設の名称、南小国町きのこ菌床培養等施設。 

２、施設の所在地、南小国町大字中原４２４９番地。 

３、指定管理者の名称、株式会社ＡＳＯ小国ファーム、代表取締役、下城孔志郎。 

４、指定管理者の所在地、南小国町大字中原５１１番地。 

５、指定の期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

提案理由。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項並びに

南小国町きのこ菌床培養等施設設置条例（平成７年南小国町条例第３７号）第９条

第１項の規定により指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由であ

る。 

先ほどまでと同様になりますけれども、次のページ以降に南小国町きのこ菌床培

養等施設の管理運営に関する協定書（案）、数枚めくりまして、同様の指定管理者

の仕様書（案）、またリスク分担表（案）を資料として添付しております。 

きのこ菌床培養等施設につきましても指定管理者制度を利用し、現在、株式会社

ＡＳＯ小国ファームに管理運営を依頼しております。他と同様に令和４年３月３１

日で期間の満了を迎えることから、令和４年２月２１日を締切りとして公募を行い

ました。結果、現在の指定管理者のみの申請があり、南小国町指定管理者選定委員

会の意見を踏まえ、町長による判断を行い、今回の議案提出としております。 

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。

ありますか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

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

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３２号、南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管理者の指定についての原

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。 

下城孔志郎議員は、議場へお戻りください。 

［下城孔志郎氏 入場］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第３３号 南小国町木材拠点施設の指定管理者の指定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１２、議案第３３号、南小国町木材拠点施設の指定管理

者の指定についてを議題といたします。 

この議案につきましては、地方自治法第１１７条の規定によって、穴井千秋議員

の退場を求めます。 

［穴井千秋氏 退場］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、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３３号、南小国町木材拠点施設の指定管理者の指定につ

いては、農林課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（本田圭一郎君） 議案第３３号、南小国町木材拠点施設の指定管理者の指

定について。 

南小国町木材拠点施設の指定管理者を次のように指定する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、施設の名称、南小国町木材拠点施設。 

２、施設の所在地、南小国町大字満願寺３０番地。 

３、指定管理者の名称、株式会社Ｆｏｒｅｑｕｅ、代表取締役、穴井俊輔。 

４、指定管理者の所在地、南小国町赤馬場２０８２番地。 

５、指定の期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

提案理由。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項並びに

南小国町木材拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成２９年南小国町条例第４

号）第１０条第１項の規定により指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出
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する理由である。 

先ほどまでと同様に、次のページ以降、管理運営に関する協定書（案）、数枚め

くりまして、指定管理者の仕様書（案）、リスク分担表（案）を資料として添付し

ております。 

木材拠点施設についても指定管理者制度を利用し、現在、株式会社Ｆｏｒｅｑｕ

ｅに管理運営を依頼しておりますが、同様に令和４年３月３１日をもちまして期間

の満了を迎えることから、令和４年２月２１日を締切りとして公募を行いました。

結果、現在の指定管理者のみからの申請があり、南小国町指定管理者選定委員会の

意見を踏まえ、また町長による判断を踏まえ、今回の議案提出としております。 

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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３３号、南小国町木材拠点施設の指定管理者の指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。 

穴井千秋議員は、議場へお戻りください。 

［穴井千秋氏 入場］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第３４号 南小国町多目的集会施設の指定管理者の指定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１３、議案第３４号、南小国町多目的集会施設の指定管

理者の指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。 
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○町長（髙橋周二君） 議案第３４号、南小国町多目的集会施設の指定管理者の指定に

ついては、まちづくり課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 議案第３４号、南小国町多目的集会施設の指定管理

者の指定について。 

南小国町多目的集会施設の指定管理者を次のように指定する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、施設の名称、南小国町多目的集会施設。 

２、施設の所在地、南小国町大字満願寺６５９５番地３。 

３、指定管理者の名称、黒川温泉自治会、会長、松崎郁洋。 

４、指定管理者の所在地、南小国町大字満願寺６５９５番地３。 

５、指定の期間、令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで。 

提案理由。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項並びに

南小国町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例（平成１５年南小国町条例第

２４号）第８条の規定により指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する

理由である。 

なお、本議案文の後に資料としまして、協定書（案）、仕様書（案）を添付して

おります。 

内容は、現行から特に変更はございません。指定管理者制度を利用し、管理運営

を行っており、現在、指定管理期間満了が令和４年３月３１日であり、４月１日か

らの指定管理者を現管理者の黒川温泉自治会に指定するものです。 

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、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 基本的なことを伺いますが、今までの指定管理者との契約は３

年間で、この多目的集会施設は５年間の契約ということで、契約期間というのはこ

れが適当なのか。それから、通称べっちん館ですよね、今、黒川温泉の観光協会が

その一角を使用していると思いますけれども、そちらはどのような、町から借り受

けて、あそこを利用しているのか、自治会との契約であそこのスペースを利用して

いるのか、そのあたりを教えて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） ただいまの質問にお答えいたします。 

ほかの指定管理とは別に施設の状況であるとか目的であるとかによりまして、期
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間はそれぞれ設定をしております。この集会施設の性質上、やはり５年という期間

は妥当であると思っております。また、黒川温泉の観光協会があの施設の一角に入

っておりますけれども、そちらは黒川温泉自治会と観光協会の契約という形で入っ

ておりますので、町のほうで特段そこの施設を利用するとかいう契約を行っている

ことはございません。 

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） では、観光協会は自治会との契約ということですが、通常の水

道光熱費あたりは観光協会が自治会に納めているという形になるんですか。べっち

ん館の中で全て水道光熱費は取りまとめて、町が払っている形になるんでしょうか。 

○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） 光熱費につきましては、町からの負担は行っており

ませんので、自治会と観光協会との契約の中で、指定管理者が黒川温泉自治会とな

っておりますので、自治会が支払って、負担分についてはそれぞれの契約に基づい

た案分等で対応しているかと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３４号、南小国町多目的集会施設の指定管理者の指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１４ 議案第３５号 工事請負変更契約の締結について 
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○議長（平野昭夫君） 日程第１４、議案第３５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３５号、工事請負変更契約の締結について、建設課長よ

り説明させます。 

○議長（平野昭夫君） 建設課長。 

○建設課長（北里能蔵君） 議案第３５号、工事請負変更契約の締結について。 

普通河川小田川⑫災害復旧工事の請負変更契約を次のように締結する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、工事名、普通河川小田川⑫災害復旧工事。 

２、工事場所、南小国町大字満願寺字瀬ノ本地内。 

３、契約金額、変更前４,９６１万円、変更後５,１２２万９,４２４円、増額１

６１万９,４２４円。 

４、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。普通河川小田川⑫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⑫災害復旧工事は、令和３年７月３１日に町内業者５社で指名

競争入札を行い、４,９６１万円で有限会社井上建設が落札し、令和３年８月６日

付、契約締結したものです。そして、今回、令和４年２月１８日付で１６１万９,

４２４円の増額変更仮契約を行ったところです。増額の主な要因としては、実績に

よる残土処理の運搬距離が当初設計２キロから変更９.５キロに延長になったこと

による増額です。 

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。国道４４２号線沿

い、瀬ノ本地区、小田川の 上流部に当たります。 

次のページをお願いします。平面図、横断図を添付しております。１工区、右岸

側、復旧延長４２.５メートル、２工区、左岸側８６.５メートルになります。工事

概要としましては、掘削工４５６立米、盛土工３２０立米、ブロック積工５７１平

米、石積工一式、構造物取壊工一式、仮設工一式となっているところです。 

以上です。 



－ 243 － 

○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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３５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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第３６号 町有林野部分林契約について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１５、議案第３６号、町有林野部分林契約についてを議

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３６号、町有林野部分林契約については、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３６号、町有林野部分林契約について。 

町有林野部分林契約を次のとおり締結する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、組合名称及び代表者、２、所在地及び面積、３、存続期間、４、樹種及び見

込本数、５、植栽期間及び方法、６、伐採時期及び方法、７、林野保護に関する事

項、８、収益分収の割合、９、違約組合に対する措置を横に順に読み上げていきた

いと思います。 

瓜上菰田造林組合、中島智明外９名、南小国町大字中原字菰田３１６７の３４、

１.７５３６ヘクタール、８０年、杉２,０００本、平成３０年３月植栽、令和７９



－ 244 － 

年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条例による、契約解

除。 

続きまして、瓜上菰田造林組合、中島智明外９名、南小国町大字中原字箱城３０

８９、０.６８ヘクタール、８０年、杉１,０００本、昭和３５年３月植栽、令和２

２年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条例による、契約

解除。 

提案理由。部分林契約のため、南小国町町有林野部分林設定条例第４条の規定に

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。 

この議案については、一番上の字菰田については、長年、牛の草場として利活用

しておりましたが、ここ数十年、野焼きを行うだけで、近年、組合員の高齢化によ

り、野焼きも困難になってきたため、植林を行ったものです。箱城については、平

成１９年に部分林契約を結んだ際に漏れておりましたので、今回併せて契約をする

ものでございます。 

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。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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３６号、町有林野部分林契約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１６ 議案第３７号 町有林野部分林契約について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１６、議案第３７号、町有林野部分林契約についてを議

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３７号、町有林野部分林契約については、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３７号、町有林野部分林契約について。 

町有林野部分林契約を次のとおり締結する。 

令和４年３月８日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、組合名称及び代表者、２、所在地及び面積、３、存続期間、４、樹種及び見

込本数、５、植栽期間及び方法、６、伐採時期及び方法、７、林野保護に関する事

項、８、収益分収の割合、９、違約組合に対する措置を順に横に読み上げていきた

いと思います。 

志津三山造林組合、坂本講一外３１名、南小国町大字満願寺字西十三部１６７０

の１、０.２４９ヘクタール、８０年、杉３００本、昭和５０年植栽、令和３６年

全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条例による、契約解除。 

続きまして、同じく志津三山造林組合、坂本講一外３１名、南小国町大字満願寺

字西十三部１６７０の２、０.０６０３ヘクタール、８０年、杉９０本、昭和５０

年植栽、令和３６年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条

例による、契約解除。 

続きまして、同じく志津三山造林組合、坂本講一外３１名、南小国町大字満願寺

字西十三部１７６０の１、１.３９４９ヘクタール、８０年、杉２,０００本、昭和

５０年植栽、令和３６年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設

定条例による、契約解除。 

次に、志津三山造林組合、坂本講一外３１名、南小国町大字満願寺字尾又２７６

７、０.７３２９ヘクタール、８０年、杉１,０００本、昭和５４年植栽、令和４０

年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条例による、契約解

除。 

続きまして、同じく志津三山造林組合、坂本講一外３１名、南小国町大字満願寺

字立石３６５５の４、１.４５１２ヘクタール、８０年、杉２,０００本、昭和３９

年植栽、令和２５年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条

例による、契約解除。 

同じく志津三山造林組合、坂本講一外３１名、南小国町大字満願寺字立石３６５

５の７、０.３９０１ヘクタール、８０年、杉５００本、昭和３９年植栽、令和２

５年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条例による、契約

解除。 
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続きまして、志津三山造林組合、坂本講一外３１名、南小国町大字満願寺字西蔵

迫２８７０、１.５８４９ヘクタール、８０年、杉２,０００本、昭和５６年植栽、

令和４３年全伐、除伐及び防火線の設置、南小国町町有林野部分林設定条例による、

契約解除。 

提案理由でございます。部分林契約のため、南小国町町有林野部分林設定条例第

４条の規定により、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。 

この７筆については、以前、志津造林組合、立石造林組合、志津白丹様造林組合

が部分林契約を行い、管理しておりましたが、各組合の組合員の減少と高齢化によ

り管理ができなくなったため、部分林解除願を提出して、新たに造林組合を合併し

て、部分林契約を行うものでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、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） 年代的には４０年以上たっている状況だろうと思いますけれど、

今までの管理は町がしていたわけですか。それと、収益分収の割合について教えて

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） 管理につきましては、当然この造林組合が管理をしており

ます。それと、分収割合につきましては、造林組合８、町が２となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。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］ 

○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。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第３７号、町有林野部分林契約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１７ 委員長報告 南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会 

南小国町議会における議員定数削減に関する事項 

○議長（平野昭夫君） 日程第１７、委員長報告を議題といたします。 

井上委員長より報告を求めます。 

はい、井上委員長。 

○南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会委員長（井上則臣君） 委員会調査報

告書。 

南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会委員長、井上則臣。 

本委員会に付託された調査事件について、調査の結果、次のとおり決定しました

ので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

１、調査事件名、南小国町議会における議員定数削減に関する事項。 

２、調査の結果、本特別委員会は、議員定数削減についての調査研究を行うため、

議長を除く９人の委員により、令和２年３月定例会において設置されました。 

まず、令和２年７月２９日に第１回委員会が開催され、今後の進め方について協

議がなされました。いつまでに結論を出すべきなのか、町民の意見を聞き取る期間

が必要、他の自治体の状況を踏まえながら進めていきたいなどの意見が出されまし

た。その中で、前回改選時に１２人から１０人に削減した小国町議会と定数８人で

活動されている産山村議会の状況が知りたいとの意見が出され、コロナ禍というこ

ともあり、正副委員長と事務局で調査することになりました。 

令和３年１月２８日、第２回委員会として小国町議会へ、同年３月２４日、第３

回委員会として産山村議会をそれぞれ訪問し、議長並びに議会事務局長と意見交換

を行いました。それぞれのメリット、デメリットや削減に至った経緯など、参考と

させていただく貴重な御意見を聞くことができました。 

令和３年１１月５日、第４回委員会を開催し、小国町議会並びに産山村議会の調

査結果、及びこの１年間に議員定数の削減を行った県内町村の報告を行いました。

その後、全委員それぞれの考え方や意見をお聞きしました。全ての意見を踏まえ、

本特別委員会としては「全会一致」が望ましいものの採決により決定した旨の提案

を行いました。 

令和４年１月２１日、第５回委員会を開催し、定数削減をするか否かの採決を採

り、挙手採決により、賛成多数で可決されました。 
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令和４年２月１８日、第６回委員会を開催し、１人減の定数９人と、２人減の定

数８人の採決を採り、挙手採決により、１人減の定数９人が多数となりました。 

３、調査の結果、以上のことから、本特別委員会としては、１人減の定数９人の

議員定数案を決定しましたので、報告いたします。 

○議長（平野昭夫君） 以上で、委員長報告を終了いたします。 

なお、当初日程にありました発議第１号につきましては、昨日お配りしたとおり、

事件撤回請求書が提出されておりますので、御報告をいたします。 

はい、井上委員長。 

○南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会委員長（井上則臣君） 事件撤回請求

書。 

令和４年３月８日提出した事件は、次の理由により撤回したいので、会議規則第

２０条の規定により請求します。 

件名、南小国町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。 

理由。議員定数の削減という今後の議会運営において も重要な案件であるにも

かかわらず、一身上の都合により２名の議員が採決に欠席する状況になった中で、

今会期中に採決すべきではないと判断したためです。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） 今、委員長の言われたとおりでございます。 

○２番（佐藤 毅君） 意見を求めます。 

○議長（平野昭夫君） これは、報告ですので、意見は受け付けません。委員長報告の

ときの委員会で撤回しましたので、何の意見ですか。 

○２番（佐藤 毅君） 撤回理由の意見を求めます。 

○議長（平野昭夫君） 撤回理由の意見は、今、委員長が報告されたとおりです。 

○２番（佐藤 毅君） 意見を求めます。質問をさせてください。 

○議長（平野昭夫君） 委員長報告ですので。 

○２番（佐藤 毅君） 委員長に質問です。 

○議長（平野昭夫君） そうですね。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 定数削減特別委員会、私、副委員長をさせていただき、委員長

とはともに小国町議会、産山村議会を訪問させていただき、この定数削減に関する

委員会議論をさせていただきました。この３月に上程されたのは、委員長、常々お

っしゃられていたとおり、町民に周知徹底するがために時間的余裕を１年間とりた

いとおっしゃられたと思います。そのために前回の委員会も１名欠員の中でも採決

をされたと思います。そうであれば、この３月定例会で採決をすべきではないでし
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ょうか。ほかの議案はこの定数で出席議員の中で採決が行われていますので、ぜひ

ここでやって、町民に削減するのか、そういう結果を示すべきではないかと思いま

すけれど、いかがですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上委員長。 

○南小国町議会議員定数削減に関する特別委員会委員長（井上則臣君） 佐藤議員にお

答えします。 

委員会においての欠席は、退席でございました。今回の本会議におかれましては、

一身上の都合とはいえ、推測するものがあります。微妙なデリケートな問題でござ

いますので、この 終決定については全員出席のもとで行いたいと判断して、この

ような理由を提出しました。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） その前に、書類が提出されておりますので、それが有効となり

ますので、この件につきましては以上で終わります。 

以上です。委員長の言われたとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 陳情第１号 母（毛嘉萍）が中国で不法に逮捕されている件に関する要

望 

○議長（平野昭夫君） 次にいきます。日程第１８、陳情第１号、母（毛嘉萍）が中国

で不法に逮捕されている件に関する要望を議題といたしますが、議会運営委員会に

おいて配付のみとされておりますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。よって、配付のみといたします。 

書類を配付いたします。 

［書類配付］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議員派遣報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第１９、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

報告をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議員派遣の件について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２０、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］ 
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○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

定いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 閉会中の継続審査について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２１、閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

ただいまお手元に配付のように、総務文教、経済建設の両常任委員会、また議会

広報調査対策、環境問題調査、南小国町議会議員定数削減に関するの３特別委員会

及び議会運営委員会から継続審査の申出書が提出されておりますので、閉会中の継

続審査を許可することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

ることに決定しました。 

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、この事件につきましては、

議長に委任することに決定をいたしました。 

お諮りします。本定例会に付された事件は全て終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

とに決定をしました。 

これで、令和４年第１回南小国町議会定例会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時１９分 
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本会議の顛末に相違なきことを認め、ここに署名します。 
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会 議 顛 末 

 

議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

議案第３号 専決処分の報告について（令和３年度南小国

町一般会計補正予算書（第１２号）） 

３月８日 承  認 

 町長施政方針 ３月８日  

議案第４号 令和４年度南小国町一般会計予算書 ３月９日 原案可決 

議案第５号 令和４年度南小国町国民健康保険特別会計予

算書 

３月９日 原案可決 

議案第６号 令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計

予算書 

３月９日 原案可決 

議案第７号 令和４年度南小国町介護保険特別会計予算書 ３月10日 原案可決 

議案第８号 令和４年度南小国町水道事業特別会計予算書 ３月10日 原案可決 

議案第９号 令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会

計予算書 

３月10日 原案可決 

議案第10号 令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事

業特別会計予算書 

３月10日 原案可決 

議案第11号 令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計

予算書 

３月10日 原案可決 

議案第12号 行政手続における押印原則の見直し等に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について 

３月10日 原案可決 

議案第13号 南小国町職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

３月10日 原案可決 

議案第14号 南小国町テレビジョン共同受信施設の設置に

関する条例等を廃止する条例の制定について 

３月10日 原案可決 

議案第15号 南小国町個人情報保護条例の一部を改正する

条例の制定について 

３月10日 原案可決 

議案第16号 南小国町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

３月10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17号 南小国町手数料条例の一部を改正する条例の

制定について 

３月10日 原案可決 

議案第18号 南小国町公共施設の暴力団排除に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

３月10日 原案可決 

議案第19号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事

務の変更及び規約の一部変更について 

３月10日 原案可決 

議案第20号 南小国町立学校教職員住宅及びへき地学校教

職員住宅条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

３月10日 原案可決 

議案第21号 南小国町営農林業担い手住宅条例の一部を改

正する条例の制定について 

３月10日 原案可決 

議案第22号 令和３年度南小国町一般会計補正予算書（第

１３号） 

３月10日 原案可決 

議案第23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３号） 

３月11日 原案可決 

議案第24号 令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計

補正予算書（第２号） 

３月11日 原案可決 

議案第25号 令和３年度南小国町介護保険特別会計補正予

算書（第４号） 

３月11日 原案可決 

議案第26号 令和３年度南小国町水道事業特別会計補正予

算書（第６号） 

３月11日 原案可決 

議案第27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４号） 

３月11日 原案可決 

議案第28号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事

業特別会計補正予算書（第３号） 

３月11日 原案可決 

議案第29号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計

補正予算書（第４号） 

３月11日 原案可決 

議案第30号 南小国町総合物産館の指定管理者の指定につ

いて 

３月11日 原案可決 

議案第31号 南小国町交流促進センターの指定管理者の指

定について 

３月11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32号 南小国町きのこ菌床培養等施設の指定管理者

の指定について 

３月11日 原案可決 

議案第33号 南小国町木材拠点施設の指定管理者の指定に

ついて 

３月11日 原案可決 

議案第34号 南小国町多目的集会施設の指定管理者の指定

について 

３月11日 原案可決 

議案第35号 工事請負変更契約の締結について ３月11日 原案可決 

議案第36号 町有林野部分林契約について ３月11日 原案可決 

議案第37号 町有林野部分林契約について ３月11日 原案可決 

委員長報告 南小国町議会議員定数削減に関する特別委員

会 

南小国町議会における議員定数削減に関する

事項 

３月11日 報告済み 

陳情第１号 母（毛嘉萍）が中国で不法に逮捕されている

件に関する要望 

３月11日 配付のみ 

 議員派遣報告について ３月11日 承  認 

 議員派遣の件について ３月11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） 

３月11日 各委員会 

継続審査 

決  定 
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