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平成２８年第４回定例会総務常任委員会記録 

平成２８年１２月８日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） おはようございます。それでは、定足数に達しましたので、

総務常任委員会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

まず、総務課関連の、議案第６４号、高森町一般職員の給与に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、総務課の説明を求めます。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

説明の前にちょっと資料をお配りさせていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、どうぞ。 

［資料配付］ 

○委員長（芹口誓彰君） はい。資料の配付が終わりましたので、説明を求めます。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

今回、議案第６４号で提案させていただきました高森町一般職員の給与に関す

る条例の一部改正について説明したいと思います。 

今回の条例改正につきましては、平成２８年の人事院勧告並びに熊本県の人事

院勧告の内容に基づきまして一般職員の給与に関する条例を改正するものでござ

います。 

内容といたしまして、５５歳を超えた職員の通常の定期昇給は行わないこと、

そのほかに扶養手当の段階的な改正ということで取り組んでおります。国の人事

院勧告、また熊本県の人事委員会によります勧告によりまして、本来ならば月例

給と特別給の改定も、引上げの勧告も行われておりますが、本町におきましては

熊本地震の影響により、近隣町村の動向も含めて、この改定しないという方向で、

見送りということで今回の条例の一部改正には至っておりません。 

５５歳の昇級停止につきましては、これまで通常２号給、昇級をしておりまし

たが、この一部改正によりまして、その昇級がなくなることとなります。特に良
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好な勤務成績であった場合は、２号給ということですけれども、通常の場合は昇

級は行わないことなります。 

次の扶養手当の改正につきましては、お配りしました資料によりますとおり、

現行がこのような金額になっております。配偶者で１万３,０００円、２２歳まで

の子で６,５００円、６０歳以上の父母及び祖父母、３２歳までの孫及び兄弟、あ

と重度心身障がい者につきましては６,５００円、特例といたしまして職員に配偶

者がない場合が１万１,０００円で、特定期間にある子への加算が５,０００円と

なっております。 

その右横の経過措置の欄が平成２９年度の金額となります。この改定後という

のが平成３０年度からの改定となります。この経過措置につきましては、この条

例の一部を改正する条例の附則のほうでうたい込んでありますので、よろしくお

願いします。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

私どもから見れば、たいへん厳しい措置かなというような気がいたします。配

偶者手当も半額、２２歳までの子に対しては増額されていますけれども、たいへ

ん厳しい数字かなという気がいたします。配偶者手当あたりは現在何人ぐらいお

られますか。それと、もう一つ、総額にして現行と改正後、どのくらいの差が出

るのか、分かればお願いしたいと思います。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

配偶者手当につきましては、今現在、もう結婚されて配偶者がいらっしゃる方

でも、中には配偶者の方でお仕事に就かれておりまして、扶養手当の該当となら

ない方もおられます。ですから、正式な数はちょっと把握しておりませんでした

けれども、それと金額につきましては、ただいま経過措置の段階もありますので、

現行の予算等を試算中でございますので、すみません、申し訳ありません。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。 

議案第６４号、高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正については、原
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案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定をいたしま

した。 

 続きまして、議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを

議題といたします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。よろしくお願いします。 

まず、５ページからお開きをいただきたいと思います。 

予算書の５ページで、第２表地方債の補正を計上させていただいております。

１番目の追加といたしまして、まず１２段目の緊急経済対策道路整備事業補正予

算債ということで、これが３,５００万円の増額です。増額といいますか、追加で

すね。これにつきましては、一番下の変更の分の町道整備事業債（過疎債）の分、

事業といたしましては、町道西原前原線の、昨日の町長の説明でもありましたが、

一旦事業費がカットされたわけでございますけれども、国の補正を受けまして増

額をいたしました。１億円増額をさせていただきましたことで、それに対するも

のでございますが、過疎債で当初予定しておりましたものが、国の補正予算に関

わる追加ということになりますので、過疎債では借入ができず、国の補正予算債

ということに切り替えないといけないという、そういう対応の措置でございます。

ですので、１番、変更の分の過疎債を３,５００万円減額して、追加といたしまし

て、一番上の緊急経済対策道路整備事業を増額させていただきました。 

次の１３番の避難所備蓄倉庫整備事業につきましては、これは緊急防災減災事

業債ということで、交付税措置は７割、７０％の交付税措置になります。避難所

６カ所の備蓄倉庫を、これも起債、緊防債と略していいますけれども、この対象

になりますので、財源的に一般財源で賄うよりも有利な起債を借り入れしたほう

がいいということで、こちらに切り替えをさせていただくということの対応でご

ざいます。 

１４番目の災害対策事業（災害対策債）ということでしております。これは例

えば、ごみ捨て場、地震の後の瓦礫ごみ置き場の処分経費と、その事業に対する

補助金、ごみ仮置場が５００万円の事業費を予算を組んでおりまして、５００万

円を組んでおりましたが、この災害対策債に対応できる事業費が３３０万円とい

うことで、３３０万円に対する補助が約半分ございまして、その残りを１６０万

円余り、額的にはそれほど多くはないんですけれども、やはり一般財源で対応す

るよりも、これぐらいの額でも交付税措置のある起債で対応させていただいたほ
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うが、町の財政的にも有利であるというところで、今回、地方債の補正で計上さ

せていただいたところです。 

続きまして、歳入のほうに移らせていただきたいと思います。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

８ページをお開けください。 

１４款第２項第２目の第２節マイナンバーシステム整備補助金でございます。

こちらは平成２８年１０月６日付けで交付決定がありましたので、今回補正で計

上させていただいております。 

歳出予算のほうにつきましては、当初で既に予算計上しておりまして、内容的

にはマイナンバー制度の導入に伴いまして、総合行政システムの改修を行うため

の経費です。平成２９年７月から、マイナンバーと各マイナンバーを利用する業

務の情報連携という制度が始まりますので、そのマイナンバーを使用する業務の

システム改修を行いまして、そのテスト作業とかの経費となります。以上です。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

引き続きまして、９ページを御覧ください。 

款１７寄付金になります。項目寄付金、節寄付金、そのうちふるさと納税寄付

金、増額の５,０００万円を上げております。こちらにつきましては、まず当初予

算で５,０００万円計上しておりますが、こちらにつきましては毎月だいたい４０

０万円ほど平均的に御寄付をいただいておりますので、その１２カ月分というこ

とで、上積み分を含めて５,０００万円を当初計上しておりますが、その後、４月

に発生した熊本地震に伴う緊急支援の寄付金、またちょうど今の時期になります

けれども、年末のかけ込み需要といいますか、かけ込みの寄付金が増加いたしま

すので、その辺を加味しまして５,０００万円の増額補正を行っております。以上

です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

同じく、寄付金の節ですけれども、消防団退職者寄付金というのがあります。

こちらは当初では退団１０名を予定しておりまして、１人当たり５,０００円で計

上しておりましたが、今年度におきましては退団が１１名おられましたので、そ

の実績に伴いまして、この５,０００円を補正させていただいております。以上で

す。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

続きまして、節２熊本地震災害寄付金１,２００万円増額しております。こちら

につきましては、前回の補正後に改めて町のほうに寄付金をいただいた分を実質

額１,２００万円を増額しております。以上です。 
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○総務課長補佐（岩下 徹君） 次のページをお開きいたたきたいと思います。１０

ページになります。 

課長補佐 岩下です。 

基金繰入金です。一番上ですけれども、基金繰入金で財政調整基金から１,３２

５万１,０００円、これは今回の補正の財源調整として計上させていただいており

ます。 

それから、ふるさと応援基金からの繰入金３７２万５,０００円につきましては、

今回ですと、高森保育園に遊具の補助、そのほかいろいろございますけれども、

そういったものに対する事業費の財源としてふるさと応援基金からの繰り入れで

賄うということで計上させていただきました。 

次の高森町災害基金繰入金、これは２１７万円、これにつきましては今回であ

れば南鉄の復旧イベントと、あとスイーパー等、そういった災害関連の事業に充

てるために高森町災害基金から繰入れをさせていただくということで計上させて

いただいております。 

同じく１０ページの、次、一番下のところで、第２１款町債につきましては、

先ほど地方債の補正で御説明いたしました内容を、歳入のほうの予算で計上させ

ていただいております。 

続きまして、歳出のほうに移ります。１１ページから歳出のほうに移ります。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

歳出について御説明申し上げます。 

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費のうち、節９旅費、１１需用費

のうち食料費、１４使用料及び賃借料について２０万円、それぞれ増としており

ますが、こちらにつきましては当初想定しておりませんでした熊本地震の復旧事

業、また経済対策等も含めて、初動の状況、また今後の活動がかなり増えており

ます。それに伴いまして、概ね当初予算の５割程度につきまして、旅費につきま

しては５６万円、食料費については３８万円、使用料及び賃借料については２０

万円、それぞれ増額補正させていただいております。以上です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

同じ款項の第８目車両管理費の１２節役務費です。こちらの保険料につきまし

ては、１０万円計上させていただいておりますが、こちらの内容といたしまして

は、高齢者サロン用の１０人乗りワゴンの１台増加しましたので、その分の保険

料です。この１０人乗りワゴンにつきましては、住民福祉課のほうで管理をされ

ております。 

続きまして、第１２目電算費、第１３節委託料と１４節の使用料及び賃借料で
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す。こちらはＬＧＷＡＮの接続ルーターの賃借料を、当初、委託料として計上し

ておりましたので、この予算の組み替えということで今回上げております。この

マイナス１万２,０００円といいますのが、金額的には１万２,９６０円ですので、

減額と増額で切り上げ、切り捨てとなっております。金額は同じ金額です。以上

です。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

続きまして、目２１ふるさと納税費につきまして関連する節を上げております。

先ほど歳入のほうで申し上げました増額５,０００万円に関して、それに伴うそれ

ぞれ増額になります。 

節８報償費２,４３０万円、こちらにつきましては御寄付いただいた方への返戻

品としてあか牛等をお送りしておりますけれども、当初、５,０００万円に対して

２,０００万円、４割の分を上げておりましたが、今回、その同じ商品でもあか牛

自体の価格が高騰しておりますので、その分で４５％まで、ちょっと今５％程度、

高騰分を加味いたしまして、２,４３０万円を補正しております。 

続きまして、節１１需用費のうち、消耗品費３０万円、こちらにつきましては

返戻品の中に同封いたします町長のお礼状であるとか、町のパンフレットをお入

れしますけれども、こちらを包むＯＰＰ袋、ポリ袋とか、印刷用紙であるとか、

そういったものもすべて３０万円増額しております。また、印刷製本費につきま

しては、こちらは振込用紙等を希望される方に対して、こちらから発送いたしま

すので、その関連に伴いまして、その用紙の印刷製本費を１１万７,０００円上げ

ておりまして、合わせて４１万７,０００円、需用費で計上しております。 

節１２役務費です。こちらはワンストップ特例の申請、郵便料になります。こ

ちらにつきましては、寄付された方に申請用紙の送信であるとか、また各自治体

に対して、取った特例申請があった分へ通知するすべの経費が必要になりますの

で、その郵便代として９８万４,０００円計上しております。 

続きまして、節１３委託料になります。こちらも先ほどのふるさと納税の増額

分になります。具体的には、代行委託料として、今、寄付額の１１％を業務代行

代として業者さんにお渡ししておりますが、そちらの分、５９４万円です。また、

ふるさとチョイスといいまして、ポータルサイトがございます。専門のポータル

サイトに掲載する費用が寄付額の９％プラス消費税とかになっておりますので、

５４万円を計上しております。 

節１４使用料及び賃借料になります。こちらにつきましても寄付者の方がヤフ

ー等のクレジット決済を希望される場合の、その寄付額に応じて、それぞれパー

センテージをシステム管理業者にお支払いする必要がございますので、その分の
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経費として４３万２,０００円計上しております。以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

次のページをお開きいただきたいと思います。１２ページをお願いいたします。 

１２ページの一番上になりますけれども、繰出金で簡易水道事業特別会計繰出

金、これを７２３万５,０００円減額をいたしております。これにつきましては、

簡易水道特別会計のほうで災害復旧事業費を計上しておりまして、それを当初は

一般会計からの全額繰り出しを行いまして、簡水の特別会計のほうで災害復旧事

業に充てるというところで予算を組んでおりましたが、新たな制度といいますか、

災害復旧の関係で、その公営企業の補助金の対象になる可能性もあるということ

で、その補助の対象になれば、起債のほうも対応できると、地方公営企業等災害

復旧事業債という起債の対応もできるということで、そうなると補助金も入る、

起債も入る。起債につきましても、特交措置も十分ありますので、このまま一般

財源で全額対応するよりも、補助金と起債、それで対応したほうがいいというこ

とで、今回、一般会計からの繰り出しは全く行わないで、簡易水道特別事業会計、

そちらのほうでやりくりをするという対応をするために、一般会計からの繰り出

しは全額落とさせていただきました。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

１６ページをお開けください。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係 緒方です。まず、私のほうから御説明

させていただきます。 

款８消防費、項１消防費、目４防災管理費、節１８備品購入費になります。こ

れは降灰対策用スイーパーとして７７万円計上しております。こちらにつきまし

ては、町長からの報告もありましたけれども、昨年、ヨナ除去プロジェクトでそ

れぞれ降灰用備品を常備させていただきましたけれども、そのうち大型の業務用

の電動スイーパー、こちらにつきましては例えば広い駐車場であるとか、例えば

歩道であるとか、そういった道路が入らないような、かつ小さい手押しではちょ

っと賄いきれないような場所に対して広範囲に使える広範囲用のスイーパーでご

ざいますけれども、こちらを貸出し用の意味も含めて、もう１台追加で購入した

ほうがいいんじゃないかということで、そちらを１台分計上させていただいてお

ります。以上です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

同じ款項の第５目消防費、熊本地震対策費ですけれども、この中の第９節、第

１２節、第１８節について説明いたします。 

まず、９節の旅費つきましては、普通旅費で１４万円計上させていただいてお
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ります。これにつきましては今月の２０日、１２月２０日の日に熊本地震におい

て消防団員が１００％以上活動した地域において、総務大臣からの感謝状が贈ら

れるそうなので、その贈呈式に行ってまいります。当初、高森町は被害が少なか

ったほうでしたので、消防団活動は１００％を超えておりましたけれども、被害

がそうでもなかったほうでしたので、欠席の意向だったんですけれども、消防協

会の阿蘇支部のほうで阿蘇管内も一つということで、まとまって行きましょうと

いうことで話が決まりましたので、行ってまいります。この贈呈式の際には阿蘇

の代表としまして西原村が事例発表をされます。当日は消防団の幹部として、阿

南副団長と私で、この贈呈式に出席をしてまいります。 

続きまして、１２節の役務費、こちらにつきましては、デジタル長距離無線機、

トランシーバーですけれども、この６４局分の範囲無線局の免許申請に係る手数

料です。これは印紙代で、この免許申請のときにこの印紙を貼って申請をしてお

りますので、その分の代金です。 

１８節の備品購入費につきましては、避難所の備蓄倉庫、避難所に今回６カ所

分、補正で計上しておりましたけれども、積算をし直しましたら、ちょっと備蓄

倉庫の形がちょっと大きかったものですから、いろいろ基礎工事とか、そういう

のをしなくちゃいけないようになりまして、その分の予算の、そういったものを

今回計上させていただいております。以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

１８ページをお開きいただきたいと思います。１８ページ、最後のページにな

ります。 

まず、公債費につきましては、元金の償還金利子及び割引料を１０万円ほど増

額させていただきました。これにつきましては、例えば利率見直し方式で借り入

れている、長期で例えば２０年で返済する予定のものにつきましては、１０年後

に利率を見直すということで借り入れを行っておりまして、当時、例えば３％で

借り入れていたものが、利率見直しで今、例えば０.３％とか、０.５％等になっ

た場合、利率が下がると元金のほうが早めに減ってしまうというか、早めに返し

ていくことになりますので、今回、元金の償還額が足りなくなったということに

なります。逆に、利子のほうが減ってくるわけではありますけれども、今回ちょ

っと状況を見るために、元金だけを増額する対応をさせていただきたいと思いま

して、１０万円計上させていただきました。 

最後に、諸支出金でございます。基金への積立金ですけれども、まず消防団基

金費につきましては、先ほど退団者寄付金分ということで５,０００円の増額、そ

れからふるさと応援基金への積立金１,７３８万７,０００円につきましては、５,
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０００万円の寄付金から、先ほど緒方係長が説明いたしました事業費、返戻金で

すとか、事務費分を差し引きまして１,７３８万７,０００円を積み立てるという

ことです。 

最後に、高森町災害基金につきましては、１,２００万円、歳入の分をそのまま

積み立てるということで予算を計上させていただいたところです。 

以上、一般会計につきましては、説明を終わりたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。 

１１ページの一般管理費のこの中で旅費、需用費、使用料及び賃借料というよ

うなことで、町長さんが熊本地震を受けていろいろこのために東京等に行かれて、

たいへんお骨折りをいただいておりますけれども、ほかの予算算定にいろんな話

題も聞きますけど、今後もこういうことが発生すると思いますけれども、よろし

くお願いしておきたいと思います。 

それから、もう一つお伺いしますけれども、１３番目のふるさと納税の目２１

の１３委託料、ふるさと応援寄付金につきまして、いろいろお話を聞いておりま

すが、この中で一番寄付の大きかった金額、今まで寄付をする方々でだいたい一

番大きかった金額はどのくらいの方がおられるかをお伺いしたいと思います。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係 緒方です。 

金額に関しましては、氏名等は申しませんが、国内の方で３００万円の方がい

らっしゃいます。大口につきましては、やはりそれなりに控除対象ということで、

やはりそれなりの御寄付をいただいても、本人にとってはメリットがございます

ので、それなりの収入を持たれている方だと思います。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

ただいま、ふるさと納税のことを受けましたが、昨日、町長のほうから、ふる

さと応援の寄付のお返しについては約４割ということでお話があったと思います。

先ほどの説明で４５％、商品の高騰ということですが、その下の委託料５９４万

円で、これは１１％ぐらいというお話ですが、だいたい合わせますと、最終的に

は何パーセントぐらいの費用になるんですか。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係 緒方です。 

今回、私が担当になりまして、業務効率とまた費用面を受けて、抜本的に見直

しました。以前は委託料については１５～１６％ぐらいだったんですけれども、
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その分をいろいろ業者の入れ替え等を行いまして、さらに業務効率が、とても効

率がいいところを厳選いたしまして、１１％まで落としております。その結果、

本来ですと以前は事務手数料は２０％ぐらいを、割合を占めておりましたが、そ

れを１５％ぐらいまで抑えることができました。ただ逆に、先ほども申しました

ように、あか牛の高騰の部分がやっぱり重なりますので、以前と同じように事務

的な手数料といいますか、事務経費としては２０％、またお礼の品と業務経費を

合わせて６割程度、町にその残額として財源として充てられるのが約４割程度と

いう形で、今のところは推移しております。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

だいたい６割が経費としてみられるということですね。その配分は最終的には

４割ということでいいんですかね。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係 緒方です。 

概ねそのぐらいで行っていこうと思っております。 

○委員（興梠壽一君） もう１点お願いします。 

この消防費についてですが、一般質問でも質問する予定にしておりますが、か

なり指定された避難所に対して備品等それで整理されますけれども、今回、備蓄

倉庫を６カ所、それから諸々整理される予定ですけれども、６カ所についてはど

の避難所になるのか、具体的にこの備蓄倉庫以外にどのようなものが入るのか、

これを説明をお願いしたいと思います。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

この備蓄倉庫につきましては、まず色見総合センター、上色見総合センター、

高森自然学校、尾下体育館、河原総合センター、それともう１カ所は草部総合セ

ンターになります。こちらにつきましては、備蓄倉庫をまず設置いたしまして、

その中に発電機、支援物資でいただいた発電機も数台ありますけれども、それと

合わせて今度、同じ備品購入費で補正（第２号）で計上しておりました発電機を、

それぞれ各避難所に２台ずつぐらいは該当すると思います。それを配備したいと

思います。今回、補正予算で購入させていただく発電機につきましては、ガスボ

ンベ式の発電機にしたいと思います。ガソリン式になりますと、月１回の試運転

と、あと燃料の保管が難しいということですので、ガスボンベ式にしたいと思い

ます。そのほかに、一応中に備蓄していただく物資といたしまして、今、支援物

資のほうで来ておりました毛布とか、保存が利くもの、毛布とかおむつとか、そ

ういうのを全部、今一度、小倉原のほうにありました旧色見保育園、あそこのほ

うに今寄せさせていただいておりますので、それを配分して、その新しくできた

備蓄倉庫の中には保管させてというか、配分したいと思います。あとは地元の自
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主防災組織なり、地域の方で水とか食料を入れていただくといいかなと思ってお

ります。以上です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

よろしくお願いをしたいと思います。 

もう１点、簡易無線局の申請手数料、これは駐在員さんに配られたトランシー

バーの申請ですかね。となれば、もう現在は使用されていると思いますが、この

申請は今現在されている分ですかね。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

申請は、今、手続き中でございまして、この手数料に関しましては、業者さん

のほうで今立て替えてもらっていますので、その支払いに必要ですので、今回計

上させていただいております。 

無線機につきましては、駐在員さんのほかに消防の分団長さんと幹部さん、本

部員さん、副団長さんにもお配りしております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

先ほどのふるさと納税の部分に関してちょっとお聞きします。今日の新聞に載

っておりましたが、あか牛農家の肉の混入等が今日の新聞で発表されております

が、そのあたりの委託業者あたりへの町からの定期検査というような調査という

か、そういう確認とかは行われていますか。それが一つと、もう一つ、発電機の

ガスボンベ、どういうタイプのガスボンベを使用するのかを一つお願いします。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

今回、あか牛分につきましては、食品の表示等の関係法令のコンプライアンス

遵守につきましては徹底しております。また、こちら、先ほど申しました業務内

容は委託業者のほうでもそのあたりは徹底しておりますので、まず間違いがない

ようにと、表示の中にあか牛を使う以上は絶対にその他のものを混入させてはな

らないという文言を取り決めておりますので、違反があった場合にはもう即取り

消すとともに、その関係法令に照らし合わせて厳正に処分をする形をとっており

ます。調査につきましては、もうなかなか逐次というのは難しい部分もあります

ので、あとはもう業者さんの責任の範囲において遵守していただくということを

徹底しております。以上です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

先ほどのガス発電機のガスボンベですけれども、通常の家庭で使用しているカ

セットコンロ用のガスボンベです。今度の倉庫ももちろん耐熱と、機密性のある

備蓄倉庫でございますので、中に保管しても問題ないと思います。以上です。 
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○委員（本田生一君） 本田です。 

私も一般質問をしまして、こういった発電機等の準備等について質問させてい

ただきましたが、今回このようなことで発電につきましては燃料等の関係でいろ

いろ問題もあるというようなお話もあっておりましたけれども、今回ガス式の発

電機、この発電機は容量はどのくらいの発電になりますかね。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

今度のガスボンベ式の発電機はインバーター式で、パソコンなど精密機械にも

使えるような発電機でございます。容量的には、ガソリンの発電機と変わらない

ですね。９ボルトアンペアはありました。ガスボンベは２本ずつ使います。通常、

連続運転が、その電気の使用量にもよりますが、２～３時間はそのまま連続運転

ができるということだったです。地震のときも避難所で投光器だけを使って照ら

しておりましたけれども、一晩のうちに１回交換するぐらいだったと思います。 

○委員（本田生一君） 普通の、私たちが普通使うガソリンとかの発電機があるじゃ

ないですか。この普通の燃料式だったら、エンジンが掛かったりとか掛からなか

ったりとかするごつなるじゃないですか、そういう不具合が。このガスボンベに

おいてはどがんですか、その使い方は。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

ガスのそのカセットボンベを正常に装着して、同じように引っ張って起こすエ

ンジンになっております。ただ、ガソリンよりもそのチョークとかそういうのは

要りませんので、引っ張ったらもう掛かるような感じで、何回か引っ張らなくち

ゃいけないときもありますけれども、一回掛けたらもう軽く掛かるような仕組み

になっております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） なければ、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定いたしまし

た。 
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以上で、総務課に関連する付託案件については終了いたしました。 

この御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、税務課関連の議案第６５号、高森町税条例等の

一部改正についてを議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言ってください。 

それでは、税務課の説明を求めます。 

○税務課長（佐伯 実君） 税務課長の佐伯でございます。おはようございます。 

本日は、税条例案件と一般会計の補正ということで２件上げております。 

まず、議案第６５号の高森町税条例等の一部改正について、その内容を御説明

したいと思います。 

今回の補正の内容につきましては、議会の初日に御説明をしておるところでご

ざいますが、この上級法が改正されたことに伴いまして、町の条例を改正するも

のでございます。 

主な条例の改正の内容につきましては、この新旧対照表の中で見ていただきた

いと思いますが、１９条、４８条並びに５０条の改正につきましては、法人税の

修正申告の上限についての延滞金の期間というのが明記をされております。期間

の変更ということです。納期限の翌日から１月を経過する日までの期間を７.３％、

それと納期限の翌日から１カ月を経過した部分については１４.６％ということで、

この延滞金の率については変更はございません。 

続きまして、１９条３項では、町たばこ税に関する経過措置というものでござ

いまして、前回の中で３級品たばこ、いわゆる手持ちたばこ、ゴールデンバット

とかエコーあたりが３級品たばこということで、その手持ち課税の部分を延期し

たものでございます。 

次に、４３条につきましては、個人の町民税に関する改正でございましたが、

法人税と同内容の延滞金の一定の期間を延長するという部分のとおりでございま

す。 

続きまして、附則の６条につきましては、特定一般用の医薬品についての医療

費控除、個人の課税部分について、平成３０年から３４年までの各年度に限り、

医療費控除を認めましょうという部分でございます。特定一般用医薬品と申しま

すのは、お医者さんの処方箋がなくても、いわゆるドラッグストアでも買える薬

のことで、市販薬と呼ばれているものを指しております。 

１０条の２項では、４項から８項を追記しまして、固定資産税の課税標準額の

特例の割合を示しております。 
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次に、附則２０条２項では、外国人に対して特別適用配当、配当控除の額に係

る所得については、これは分離課税しなさいということになりましたので、それ

を変更しております。 

また、２０条３項と２項については、いわゆる条ずれを行うためのものでござ

います。 

附則におきましては、各改正に伴います各条例の経過措置、併せて設定してお

りますので、御審議を賜りますようよろしくお願いします。以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 税務課の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第６５号、高森町税条例等の一部改正については、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

いたします。 

それでは、税務課の説明を求めます。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍調査係 荒牧です。 

１２ページをお開きください。 

項の国土調査費、目地籍調査費のうち、１３節委託料２００万円の減額及び１

８節の備品購入費について御説明申し上げます。 

まず、委託料ですが、地籍調査事業を先般、県に追加要望し、１０月の臨時議

会におきまして御承認をいただいたところでございます。そして、その地籍調査

事業の変更契約を行いまして、その契約残額を２００万円減額をいたしまして調

整しております。 

次に、備品購入費で計上しております２００万円につきましては、政策推進課

で使用しておりました平成１４年式の三菱パジェロミニのドライブシャフトが破

損しまして、修理費がかなりかかるという見積もりから、それと購入から１４年
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が経過しておりまして、エンジン及びクラッチの不具合等あるため、今回、地籍

調査事業の附帯経費として購入するものでございます。現在、地籍調査係で使用

しております平成２２年式の地籍調査車両を政策推進課に移管し、購入車両を地

籍調査車両として使用するものでございます。以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で税務課の説明が終わりましたけれども、これから質

疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 私のほうから１件、今、備品購入、地籍調査用の車両購入

費を計上されておりますけれども、先ほども総務課のほうで高齢者用のサロンの

保険料ということで補正が上がっておりましたが、今回、地籍調査車両を購入す

ることによって、ほかの諸経費、そういったのは出てこないのか。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍調査係 荒牧です。 

保険料等につきましては、以前の車両等のそれを名義変更あたりをしますので、

それで総務課のほうで対応するということを伺っております。また、補足でござ

いますけど、この車両購入も地籍調査事業の附帯経費として予算額２００万円に

対しまして補助率７５％、それから残りを特別交付税の措置により、一般財源の

持ち出しとしましては５％の持ち出しとなっております。以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに質疑ございませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

先ほど、税条例の変更等を、追加制度の説明がございましたが、そろそろ確定

申告あたりの申告も大分迫っておりますが、以前ちょっとお尋ねした経緯もあり

ますが、今後の被災された方々のその税金の延納といいますか、そういうのは他

町村ではあっているという話を聞きました。そういう被災された方々の、高森町

はそう震災の被害等はあまりなかったですけれども、そういう延納関係について、

税務課としてどのような対応をされているのかをお願いしたいと思います。 

○税務課長（佐伯 実君） 税務課長 佐伯でございます。 

興梠委員さん、今御質問のいわゆる熊本地震の震災対応ということでございま

すが、固定資産につきましては１件半壊という判定が出ておりますので、これは

減免をしております。そして、御質問のいわゆる延納等々につきましては、現在、

総務課のほうでいわゆる申請が出ているのは１１０件程度だったと思います。そ

れがもう一部損壊ということで、税のいわゆる税条例に照らしても、その損壊と

かいろいろ当たりませんでしたので、高森町としては被害が最小限であったとい

うことで、延納措置というのを実施しなかった経緯がございます。 

それとまた、これはまた話が別なんですけど、最近、いわゆる熊本の方だった
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ですかね、損壊状況が２５％について、家財について減免をする、今予定で準備

をしております。ですから、最小限でありましたので、各熊本市、西原、南阿蘇、

御船等々は、県も延納をしておりましたが、高森町としましては前回も総合セン

ターのほうでお話をしたんですけど、延納措置は高森町は行いませんということ

で決定をさせていただいております。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいまの興梠委員の質問は、そういった固定資産関係に

ついての減免と延納とかということでしたけど、ほかに所得の減とか離職とか、

そういった方についての延納とかについてはどんなでしょうか。 

○税務課長（佐伯 実君） 課長の佐伯でございます。 

熊本地震の影響でいわゆる職を離れざるを得なかった方とか、例えば道路の寸

断で職を変わらなければならなかった方等々につきましての延納措置というのは、

高森町は行っていない状況です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） なければ、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。 

議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、税務課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。 

税務課の皆さん、御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、ただいまから生活環境課関連の議案第６７号、

平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言ってください。 

それでは、生活環境課の説明をお願いいたします。 

○生活環境課長（松本満夫君） 生活環境課の松本でございます。おはようございま

す。よろしくお願いします。 

では、まず歳入につきまして御説明申し上げます。８ページをお開きください。 
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今回、生活環境課が補正予算のお願いしておりますのは、歳入につきまして、

１２款分担金負担金及び項の負担金、２の負担金ですが、衛生費負担金におきま

して、防疫殺虫剤、これが９月いっぱいで申し込みが終了しまして、１０月に確

定しましたので、１０２本ということで１２万２,４００円となりました。当初、

１５０本を予定しておりましたので、見込額から決定額の５万８,０００円を、マ

イナス５万８,０００円ということでお願いしております。 

それから、国庫支出金の２項の国庫補助金でございます。４目の衛生費国庫補

助金です。これにつきましては、国の環境省の査定、災害等の廃棄物処理の事業

補助金でございます。国の査定が１０月１７日に行われまして、３２９万９,０１

５円で事業額が決定しております。当初、５００万円で予算を計上してお願いし

ておりました。２５０万円からこの決定額の１６４万９,０００円を引きまして、

８５万１,０００円のマイナスの補正をお願いするものでございます。内訳としま

しては、ごみの一般分別分が３００万２,５５５円となりまして、あと汲み取り料

が２９万６,４６０円、合わせまして３２９万９,０１５円の決定となっておりま

す。 

あと、これを含めまして、トイレのリース料がありましたけれども、これにつ

きましては厚生労働省管轄ということで、この補助金には含まれないということ

で、それも影響しまして８５万１,０００円の減額となっております。 

歳入につきましては、以上でございます。 

続きまして、歳出につきまして御説明申し上げます。１４ページをお開きくだ

さい。 

４款衛生費、項の保健衛生費でございますが、この第４目環境衛生費、先ほど

歳入のほうでも御説明申し上げましたが、防疫殺虫剤の分の確定によります減額

ということで１１万５,０００円をお願いするものでございます。 

それから、役務費につきましては、郵便料が見込みよりもちょっと不足しまし

て、追加で４万円をお願いするというところでございます。 

それから、７目の衛生費、熊本地震災害対策費関係ですが、先ほど歳入の中で

も申し上げましたように、ごみの分の３００万２,５５５円に対しての減額補正と

いうことで１９９万７,０００円をお願いするものでございます。 

続きまして、１５ページでございます。第６款商工費、第１項の商工費、６目

の温泉管理費でございます。昨日の町長の提案説明もございましたように、予算

概要書でも計上しておりますが、今温泉館ボイラー２機ありまして、当初から２

２年が経過しておりますが、そのうちの１号機のほうが１０月頃から不具合が発

生いたしまして、点検と臨時的な修繕等を行いまして、今の現段階では１号・２
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号交互運転ができる状態となっておりますが、この先、冬場を迎えまして、この

１号機につきましては、とても傷みが激しくて、その応急的な修繕が必要という

ことで、この修繕に関しても部品の発注がだいたい１カ月ぐらいかかるというこ

ともありまして、当初予算まではちょっと待つことができないということで、今

回補正をお願いしたものでございます。御承知のとおり、この施設に関しまして

は、今、公共あり方のほうでも十分検討していただいておる施設ではございます

けれども、まだ今の現時点では方向性とか結論が最終的に決まっているわけでは

ございませんので、管理を預かっております担当課としては、早急に修繕が必要

であるということで、今回２２６万８,０００円の修繕料をお願いするものでござ

います。 

続きまして、１７ページをお開きください。１７ページにつきましては、第９

款教育費、６項の社会教育費、５目の社会教育施設費の中で、需用費の修繕料２

０万円ということで、今年は特に熊本地震関係で学校体育館あたりが使用できな

くなっておりまして、社会教育施設の利用頻度が大幅に上がっております。その

関係ばかりではございませんけれども、電球交換とか、今後、冬場にかけてトイ

レ等の修繕等も大幅に見込まれるため、修繕費が不足するため、２０万円をお願

いするものでございます。 

それと、１８の備品購入につきましては８２万円ということで、乗用の芝刈り

機、これにつきましてはふるさと納税活用事業で、昨日、提案説明の中の報告に

もありましたが、色見の総合センターのグラウンドの管理につきまして、現在は

地元の方で手押しの芝刈りでやっておられますけれども、その芝刈り機も長年使

ってこられて故障しているということで、たまたま冬場にかかったので、来春ま

では芝刈り機はあまり使われることはないと思いますけれども、今後の管理につ

いても、面積もだいたいあそこは全部の面積が１町近くあります。そのうち７反

ぐらいが芝の刈る管理をされておりますけれども、今までどおり手押し型では地

元の方もグラウンドゴルフ協会の方も高齢化が進んでおりまして、できないとい

うことで、今回、乗用型の芝刈り機をふるさと納税のほうで対応していただける

ことになりましたので、今回導入するものでございます。 

以上、生活環境課が今回補正をお願いしております概要につきまして、私のほ

うから御説明を終わらせていただきます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） なければ、質疑を終わります。 
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続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定しました。 

以上で、生活環境課に関連します付託案件については終了いたしました。 

生活環境課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、執行部お揃いでございますので、ただいまから

政策推進課関連の議案第６２号、菅山辺地に係る公共的施設の整備計画について

を議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言をされる前に、所属と氏名を言ってください。 

それでは、政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

担当より内容を説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

議案第６２号、菅山辺地に係る公共的施設の整備計画について御説明いたしま

す。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に

基づき、計画を総務大臣に提出する場合、同法第３条により議会の議決を得る必

要がございますので、今回提案しているものであります。 

菅山辺地に係る公共的施設の整備計画の変更について御説明申し上げます。菅

山地区の町道取首・水湛線道路整備工事、延長３,５００メートル、幅員４メート

ル、こちらを平成２８年度に改良計画がございますので、こちらは今回、菅山地

区の辺地総合整備計画の変更を計画しているものでございます。どうぞよろしく

お願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。この

件につきまして質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第６２号、菅山辺地に係る公共的施設の整備計画については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

 次に、議案第６３号、河原辺地に係る公共的施設の整備計画についてを議題と

します。 

それでは、説明を求めます。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

議案第６３号、河原辺地に係る公共的施設の整備計画について御説明申し上げ

ます。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に

基づき、計画を総務大臣に提出する場合、同法第３条により議会の議決を得る必

要がございますので、今回提案しているものでございます。 

河原辺地に係る公共的施設の整備計画の変更について御説明申し上げます。大

字河原地区のアグリセンター内において、補助事業、環境保全型農業総合支援事

業を用いまして、堆肥貯蔵施設、いわゆるストックヤードの整備を、設計を含め

まして一体的に平成２８年度に実施するものでございます。こちらが河原辺地に

係る公共的整備計画、施設整備計画の変更になります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○政策推進課長（馬原恵介君） １点訂正をさせていただきます。 

今、変更と申しましたが、今回の計画については追加ということでよろしくお

願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、追加ということでお願いしたいと思います。 

本件につきまして説明が終わりましたで、これから質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 
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これから本案につきまして採決します。 

議案第６３号、河原辺地に係る公共的施設の整備計画については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

 続きまして、議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを

議題といたします。 

説明を求めます。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

補正予算書の１２ページをお開きいただきます。失礼いたしました。その手前、

１１ページから御説明いたします。 

２款総務費、１項総務管理費のうち、目の１０企画費です。共済費３０万円減

額、９旅費３０万円増額となっております。共済費３０万円の減額が、消費相談

生活員の北嶋氏が社会保険料を見込んでおりましたが、国民健康保険でしたので、

こちらの部分を減額しまして、企画費の旅費３０万円増額しております。こちら

の旅費につきましては、これからまた説明します南阿蘇鉄道関係の復旧に対しま

す支援の旅費ですとか、今後、南阿蘇鉄道の復旧に関しまして、スキームが公表

された際にいろいろ調整ですとか、町長と同行しまして事務的な調整を詰めてま

いりたいと思っております。そちらの補正になっております。 

続きまして、１２ページ、２款総務費、５項統計調査費のうち、３目経済セン

サス費です。こちらは補助金が入ってまいりますので補助金額の増減に伴います

事務費の調整となっております。 

続きまして、前後しまして申し訳ございません。また戻りまして、２項総務費、

１項総務管理費のうち、２２目総務費、熊本地震災害対策費、１９節負担金補助

及び交付金について御説明いたします。負担金のうち補正額１２０万円、南阿蘇

鉄道復旧支援対策支援高森実行委員会補助金（高森町災害基金活用事業）という

ことで１２０万円の補正額を計上しております。今お手元にお配りしています資

料をご覧いただきたいと思います。こちらは７月３１日の南阿蘇鉄道の中松駅の

一部運行開始に伴いまして、町内の経済団体ですとか、飲食店組合、そういった

関係団体で南阿蘇鉄道復旧支援対策チーム、高森実行委員会というものが立ち上

がっております。そちらに補助金をいただきまして、現在、南阿蘇鉄道の復旧イ

ベント、７月３１日の復活祭ですとか、週末に開催します南阿蘇鉄道高森駅周辺

の賑わいづくりを目的としまして、マルシェの開催、それですとか、１０月８日
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に実施されました九州運輸局主催によりますレールフェスタ九州、そちらに伴い

ます同時イベント、１１月２７日の南阿蘇鉄道復活祭セカンドステージとしまし

て、委員の皆さんにも御案内いたしましたワンピースのラッピング列車の出発式

ですとか、そういった地域をあげての南阿蘇鉄道の復旧機運の醸成を目的として、

この実行委員会で南阿蘇鉄道を支えるイベントを開催しております。今後、冬季

の観光客の減少の訪れの期間を迎えますので、これからワンピース列車の運行を

開始しております。今から観光客の誘致・獲得を目標としまして、当実行委員会

で、当然、南阿蘇鉄道の活力の情報発信はさることながら、今から新酒まつりで

すとか、でんでんまつり、そういった既存イベントに南阿蘇鉄道をフックにして、

観光客を呼び込みたいと、そういった計画をしておりまして、１２月４日に先日、

九州パンケーキの村岡代表のお力をいただきまして、湧水トンネルで村上隆さん、

現代アーティストを招へいしてのイベントもありまして、湧水トンネルへも誘客

が見込めますので、併せて南阿蘇鉄道の利用客を獲得することを目的としまして、

今回、当面３月までの実行委員会の活動経費として１２０万円補正額を要望して

いるものです。お手元の資料に１ページ目から、南阿蘇鉄道と高森町役場政策推

進課ですね、こちら南阿蘇鉄道復旧支援対策チーム実行委員会の事務局を仰せつ

かっております。この中で南阿蘇鉄道をどうやって支援していくのかというのが

１ページ目です。めくっていただきまして、２ページ目が１１月３０日、１１月

締めで作りました、これまで実行委員会がやってきたイベント、チャリティーイ

ベントですとか、ＳＮＳを使った情報発信ですとか、そういったものをまとめて

おります。その次のページは、この表に関連します実施の写真の状況になってお

ります。最後のページが、これから南阿蘇鉄道への支援イベント等の予定、１２

月から３月までとしておりますが、今回の１２０万円の補正を承認いただきまし

た際には、こういったイベント情報発信ですとか、新酒まつり、でんでんまつり

等の既存イベントに乗っかるといいますか、そういった部分を活用したイベント

に事業費を充当していきたいと、そういった部分で計画しておりますので、御審

議のほど、どうぞよろしくお願いします。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 今の件について、追加で説明をさせていただきます。 

後ほど、最後に配りました資料の一番最後のページに、一応１２月４日から１

２月２８日ということで、１２月分のイベントが明記してございます。後から配

ったこれですね。その中で、一応１２月４日のイベントにつきましては、今まで

活動してきました予算がまだ若干は余りがありましたので、その部分で対応して

おりますので、今回のを含めますと、今後のイベントについても十分対応できる

ということでございますので、そういった意味で説明を加えさせていただきたい
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と思います。以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上、説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

今の南阿蘇鉄道の復興事業計画に関してですが、これは高森町の政策推進課が

一応窓口になっていますが、南阿蘇村の予算の補助とか、人材の補助とか、そう

いう話とか、こちらからの要請とかはしてありますか。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

南阿蘇村の方向については、１１月に開きました実行委員会で、南阿蘇村の企

画観光課長が実行委員会の構成員として加入をいただいております。その中の委

員さんからお話があったんですけど、来年度の活動をこの実行委員会の活動予算

はどうなっていますかというところで質疑が上がりまして、その場の会議では明

言は避けたんですが、その後、南阿蘇村の担当者と協議を重ねまして、当面、今

から南阿蘇鉄道は中松駅以降、開通していった際には、予算はお互い話し合って

やりましょうと、当面の動くべき予算は、お互い折半で１２月で予算の締め切り

ですので、その部分に上げてくださいというお願いはしております。実行委員会

から今、町長のほうに上がっています要望枠は、高森町で１５０万円です。南阿

蘇村に対しましても、実行委員会から折半という意味ではございませんが、１５

０万円、合計３００万円で４月からは実行委員会の活動費として充てていきたい

と。当然、今後３月の議会でまた予算を御審議をいただくんですが、その際には

また詳しく御説明させていただきたいと思います。 

その中で、やはり南阿蘇村を含めた活動をしないと、高森町単独ではどうして

も限界がありますので、今後、実行委員会に南阿蘇関係者の加入を御依頼すると

しているところが、南阿蘇復興支援チーム「力」といって、その観光団体が集ま

られた団体がございまして、そちらの団体の方に一応内諾は得ております、入っ

てくださいということでですね。あと、あそ望の郷の社長、そちらのほうも一応

入っていただいて、４月からは南阿蘇を含めた体制で取り組みたいと考えており

ます。以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。 

今、牛嶋委員から質問がございましたけれども、この南鉄の復旧・復興に向け

ては、やはりこの高森だけでやっていくというようなことは、もう将来に向けて

もやっぱり無理なことがあるし、やっぱり南阿蘇村と連携をしながらやっていか

なくてはならない。今、話を聞きましたけれども南阿蘇もそういうようなことで
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一緒にやっていくというようなことであれば、やはり前向きに一生懸命頑張って

いけるんじゃなかろうかと考えておりますので、そこらへんの連携をよろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） なければ、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決します。 

議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定いたしまし

た。 

以上で、政策推進課に関連します付託案件については終了いたしました。 

御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査につきまして審議

をいたします。 

閉会中の継続調査につきましては、１．行財政の運営に関する事項、２．地域

振興に関する事項、３．町有財産の管理に関する事項、４．環境衛生に関する事

項、５．町税に関する事項、６．防災に関する事項、７．地籍調査に関する事項、

８．商工の振興に関する事項、９．観光の振興に関する事項、以上、９事項を閉

会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。これで、総務常任委員会を閉会

いたします。 

御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時５３分 
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平成２８年第４回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２８年１２月９日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 皆さん、おはようございます。定足数に達しましたので、

ただいまから文教厚生常任委員会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

まず、健康推進課関連の議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算

についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言ってください。 

それでは、健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長 阿南です。 

予算書に基づき、ページごとに担当係長より説明させていただきます。 

○介護保険係長（二子石誠君） 介護保険係 二子石です。 

高森町一般会計補正予算書の１３ページを御覧ください。歳出になります。３

款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉費の１９節負担金補助及び交付金、こ

ちらで１,０１５万７,０００円計上しております。こちらは阿蘇広域行政事務組

合負担金でございまして、養護老人ホーム湯の里荘の負担金でございます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係 丸山です。 

同じページの７目後期高齢者医療事務費ですが、こちらのほうは毎年１０月ぐ

らいに前年度の療養給付費に係る確定通知があり、それに伴って返納もしくはも

らえる場合については歳入のほうに計上する分になります。今回１２月２１日付

で熊本県後期高齢者医療広域連合から通知がございまして、７０７万３,３６９円

の不足について、精算金として支払う必要が発生しましたので補正計上いたしま

した。 

○委員長（立山広滋君） 今のは事務費ではなくて事業費な。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） はい、事業費です。訂正してお詫び申し上げま

す。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

１４ページをお願いいたします。４款、１項、２目予防費です。１３節、２０
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節の委託料、扶助費についてです。法定予防接種委託としてインフルエンザ、成

人肺炎球菌を２８年度から、県医師会の広域化予防接種に委託して実施していた

ところです。これを実施にあたり委託料として当初計上しておりましたが、県医

師会の広域化予防接種に委託してない医療機関があるということと、インフルエ

ンザについては６５歳以上がその対象であるということが分かりましたので、委

託料から扶助費に５１万３,０００円を組み替えております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６７号、平成２８年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

次に、議案第６８号、平成２８年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ

いてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長 阿南です。 

議案第６８号、補正予算（第２号）につきましては、担当係長より説明させま

す。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係 丸山です。 

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただき

ます。 

まず６ページをお開きください。歳入の主なものについて説明いたします。ま

ず、４款国庫支出金で特定健康診査等負担金ですが、こちらのほうが確定通知が

届きまして２４万２,０００円の増を計上しております。続きまして、７款県支出

金ですが、こちらも同様に県からの支出金が確定いたしまして、国との同額２４

万２,０００円の増を計上しております。続きまして、８款共同事業交付金ですが、

こちらのほうも国庫支出金等が確定しまして通知がきておりますので、その分に

つきまして高額医療費交付金２２５万円、保険財政共同安定化事業交付金３１９
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万７,０００円を計上しております。 

続きまして、７ページをお開きください。こちらのほうは、まず２款保険給付

費ですが、９月、１０月ぐらいまでの支払い状況を見まして、当初予算で組んで

おりました計画よりも額が大きくなっておりまして、このままでいきますと不足

することが考えられますので、その分を計上いたしました。退職被保険者等療養

給付費につきましては７６０万円の計上です。続きまして、２款同じく保険給付

費ですが、こちらは退職被保険者等高額療養費、こちらのほうも不足が見込まれ

ますので４５万円の計上をしております。説明書きにあります連合会支払い分、

町支払い分と分かれておりますが、こちらは連合会からの請求があって支払う分

については、現在大きく上のほうに変動しておりますので１３０万円を計上して

おります。町支払い分と書かれてある分については、これは窓口支払に該当する

分ですが、窓口支払は原則的にはあまりありませんので、その分を減額しており

ます。合わせて４５万円の増ということで計上いたしております。続きまして、

共同事業拠出金ですが、こちらは先ほど歳入でも申し上げました共同事業交付金

に関わる部分になりますが、共同事業医療費拠出金についても支払いのほうが増

額の傾向にありますので、負担金につきまして４５０万円計上しております。２

目の保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、先ほど歳入のほうに上げて

おります金額を財源組替えとして上げております。 

続きまして８ページをお開きください。７款保険事業費ですが、これは特定健

康診査事業費、いわゆる住民健診ですが、そちらのほうが国・県のほうからの歳

入が増額で決定通知がきておりますので、その分を財源組替えとしております。

１１款予備費につきましては収支調整によるものです。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６８号、平成２８年度高森町国民

健康保険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決
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定しました。 

続いて、議案第６９号、平成２８年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算

についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長 阿南です。 

議案第６９号、平成２８年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）につきましては、担当係長より御説明申し上げます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係 丸山です。 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただ

きます。 

６ページ、７ページを御覧ください。歳入歳出ともに関連しますので、併せて

御説明申し上げます。歳入のほうで計上しております保険料還付金３０万１,００

０円、歳出のほうで計上しております還付金利子及び割引料３０万１,０００円、

これにつきましては当初予算編成後、死亡等によりまして歳出還付分が確定をし

ておりませんでしたが、その後、年度が替わりまして確定しました分が３０万１,

０００円不足するということになりましたので、その分を計上しております。歳

入のほうにつきましては、広域連合より歳出した分同額がそのまま還付として町

のほうに入ってきますので、同額の計上をいたしております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６９号、平成２８年度高森町後期

高齢者医療特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

続いて、議案第７０号、平成２８年度高森町介護保険特別会計補正予算につい

てを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 
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○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長 阿南です。 

議案第７０号、平成２８年度高森町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、担当係長より説明させていただきます。 

○介護保険係長（二子石誠君） 介護保険係 二子石です。 

介護保険特別会計補正予算のまず６ページを御覧ください。歳入です。６款繰

入金の４目その他一般会計繰入金、これにつきましては、第１号保険料低所得者

軽減負担金の平成２７年度分の精算分としまして、１の事務費等繰入金で１１万

５,０００円計上しておりましたが、計上場所が間違っておりましたので過年度分

のほうに組み替えております。 

続きまして、７ページを御覧ください。歳出でございます。歳出のほうも歳出

の款で組み替えをしておりますが、まず２款保険給付費の１目介護予防サービス

等諸費につきまして１,４４３万３,０００円減額しておりまして、その中段の１

目特定入所者介護サービス等費、こちらのほうで１,２９３万３,０００円を追加、

また７款諸支出金の第１号被保険者保険料還付金、こちらのほうで１５０万円追

加しております。給付費のほうにつきましては、見込みがだいぶ変わってきてお

りますのでその増減をしておりまして、保険料の還付金のほうにつきましては、

過年度の死亡とかその分で１５０万を追加で計上しております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

この歳入の部分の間違いがあったというのは、今の時期に間違いというのはち

ょっと遅いような気がするけども。この三角の１１万５,０００円を過年度分の精

算分という形でしましたというけれども、間違いということはどういう意味。 

○介護保険係長（二子石誠君） 介護保険係 二子石です。 

すみません、この分につきましては９月の補正のときに過年度精算が確定しま

して計上したところでございますが、本来は過年度精算分で計上しないといけな

いところを、私が単純にちょっと間違いまして事務費等繰入金のほうで計上して

しまったということで、今回、組み替えをさせていただいたところでございます。 

○委員（佐伯金也君） 節のこういうふうな間違いについては、事前に予算の動かし

をする際には、財政のほうとも話をしてするわけだろうから、やっぱり説明をち

ゃんとしてどの区分に入れなんその数字をのせるかということは十分検討した上

でしないと、やっぱり単純に項目が間違ってましただけでは、やはりみんながお

金払ってやってる特別会計ですから、そういうことは極力ないようにしていただ

かないといけないと思います。 
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それとあと一つ、予防サービス等の諸費が１,４００万あまりマイナスになって、

そしてから今度は特定入所者介護サービス等のほうがそれに匹敵する額が増えて

るというわけよね。私個人的には予防のほうでやっぱり充実した手当をしていた

だいて、入所者を減らすということが、一つは介護保険会計を弾力を持たせると

いうふうに私は考えてるんだけれども、予防サービスがこれだけ減ってくるとい

うのは、やっぱり利用する頻度がそれだけ減ったというふうに捉えていいわけで

すか、それとも入所されたというふうに重度化してから。 

○介護保険係長（二子石誠君） 介護保険係 二子石です。 

この介護予防サービス等諸費につきましては、これは要支援１、２の方の費用

でございまして、現在要支援者、要介護者の割合的には要支援者の認定者数、利

用者数というのは比較的に過年度から人数の上限はあまり変わってないから、今

年度に関しては若干認定率も下がってきてるような状況でございまして、それに

伴いましてこの介護予防サービス等諸費も下がっているような見込みになってお

ります。この要因としますか、やはりまだ認定をされてない方の介護予防に、今、

包括のほうでも力を入れておりまして、その影響もあって、今まで軽度者の人が

認定をして要支援に認定されるというケースが少なくなってきてるのかなと考え

ております。ただ、逆に現在、今、悩ましく思っているのが、いきなり申請来ら

れて、いきなり介護度が重いという方の認定率が結構上がってきてるのかなと思

っておりますので、その分で特定入所者サービスのほうが上がってきてるのかな

というふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。はい、どうぞ。 

○委員（佐伯金也君） この介護保険特別会計を弾力を持たせるという意味では、や

っぱり介護予防サービスのほうで充実をしていただいて、特定入所者介護サービ

ス等費がなるべくなら上がってほしくないという気持ちがあるわけよね。介護認

定の申請が上がって、そして介護審査会で審査した人たちがいきなり重度という

ことは、だいたいほとんどは普通はないとよね。いきなり介護度３とか４とかに

なった状態で介護審査お願いしますというのは、認定の審査会に依頼というのは、

それほど僕はないと思います。やっぱり前の要支援の段階から上がっていって

徐々に重度化してくるんだろうと僕は捉えております。ですから、包括支援セン

ターのほうでも、一生懸命生活支援サポーター制度で地域で在宅支援のほうの充

実を図る活動をされております。やはりそちらのほうの啓発を進めて地域の中で

生活支援を進めることで介護度を上げないような工夫というのを、今後一層やっ

ぱりやってもらうようにせないかんと思いますけども、課長はその辺、もう今年
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も終わります。新年度向かってどがん対策を練りよるとだろうか。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長 阿南です。 

今言われましたように、現在、生活支援サポーターの講習会を行っております。

高森と草部の総合センター、それと朋遊館というところで３カ所で今行っており

まして、現在がだいたい約２０名だったと思うんですけども、今養成してるのが

高森で１０名程度かな今。 

○介護保険係長（二子石誠君） 高森が１０名ぐらいです。 

○健康推進課長（阿南一也君） １０名ぐらいですかね、はい。それと草部の交流セ

ンターのほうで今２０名、それと朋遊館のほうで３０名ですので、一応、今のと

ころ６０名ぐらいの養成を行っているところでございます。また必要に応じて、

その地域で１０名程度受講者が、できれば出前出張という形で今後随時講習会を

開催して、できるだけ地域の方で要支援、要介護にならないように取り組んでい

くのが、これから先の介護保険料を上げないためにも取り組むのが必要と思いま

すので、現在そのように取り組んでおるところでございます。 

また併せまして、皆さん御存じだと思いますけども、ＴＰＣですね、今ぶらぶ

ら体操という形で中山先生にお願いして流しております。１日７回流しておりま

す。これも私ちょっと議員さんの紹介で公民館にいた時にそういうのがありまし

て、これはぜひ皆さんに取り組んでほしいという形で、ＴＰＣのほうに交渉いた

しましてその番組をつくっていただきました。現在流しておりますし、これも皆

さんいい評判を聞いております。 

それと、来年以降につきましては、包括支援センター今直営でやっております

けども、民間といいますか、一応社協に委託するような形で進めております。そ

ことの事業と併せましてサロン事業を充実していきながら、平成２９年度は総支

援事業等にも取り組んでいきたいと思っております。そういう形でできるだけ要

支援、要介護になられないような取り組みを今後続けていきたいと思っておりま

す。 

私からは以上です。 

○委員（佐伯金也君） よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 
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これから、本案について採決します。議案第７０号、平成２８年度高森町介護

保険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。 

健康推進課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは委員会を再開します。 

続きましては、教育委員会関連の議案第６６号、義務教育学校の設置に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言ってください。 

教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長 阿部です。 

それでは、議案第６６号で御提案申し上げました義務教育学校の設置に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について御説明を申し上げます。 

まず、学校教育法の一部が平成２７年６月に改正をされました。この改正によ

りまして小中一貫教育を行う新たな学校の種類が制度化されたということでござ

います。この概要については、一覧表ということでお配りしてると思います。こ

ちらのほうに概要を書いてありますのでよろしくお願いします。主旨等につきま

しては、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校を新たな

学校の種類として規定をされております。目標とか修業年数ですが、修業年数に

つきましては９カ年、小学校段階に相当する６年を前期課程、中学校段階に相当

する３年を後期課程というふうに区分をされております。それから、教職員の関

係になりますが、教職員の数については現在のところ変わりはないということに

なっております。それから施設整備につきましては、同じく国からの２分の１の

補助がありますということになっております。それから義務教育学校のイメージ

になりますが、施設一体型の義務教育学校、それから施設分離型の義務教育学校

ということで、二つのタイプがございます。今回御提案申し上げてるのは、施設

一体型の義務教育学校ということになりますので、よろしくお願いいたします。

それから今回の件につきましては、平成２７年３月に芹口議員、それから平成２

７年１２月に興梠議員のほうから、２名の方から東小中学校について御質問等が

あっております。この中で一番の課題といいますか質問がありましたのは、小中
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一貫教育における義務教育学校への移行の考えはということで、興梠議員のほう

からお尋ねがあっております。答弁といたしまして、国の動きをもう少し見極め

ていいのではないかというふうに思っていますと、今はいつでも移行できる条件

整備、町長が言われます弾込めをしっかりしていきたいということで答弁をいた

しております。現在の状況を少しお話ししますが、東小中学校におきましては、

現在、東学園として地域、ＰＴＡについて活発にもうすでに行動をされておりま

す。特にＰＴＡにつきましては、小学校、中学校ありますけれども、もう１本化

されて東学園として理解がかなり高まっているというふうに思っております。そ

れから先生方についても気運がかなり高まっていますし、今がチャンスではとい

うことでかなり盛り上がっております。そんなことから教育委員会といたしまし

ては地域、ＰＴＡ、それから先生方の気運が高まり、条件整備が整ったというこ

とで判断をいたしました。今回、そのことによりまして議案の提出を行っており

ます。 

議案の中身について御説明申し上げたいと思います。議案の中に今回整理とい

うことで、第１条から第７条まで一部改正を行っております。第１条につきまし

ては、小学校及び中学校設置条例の一部改正、これ題名を次のように改めます。

「高森町立学校設置条例」で、本則中の「高森町立小中学校」を「高森町立学

校」に改めるということになります。それから別表の中に現在４校書いてありま

したが、東小学校、中学校を一つにまとめ、「高森東学園義務教育学校」という

ふうに改めたいというふうに考えております。それから第２条では職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正です。第７条の２から第７条の３までの規定

中、「小学校就学」を「小学校及び義務教育学校就学」に改めたいというふうに

考えております。それから第３条では高森町町費負担教職員の採用等に関する条

例の一部改正になります。本則中、小学校及び中学校の次に「並びに義務教育学

校」を加えるということを考えております。それから第４条では、高森町立学校

教職員住宅管理条例の一部改正になります。本則中、小中学校の次に「及び義務

教育学校」を加えます。それから第５条になります。高森町立小中学校統合と審

議会条例の一部改正になります。第１条中、小学校及び中学校の次に「並びに義

務教育学校」を加え、小・中を削ると、それから第２条から第３条までの規定中、

小・中学校の次に「及び義務教育学校」を加えます。次に第６条関係になります。

高森東中学校給食共同調理場設置条例の一部改正になります。題名を次のように

改めます。「高森東学園義務教育学校給食共同調理場設置条例」、第１条中、

「高森東小学校及び高森東中学校」を「高森東学園義務教育学校」に改めます。

第４条中、「高森東中学校」を「高森東学園義務教育学校」に改めます。第５条
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中、「関係小学校及び中学校」を「高森東学園義務教育学校」に改めます。第７

条ですが、高森町立小中学校施設等の開放に関する条例の一部改正になります。

題名を次のように改めたいと考えております。「高森町立学校施設等の開放に関

する条例」、別表の中で「高森東小学校体育館」を「高森東学園義務教育学校体

育館」に、「高森東中学校グラウンド夜間照明」を「高森東学園義務教育学校グ

ラウンド夜間照明」に改め、「高森東中学校体育館」を削るということで考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

東の小中学校については以前から一体化した活動をされておりますから、文言

が変わるぐらいでそれほどさして変化はないと思うんですが、ただ、東小中学校、

小学校も中学校も一緒なんですが、生徒数が年々減ってきておった関係で、小学

校については、やっぱり１年生の子を遠い距離をスクールバスに乗せるというの

はちょっと問題がありすぎるということで、統合対象には私たちも当時は考えて

なかったんですが、以前は、平成１３年度統合したときには、後々は東中学校も

高森中学校との統合を考えるということであったと私は記憶しております。寮は

無理なんだろうけれども、両方とも一緒なんですが、考えて将来的にはそういう

こともやってはどうかという話も出ておったと思うんですが、ただ体力的に中学

生とはいえ、やっぱり１時間以上もバスに乗ってここまで来るということは、ち

ょっと無理かなという考えもありました。今回、義務教育学校を、要するに教育

課程９年間なんですね、トータルでいくと。一つのパイと考えますと、その中か

ら中学校の３年分だけをじゃあ高森中学校に編入するということは、おそらくも

う不可能になってくると思いますから、ただやっぱり、こういう流れかなとは思

うんですけれども、将来的な見込みについては、やはりもう中学校統合はなくな

ったという解釈でよろしいのでしょうか。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長 佐藤です。 

今、佐伯議員のほうから今までの経緯、それから今後のことということで御質

問がありまして、まさしくそのことについては、私たちも据えて今後考えていか

なければならないと思っています。と言いますのは、やはり人口が減っていく中

で、子どもたちの数も減少してくるというのは目に見えておりますので、そうい

った中で、東をまずはどうするかというところで、私はやっぱり子どもたちがそ

こにいる以上は、そこに子どもにとってベストな教育が提供していくということ

が教育委員会の使命であるのかなというように思っておりまして、今後、子ども
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の数がもっともっと減ってくるようになれば、またその時点でそこにとって一番

いい教育をまた考えて行かなきゃいけないなということは思っております。議会

とのやり取りの中で、昨年３月の議会のときに芹口議員から東学園を今後どう考

えていくかという御質問がありまして、そのときに私は縦軸と横軸ということで

お話をさせていただきました。縦軸はやはり小中一貫教育という線が今からの教

育の大きな方向性ですのでそれを進めていくと、横軸としてはＩＣＴ等を使った

テレビ会議システム等ですね、そういうことで答弁させていただき、国の事業等

ももらいながらそこを強化してきたところです。そして今説明書きで義務教育が

適用出まして、昨年１２月に興梠議員からお話があって、それについては先ほど

局長が答弁させていただいたとおりですが、今後についてここで中学校の統合は

ありますとか、ありませんというところ等については、今の時点で私が答えるこ

とはここではできませんが、ただ、今の国の状況等を考えたときに、この義務教

育学校は先ほど申しました中で、東の教育については非常に大事であるというこ

とについては強く感じているところです。９カ年という中で、中学校と小学校の

先生たちが力を合わせる中で、教育は確実に変わってくるということは確信して

おります。従いまして、今までそういった取り組みをして学校も地域も盛り上が

っていますので、今回、義務教育学校という制度に替えさせていただき、そして

ますますこの教育を充実させていって、今後については、そういった状況を見据

えていかなければならないんじゃないかなというところを現時点では考えている

ということでお答えしたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。はい、どうぞ。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

以前から学校編成については、見込額で生徒数がどのように推移していくかと

いう資料が出されておりました。当然、どんどんどんどん右肩下がりで非常に厳

しいものでありましたから、まずはそれをクリアするために小中一貫であり、そ

してその次の段階として義務教育学校としての一体化であるというふうに考えて

おります。これから立ちいかなくなるような人口減少がそこまで深刻化すると、

今、教育長が言われるとおり、そのときはそのときに、ちゃんとしたやっぱり一

番子どもたちのためにいい方法を考えていかなければならないと思っております

ので、その辺り運営については慎重に将来を見据えてやっていただきたいなと思

っております。 

それとあと一つ、二つあるんですが、今、教職員住宅が東小学校の東側のほう

の山の上にありますけれども、それの利用状況、地震がありましたからおそらく

かなりの方たちが使っていらっしゃると思うんですけど、利用状況。それとあと
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一つ、東中学校給食の共同料理場の設置についてなんですけれども、以前これに

ついても高森小学校にあります共同調理場との統合の問題が出されておりました。

以前は高森小学校共同調理場から色見、上色見、それぞれ小学校がありました、

平成１３年までの間。そちらのほうにも配送をしておりました関係で、非常に麺

類については冷えるとか、料理が冷えるとかいういろんな指摘もありましたけれ

ども、どうにか一生懸命努力していただいてそれをクリアし、今は高森小学校と

あと中学校だけですから、子どもたちに温かい料理が配膳されておるものという

ふうに確証いたしております。そのときに高森東中学校にある共同料理場を後々

は高森小学校の共同調理場と統合をさせて、合併をさせてそちらのほうから配膳

をさせていくというふうな話があっておりますし、計画もなされておったと私は

記憶しておりますが、その場合、この共同調理場の運営についてはどのような見

込みを持っておられるのかと、教職員住宅の現在の利用状況等についてどのよう

になっておるのかということをお聞かせいただきたいと思いますが。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長 阿部です。 

まず教職員住宅の利用状況ということでお尋ねがありましたのでお答えいたし

ます。東小中学校には小学校の上の段に３棟６戸の教職員住宅がございます。現

在の利用につきましては、東の小学校の校長先生、それから東中学校の校長先生、

２名の方が御利用になされております。それから６戸ありますので、その６戸の

中の１戸については学校のほうで自由に使えるというか、１泊関係の通学合宿で

すかね、そういうのがありますのでそういうときに利用していただくように１戸

については空けております。それから今回地震がありましたので、もう１戸につ

いては電気ガス等を整備して、いつでも入れるような状況にしております。ただ、

昭和６３年だったと思いますが、につくっております教職員住宅についてはかな

り老朽化が進んでおりますので、この施設等については現在使用ができない状況

でございます。何らかの処置を今後考えていく必要があるというふうには考えて

おります。よろしくお願いします。 

それから、東中学校の共同調理場について高森中央小学校の共同調理場と統廃

合するというお話があったというふうに、今、佐伯議員のほうからありましたが、

これについては、私が教育委員会の事務局長になりまして、その後については統

合については全く協議をしておりません。ですから、東中学校は東中学校で行う

と、高森中央小学校は高森中央小学校で行うということで現在は進めております

ので、この統合については現在は行うことはないというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員（佐伯金也君） 以前はあってたんですよね。やっぱり学校が一つあれば一つ
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あるだけの管理費がかかると、そして食材の納品と、あと共同調理場については

食材の搬入について、地元のものを極力使うという形でありましたので、その中

でやはり野尻の商店街の中からの搬入、草部の商店街の中からの搬入ということ

もありましたから、当時はそれはそれとして東の中で共同調理場を存続していく

ことということだったんですが、人件費の問題等において、そういうコスト削減

ということで共同調理場の統合という話が出ておったと思います。ですから今、

共同調理場のほうの職員の方たちの職員の雇用体系、正職員が何名で臨時の方が

何名かということを、皆さんたちがそれぞれ後で調べられると分かると思うんで

すが、おそらく正職員の方の数は平成１０年ぐらいからするとがっくり減ってい

ると私は思っております。それはなぜかというのは、結果的に新規の採用をなる

べく正職員の採用をしないということは、後々は高森中央小学校の横にある共同

調理場の中に東小中学校分の共同調理場を持ってくるということが、それが頭に

あったからそういうふうな形でいっておるのであって、ですからそういうことに

ついては引き継ぎがなされてなかったということは非常に残念なんですけれども、

再度、やっぱりコスト面においては考えていただきたいなと思っております。 

あと一つ最後になんですが、以前言いましたけれども、役職職員、要するに校

長先生が１人になって、副校長が１人か、教頭先生が各６年生課程の学校、３年

生課程の学校に１人ずついらっしゃるということになってくると、教育委員会か

らのいろんな指示系統が校長、副校長、教頭、そして教務主任という形になって

くるとは、あまりにもちょっと中間が多すぎるような気がするわけです。しばら

くは先生たちの給料については発端であった県が払ったりするから、その持ち出

しはそれからやってくるとは思うんでないとは思うんですけれども、やはり将来

的にはそういう無駄も一緒に省いて、無駄と言ったら先生たちに失礼なんだけど

も、そういうシステムはスリム化していくのも一つは考えていかなければならな

い宿題ではないかと思うんですけども、その点はいかがですか。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長 佐藤です。 

制度が動き出しまして、制度設計が国がしておりますので、その設計の中で私

たち今考えているところでございます。今後、国が将来的にどういうふうに考え

ていくか、流れとしては今佐伯議員がおっしゃったような流れというのは、当然

今後検討されることだと思いますが、今はやっぱり制度的に大きな制度替えをし

た中で教職員の配置については、これは国と県が負担するということで県費負担

教職員の数ということは変えないという中での制度設計になっていますので、こ

れが来年、再来年に義務教育学校が数が減るということは全く考えられないと、

しかし、将来的にどう設計するかというところ等については、今後いろいろ動き
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はあるかもしれないと思います。義務教育学校につきましては、一般的にポッと

考えますと、東のように小さな学校が義務教育学校というイメージがありますが、

実はそうではございませんで、本年度制度化されて全国で２２校義務教育学校が

スタートいたしました。その中にはつくば市、それから東京都の品川区ですね、

品川区は六つの義務教育学校ができていますが、これは前回の答弁のときにお話

しさせていただいたと思いますけれども、品川区の学校等については１,０００人

規模の学校でございまして、そこに校長が１人、副校長が１人、そして教頭が２

人という配置の中で学校経営がされております。従いまして、この校長１人、副

校長１人、それから教頭２人というのは制度設計でございまして、小さいからそ

れは違うとか大きいから違うということではなくて、義務教育学校そのものがそ

ういう形であるということを御理解いただきたいと思います。それと、これがう

まい具合に機能しないと佐伯議員がおっしゃるような御心配も出てくると思いま

す。学校も１年間、今年義務教育学校と見据えてやってきまして、校長等もヒア

リングの中で、やっぱりこれだけＰＴＡも１本化し、地域も１本化し東学園とい

う中では指示系統は１本化したほうがやりやすいんじゃないかという１年間の結

果を出してきております。従いまして、２人おったほうが責任は転嫁されるんで

すけれども、ある面では責任がはっきりしないというようなこと等ともございま

して、ここについてはこれからまた、４月からそういう形になるようにしっかり

私どもも指導しながら、運営がスムーズにいけるようにやっていきたいと思いま

す。なお、副校長については、校長の身分の者を充てるという形になると思いま

す。従いまして、文科省が先ほど前期６年、後期３年というのはあえてしていま

すのは、やはりほかの学校が小学校、中学校と分かれておりますので、転校とか

いろんなこと等とあって、そこだけは一つ入れておりますが、おそらくそういう

ところ辺りも加味しながら、校長と副校長の役割をしっかり考えさせていきたい

と思っています。なお、そういう校長、副校長という制度がございますものです

から、じゃあ高森町は高森中、中央小学校も義務教育学校にすればいいじゃない

かという論理が出てくるかと思いますが、これはやろうと思えば制度設計はでき

ます。しかし今佐伯議員が心配されたように、校長、副校長、教頭という役割を

考えたときに、高森中と中央小学校は１,３００メートル離れておりますので、そ

こに１人の校長が１系統でするということは、これはちょっと適切ではないだろ

うということで、今回の条例の改正の中には入れずにしておりましたが、小中一

貫教育ということで進めていくことは同一でございます。そういうことで御理解

いただくならと思っております。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 
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○委員（佐伯金也君） はい、しょうがないですたいね、これは。上位法でいって。

ただやっぱり私は言われるように、校長、副校長指示系統はしっかりとした軸が

あったほうがいいと思いますから、それはそれでいいと思うんだけど、やはりそ

こ辺りの臨機応変さですね、小規模校はそこまですると逆にいちいち協議する時

間等を考えれば、やはりスムーズにいったほうがいいわけですから、そこのスリ

ム化ということを考えて、高森型の義務教育学校はこうなんですよという姿も私

はつくっていいんじゃないかなと思っております。ですから、あくまでも法律で

謳われてる義務教育学校の骨格は一緒であるかもしれないが、運用とか人事につ

いては高森型のやつを、私は今後はやっぱり探っていく必要があると思っており

ますので、その点については現場を十分見ながら、地域のＰＴＡの皆さんたちと

十分協議をしながら、やるからにはやはりまたモデルになるような義務教育学校

をつくっていただければ、地方においてはやっぱり小規模化が進んでおりますか

ら、皆さん管理運営については困っていらっしゃると思います。そういう方たち

を助けるための一つは、姿を高森町でつくることが可能ならばつくっていただき

たいと思いますので、その点については、今後広く皆さんたちの話を聞きながら、

スムーズに移行していただけるようにお願いをしておきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言ありませんか。 

○委員（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

初日に昼から教育委員会のほうで説明がありましたときにちょっと席を外して

おりましたので、説明が重複する点はあるかもしれませんが、内容のほうをお聞

きしたいと思います。また東の保護者の意見がどのようなこの義務教育学校に対

して意見が出たのか、それと先ほどから話が出ております生徒数の減ですね、私

たちが小さいころは地元の学校に行くのが当然というような感じで地元の学校に

行きよりましたけども、今現在は山東部のほうでも好きなように下のほうの高森

の学校に行ったりとか、自由にされているような気がいたします。それで保育園

の保護者に対する説明といいますか、保育園の保護者に対するこういった義務教

育学校についての理解はどんなものかお聞かせ願いたいと思います。まずですね、

よろしくお願いします。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長 佐藤です。 

その前に、昨年、興梠議員のほうから一般質問のときにもございましたように、

コミュニティスクールということで、学校運営協議会ができておりまして、また

来週の月曜日もその会議があるようですけれども、そういった中で義務教育学校

等については校長のほうから説明があったりして、議論がなされてきておるとい
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うことは、昨年の質問の中に興梠議員のほうからもお話があったとおりでござい

ます。それで、ＰＴＡも地域も学校も義務教育学校を見据えてということをずっ

と学校を経営の中に謳ってきておりまして、じゃあ、ＰＴＡについて義務教育学

校に移行しますということを、正式にというとおかしいですけれども、説明をす

るのはこれからだと思っています。ただし、なぜこれからかといいますと、これ

は条例を改正して初めて義務教育学校に動くことができますので、その前に私ど

もが４月からは義務教育学校にしますという説明をするということは、これは議

会を軽視したことになりますので、それは私どもとしては正式にしますというこ

とは控えておりました。ただし、今回、議会にこういう議案を上程しますという

こと等については、今、興梠議員がおっしゃったように、やっぱりＰＴＡ等につ

いて全くゼロでいくわけにはいきませんですので、先日ＰＴＡの役員会にまいり

まして、今までこうして流れてきて、ＰＴＡも１本化されてきていろんな情報等

をシェアした中で、もうそういう方向にきているんじゃないかと教育委員会も判

断してるということで、今回の１２月の議会のほうに、そういう方向で教育委員

会としては話を出したいということ等については役員会では説明をしております。

来週の火曜日、運営協議会がありますので、運営協議会の中でも義務教育学校に

ついては再度また説明したいと思いますが、ただし、議会の最終日が１５日です

ので、そこで議決をしていただいた後に具体的に４月からということについては

話を持っていこうということで、現場の中ではかなり盛り上がっているというこ

とは先ほどお話をしたとおりです。保育園につきましては、やっぱり東学園とし

た場合には、保育園も非常に大事な部分ですので、これからは保育園の方々にも、

高森の教育は東の教育については折ある挨拶のところで校長も私もしてきたわけ

ですけれども、義務教育学校ということ等については議決させていただきました

ら、保育園辺りについても積極的に話をしていかなきゃならないと思っています

が、学校運営協議会の委員の中に保育園の園長先生も入っていただいております

ので、併せてそういうところは周知していかなければならないんじゃないかなと

いうふうに考えているところです。 

人口減につきましては、そういう教育をやっぱりやることによって、一つはよ

そから入ってくるということが理想なんですけれども、私がもう一つ非常に大事

なことは歩留まりをやっぱりしていくということが非常に大事じゃないかなとい

うふうに思っていますので、できるだけ安心して教育が受けられるという体制は、

今後もやっていかなきゃいけないと思っています。子どもの数につきましては、

２９年度、来年度については１年生の入学ちょっと少ないですので、東小学校は

２８名になります。３０年度は３０名、そして３１年度は２８という数字が出て
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おりまして、もう極端にゼロになるというところ等はございません。かといって

これが右肩上がりに回復するということもできません。ですから非常に厳しい状

況は続いているんですけれども、できるだけそこら辺りについては教育委員会も

力を入れてやっていかなきゃならないというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

先ほどのお話がありましたとおり、子どもがいる以上は学校を続けなきゃなら

ないと、そういうことは私もそう思います。この修業年限ですね、前期６年、後

期３年でやられるということですか。これは今現在の６年生と中学３年生とどう

違うのか、教育内容は。よございますか。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長 佐藤です。 

そもそも義務教育学校が設置されたのは、地方のいわゆる教育改革の動きに国

が制度としてあわせてきたというような御理解をしていただいたほうがいいなと

思っています。平成１８年、今から１０年前に品川区で２,０００人ぐらい全国か

ら集まって小中一貫教育サミットというのがありまして、そのときに大会手続事

項は小中一貫校は制度化してくれということで、毎年その大会が全国で回りなが

らあって、今年もあってるんですけど、去年も奈良で私も校長も含めてまた行っ

たんですけれども、ずっとそれを通しながら地方が教育トップから始まってきて、

そしてどんどんどんどん地方で小中一貫教育を進めている学校が増え、そして一

貫校的なものができ、しかし法的にはそれが規制されておりませんでした。だか

ら早くそれをつくってくれということで、遅ればせながら国が小中一貫校という

言葉ではなくて、それを義務教育学校という言葉で制度化したと、それに地方が

先に動いたのに国が制度としてあわせてきたというふうにお考えいただいたほう

がいいなと思っています。従いまして、教育の内容等については、これはこうし

たからこうということで変わりはございません。ただ、９カ年で教育を考えてい

こうということですので、先ほど佐伯議員のほうからおっしゃった、９カ年でき

るところで高森らしさ、高森東の課題解決、そういったところをやっぱり見据え

ていかなければいけないんじゃないかなと思っています。例えば、５、６年生と

のつなぎの中で、今でも県の兼務辞令とかいう制度をわざわざ県に申請して、中

学校の先生が小学校の授業を受けられるような制度を利用していますが、これが

義務教育学校になれば、一つの学校に配置された先生というところで、そこ辺り

はかなり柔軟にできる。どこまでできるかということについてはいろいろあるか

と思いますが、そういった中で、この制度にやることによって東の教育が今まで
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以上にスムーズにできるというところ辺りが大きなポイントだと思っています。

ただし、全部の学校が義務教育学校ではありませんので、６年生卒業してどこか

の中学校に行く子どもたちもいますし、従いまして、文科省はここに書いてあり

ます、前期６年と後期３年という言葉を入れてありまして、ですから九州で初め

てやりました佐賀県の大町町にこの前視察に教育委員の先生たちと学校と行きま

したが、結局、入学式は小学校１年生、卒業式は中学校３年生でいいわけです。

しかし、やはり子供たちのモチベーションとかをしながら、６年生の終わりには

いわゆる前期の終了というのを併せて実施するとかいうようなことを区切りとし

ては設けてきているようですけれども、１年生から９年生という中で、それとも

う一つは教科内容等について、多くのそういったところは４、３、２制というの

を組んでいってます。高森もそういうふうに今、高森中校区もそうなんですけど、

やってるんですけど、４年生を前期、それから５年と６年と中１を中期、それと

中２、中３を後期という形で４、３、２制ということを、ほとんどの自治体が今

後小中一貫教育のカリキュラム上はそういうふうにやってくると思います。そう

した中でやっぱり教育の小中のダブリとかそういうところ辺りをしながら、スム

ーズに教育をすることによって、より成果が出てくるというところ辺りが、これ

からの大きな方向性になってくるのではないかと思います。あわせて高森町は教

育課程特例校という制度を持っていますので、それも小学校から英語教育ができ

るとかいう特別な制度を４校取っておりますので、そういった制度等もこの流れ

にあわせて、よりスムーズにできるのではないかなと思っていますので、これを

やったから何か大きくこれとこれが変わったということではございません。今や

ってることがよりスムーズにできる、そしてその幅が広がるのではないかなとい

うことを考えてます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） すみません、３番 興梠です。 

あと２点ほどお願いします。まず素朴な質問ですが１年で入学して９年後が卒

業という形になるんですよね。分かりました。それと、この２分の１ですね、国

庫補助、これは期間はいつまでかですね、この補助対象は。それと私の質問した

ときに渡り廊下等も建設をちょっとお聞きしたんですが、これもこの対象になる

のかどうか。それと初日に説明があった最後に芹口議員のほうから、東と高森の

関係を少し言われとったかと思います。東だけ先行して高森小中はどうなるのか

と、将来ですね、この件についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長 阿部です。 

施設整備ということで御質問がありましたが、これは従来どおり小中学校を改
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築とか新設する場合には２分の１の補助があっております。義務教育学校で整備

する場合に同じく２分の１の補助がありますということになります。期間等につ

いては、現在何年まで補助がありますというのは謳われておりませんので、今後、

義務教育学校というのが進んでくると思いますので、これ自体はこのままずっと

続くのではないだろうかと、小学校、中学校及び義務教育学校ということになる

というふうに考えられますので、何年まで区切ってやるということはないと思い

ます。このままずっと続くということで考えています。 

それから渡り廊下については、一応、この補助を使って建設したいというふう

に考えております。ただ、国への申請というのが限られておりますので、今年度

ちょっと無理になりますので、平成２９年度に申請して、３０年度に工事に着工

という形になろうかなというふうに考えております。２９年度で申請をしてその

まま採択になれば、２９年度に遅くはなると思いますけど建築はできると思いま

すけど、３０年という数字のほうが間違いはないというふう考えております。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長 佐藤です。 

高森東学園と中央学園と呼んでいますが、その関係がどうかという御質問です

が、教育体制についてはもう高森は４校とも、いわゆる東も中央も全く同じ形で

進んでいますので、高森東が義務教育学校になったから中央学園と大きな違いが

出るということはあまりないと思います。従いまして、先ほども申しましたよう

に、小中一貫教育は高森中央学園も当初から進めていることでありまして、この

４、３、２制というのは高森中央学園もそこを意識した形でやってきております

ので、このカリキュラムを例えば英語教育のカリキュラムについても、小学校１

年生から中学３年生までのカリキュラムを今つくっておりますが、これも町４校

一緒のカリキュラムございますので、そういう中で教育をしていくと、ただし、

東は先生方の数等が少ないというところで９カ年という形で協力体制をすること

によって、より成果が出るんじゃないかなというところで私どもは捉えています。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。はい、ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６６号、義務教育学校の設置に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定については原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

続きまして、教育委員会関連の議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長 阿部です。 

議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につきまして各担当係長

より御説明を申し上げます。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係長 住吉です。 

それでは、補正予算について御説明させていただきます。予算書の１６ページ

を御覧ください。教育総務費の事務局費の備品購入費につきましてですが、これ

につきましては、ふるさと納税活用事業に伴います高森東小中学校バトミントン

用の備品となっております。備品につきましてはシャトルノックマシーンとなっ

ております。続きまして、２項小学校費、２目教育振興費の２０扶助費ですけど

も、準要保護児童援助費となっております。これにつきましては、高森中央小学

校４名、高森東小学校１名、５名の追加になっております。内容につきましては、

給食の全額補助と修学旅行費の半分の補助となっております。今回、熊本地震の

影響によりまして当初より申請者が増えたことと、転入者がいたことに伴います

追加の申請となっております。 

続きまして、予算書１７ページをお開きください。一番下の１０款災害復旧費

の教育施設等災害復旧費、熊本地震施設災害復旧費、１１番需用費、消耗品費で

すが、これにつきましては災害復旧費用に係る事務費が付きましたので予算計上

させていただいております。 

学校教育からは以上です。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） 事務局次長 後藤でございます。 

私のほうからは、１７ページの一番上から社会教育費関係を説明させていただ

きます。一番上に社会教育費がございますけども、これはあくまでも費目として

うちの分を使っておりまして、内容は生活環境課の案件でございます。ですので、

御承知おきをいただきたいと思います。その下でございます。保健体育費がござ

いますが、この中で補正予算の２号で承認をいただきましたふるさと納税関係の

高ＳＰＯへの一連のふるさと納税活用資金事業に関する件でございますが、それ

で不足が若干生じまして、当然予算を上げますときに見積書を取っておりますが、

地震の後に単価が変更になった分がございまして、その分の３６万円ぐらい、そ
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れが一つと、それともう一つはふるさと納税で新しく種目を増やしたいと思いま

して、パークゴルフのセット、スターティングということでクラブとかそういっ

たものを納入させていただきまして、高齢者の方々の参加を促そうというふうに

考えてます。そのふるさと納税活用事業のほうが９２万７,０００円になります。

それと上のほうの高森町の災害基金事業につきましては、地震の後に高森に関係

されます中洲で「華味鳥」という店を展開されてる会社がございまして、そこの

会社のほうから高ＳＰＯに使ってくれということで２０万円をいただいておりま

す。今回１１２万７,０００円を計上させていただきました。 

以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） 以上ですか。はい、これから質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

今の教育費の中で教育振興費、給食費などの補助をされておるということなん

ですが、準要保護児童扶助費なんですけども、これは総括して今年の給食の状況

はどんなふうだった。野菜とか食材異常に上がっとったけども、給食代そのまま

推移しとって、そして皆さんの負担増が発生したのかどうか。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係長 中川です。 

給食費につきまして今の御質問にお答えします。給食費のほうはかなり今年は

本当にダイコン、キャベツが高騰しました。ダイコン、キャベツ、タマネギ、ニ

ンジンと高騰しましたけども、高森町は地産地消を推進しておりますので、地産

地消としまして農家さんから直接、市場にはＡ級品を出していただいて、形が落

ちるＢ級品を学校給食のほうに直接納品していただきましたので、学校給食費と

しましては、高森町はむしろ前年度より食材費としては下回っておりました。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（佐伯金也君） はい。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 一ついいですか。それと高森町のほうに社協を通

しまして新米のほうもいただきましたので、それもまた大きく給食費を下げるこ

とができました。 

以上です。 

○委員（佐伯金也君） ということは、保護者からもらう給食費自体も下げたわけ。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） いえ。 

○委員（佐伯金也君） それは下げんわけだろ。結果的に１週間に半分が米飯給食だ

よね。主食のコメが下がってくると結果的にはその分はただだろ。コメはただだ

ろ。地産地消で野菜が地元の農家の方たちから適切価格でいただけるということ
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になってくると、野菜が上がるということはもともとそれについては想定外のこ

とだったんだけども、コメをただでもらうとも想定外だったけんね。だからもし

かしたら給食費は下がっとるのかなというふうな単純な考えがあるわけです。だ

けん、コメ代にお金がかからんだったしこ他のおかずのほうで負担があったとば

それでプラスマイナスゼロになったという解釈でいいわけ。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 中川です。 

その解釈と、あとは子どもたちに一つでも、今まで２週間に１回デザートを付

けてたのを、週に１回付けることができたりとかということで、子どもたちに全

部そこは還元することができました。 

○委員（佐伯金也君） よかったね。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありますか。 

○教育長（佐藤増夫君） 教育長 佐藤です。 

今、御心配されたとおりですが、そういったとこ、いろんなところで給食代を

切り詰めた所ですけれども、高森はそういうことでどうにか危機を今年は乗り切

ったということでありますので、今後またどういう状況があるかということはち

ょっと見通せませんが、そういう状況でした。 

○委員長（立山広滋君） ほかにないですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６７号、平成２８年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、教育委員会に関連する付託案件については終了いたしました。 

教育委員会の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、住民福祉課関連の議案第６７号、平成２８年度

高森町一般会計補正予算についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言ってください。 
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それでは、住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） おはようございます。住民福祉課長 安藤でござい

ます。 

本日、一般会計の補正予算につきまして、担当から詳細に説明をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 住民福祉課 眞原です。 

補正予算の説明をさせていただきます。まず歳入のほうから、８ページのほう

をお開きください。１４款国庫支出金の１項国庫負担金、３目の民生費の国庫負

担金の９節簡易な給付措置年金生活者等支援臨時給付金の事務費交付金として５

７万円計上させていただいております。これにつきましては国の補正予算により

まして、町県民税の非課税の方に対して１人当たり１万５,０００円を支給するこ

とが補正予算のほうで決定されております。支給につきましては、平成２９年度

に入りまして来年度予算のほうで計上させていただこうと思っておりますけれど

も、それに対しますシステムの改修のほうが必要となってまいりまして、その分

の国庫負担の補助金となっております。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 住民福祉課課長補佐 高崎です。 

同じく８ページの１５款県支出金の県負担金の３目民生費県負担金です。８節

災害救助費繰替支弁金ということで１,１８３万１,０００円を計上させていただ

いております。これはひとまず災害避難所等に係りました経費につきまして、県

が負担するというふうにされていて、ひとまず概算払いを申請しましたとおりこ

のような交付決定がありました分をそのまま計上させていただいております。９

節の災害弔慰金ということで７５０万ということで計上させていただいておりま

す。これは先日の災害の関連死辺りの審査会が開催されまして、３名の方を災害

の関連死ということで認定しました。それにつきまして当初１,０００万、結局、

災害弔慰金ということで支給することになりましたけど、これにつきましては国

庫が２分の１負担と、あと県費が４分の１負担ということで７５０万をこちらの

ほうで歳入として、県を通してこちらのほうに入ってきますので、この辺りを７

５０万計上させていただいております。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 住民福祉課 眞原です。 

続きまして、９ページのほうを御覧ください。１５款の県支出金の３項県委託

金の３目民生費県委託金の３節生活のしづらさなどに関する調査委託金というこ

とで、これは全国の障がい児者の実態調査を国のほうが５年に１度しておりまし

て、その調査が高森町があたったということでございます。その調査に関する分

の熊本県の委託金という形で４万３,０００円計上させていただいております。 
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それから１０ページのほうをお開きください。２０款の諸収入、４項雑入の３

目過年度収入でございますけれども、これにつきましては、平成２７年度の障が

い児入所通所の国庫負担金の精算金で、昨年度精算した分でお金が入ってくる分

でございます。歳入については以上でございます。 

続きまして歳出のほうを説明させていただきます。１２ページのほうをお開き

ください。３款の民生費、１項社会福祉費の１節社会福祉総務費の委託料でござ

いますけれども、先ほど歳入の際に説明をいたしました臨時給付金のシステム改

修の委託金ということで５７万１,０００円計上させていただいております。続き

まして、２節の障害福祉費の１節報酬でございますけれども、先ほど歳入の際に

説明しました生活のしづらさに関する調査で全国障がい児者の実態調査というこ

とで、高森町は西丁、中園地区が調査対象となっております。その分の調査員の

報酬、それから１１節の需用費がその関連の消耗品費となっております。それか

ら１９節の負担金補助及び交付金でございますけれども、これにつきましては、

自立支援審査会の阿蘇広域行政事務組合に対する負担金でございます。それから

２３節償還金利子及び割引料につきましては、障がい者自立支援給付費、それか

ら医療費等の国庫県費の昨年、平成２７年度の精算金で返還が生じた分の金額と

なっております。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 住民福祉課 安藤です。 

１３ページの民生費、児童総務費でございます。まず児童福祉総務費ですけど

も、負担金及び交付金の節で１００万円、高森保育園の遊具の補助ということで、

ふるさと納税を活用した事業で１００万円を遊具の購入に充てさせていただきた

いということで１００万円上げております。次に児童福祉施設費ですが、こちら

のほうでは色見保育園と高森東保育園のほうで備品購入を計画しまして、防犯カ

メラを、こちらもふるさと納税のほうで７７万８,０００円、それから２３節で償

還金利子及び割引料、国と県への補助金の返還でございます。芹口議員さんのほ

うからも御質問ございましたけれども、２７年度から保育園と幼稚園、認定こど

も園の補助金を請求いたしますけども、今年が実績報告が通常ですと５月が地震

の関係で７月に県のほうへ報告しております。それの県のほうが確定がまだ遅れ

ておりますけども、償還が３月までには償還をしなくてはならないということで、

今の実績報告の金額で上げろということで国のほうへの償還が３３６万円、県へ

が１６８万１,０００円ですか、合計の５０４万１,０００円の返金が生じました

ので、確定自体はまだきておりませんけども、今回１２月の議会で予算、補正を

する必要がございますので、５０４万１,０００円の補正をお願いいたします。そ

れから色見保育園ですが、色見保育園につきましては未満児等が増えました関係
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で消耗品等の支出が多くなりまして、需用費、消耗品を１０万円、それから保育

士さんも監査の時点で約１名の不足が生じておりましたので、こちらのほうも委

託料で派遣で臨時の保育士さんを３カ月、予算的には６０万３,０００円お願いし

たいということで上げさせていただいております。それから高森東保育園につき

ましては今度研修がございまして、そちらのほうの旅費が不足しますので２万２,

０００円の補正をお願いしております。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 課長補佐 高崎です。 

１４ページをお開きください。３款民生費の２目民生費熊本地震災害救助費で

１２節扶助費で６４２万を計上させていただいております。内訳として、熊本地

震の義援金として災害当初から県のほうを通じて義援金としていただいていたん

ですけど、まだ支給額とか被災者数とかその辺がまだ全然見えてないままで送っ

てきましたので、その後、熊本県のほうで一部建物の損壊が４０万と災害で負傷

された方には見舞金として１０万ということで義援金を支給するということで決

定しましたので、いただいておりましたのが過配分になっておりましたので、１

０８万が一応県のほうに戻すということでマイナス１０８万として計上しており

ます。次に熊本地震災害弔慰金として、先ほどもお話ししましたとおり、３名の

方で１,０００万、結局、弔慰金として支払うことにしておりましたが、２５０万

につきましては、もう第２次補正のとき計上してましたので、残り７５０万を今

回追加で計上させていただいております。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（牛嶋津代志君） １番 牛嶋です。 

今の災害弔慰金の３名は確定で、ほかに不服審査とかという案件は上がってな

かったかな、何かあったと思ったけど。そこのちょっと確認です。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

不服が１件上がってまいりました。それにつきましてはまた。 

○委員（牛嶋津代志君） 確定はしてない。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） いや、１回審査会で確定を出しまして、それについ

ての不服です。 

○委員（牛嶋津代志君） 結局それがだめという。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 審査会では関連死ではないという弁護士が２名、そ

れから医師が１名でそういう判断をいただきましたので、うちはそれで回答いた

しましたところ。 

○委員（牛嶋津代志君） その後はもうない。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） まだ出して。 
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○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） もう２週間か３週間ぐらい。 

○委員（牛嶋津代志君） それでだいたい終わり。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） それはもうちょっと分かりませんけど、一応、３カ

月という期限を切っておりますので。 

○委員（牛嶋津代志君） はい、分かりました。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。ほかにないですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６７号、平成２８年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、住民福祉課に関連する付託案件については終了いたしました。 

住民福祉課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

します。 

閉会中の継続調査については、１．社会福祉と健康に関する事項、２．健康保

険税に関する事項、３．保育園に関する事項、４．学校教育及び社会教育の振興

に関する事項、以上、４項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで、文教厚生常任委員会を閉会いたします。 

お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時４５分 



 

 

 

 

平成 28 年第４回定例会  

 

 

 

建設経済常任委員会会議録 

 

 

平成 28年 12月 12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高  森  町  議  会  



 － 1 － 

平成２８年第４回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２８年１２月１２日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。 

定足数に達しましたので、建設経済常任委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

それでは、農林政策課関連の議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正

予算についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） おはようございます。農林政策課長の後藤です。 

まず、一般会計の補正の説明に入ります前に、当初、議会の初日に芹口委員さ

んのほうから御質問がありました平成２７年度の鳥獣被害防止総合対策事業につ

いて、返還金が発生したというのはどの時点で分かったのかということで御質問

がありましたので、まずそれについてお答えをいたしたいと思います。 

書類等を調査しました結果、平成２８年５月２５日付けで県のほうに実績報告

を上げております。県の補助金の入金でございますけれども、２８年４月の時点

で入金は既にもうされておりました。そういうことで、実績報告時点で入金され

た金額を返還するということは不可能だということで、その後、実績報告を受け

て、県のほうから本年度については交付決定は９０８万９,０００円ですが、実績

は６９２万円ということで決まったということで来ております。これについての

確定通知等は現時点、これはちょっと確認ができませんでしたが、最終的に実績

報告の確定を受けての返還ということになりました。以上のことから、償還金が

２１６万９,０００円発生したということでございます。 

冒頭の会議でも申し上げましたけれども、これはもう２７年の補正予算で急遽

枠を取れるなら出してくれるということでございましたので、それまでシカ、イ

ノシシ等の捕獲の状況から見まして、今年度はこのぐらいはあるんじゃないかな

といったところで実際上げたところでございますけれども、実質的には２月、３

月時点での捕獲頭数が当初予定したほどには伸びなかったということが実情でご
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ざいました。なかなか予測をすることが難しいところもございますけれども、現

時点ではまだ有害獣の相当数については、まだ思ったほど減少していないという

ふうに見込まれますので、本年度も引き続き駆除対策事業には力を入れていきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

それから、補正予算でございますけれども、ただいまより担当係長のほうから

説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○農林振興課審議員（古澤要介君） 農林政策課の農地係長をしております古澤です。 

まず、９ページをお願いします。歳入の９ページです。県補助金の農林水産業

費県補助金で、３にあります農業委員会補助金ですけれども、これは耕作放棄地

解消の補助金の７万円の増額でございます。今まで県から３万円、町から１万円

と、反当たり４万円の補助金でしていましたけど、今回から県が再生作業の３万

円、それから営農定着に１万円という追加がございましたので、端数調整もござ

いますけれども、本年の解消面積が９,３１７平米で、端数切り捨てもございます

ので、７万円の増額ということになっております。お願いいたします。 

それから、その下、農地中間管理機構集積協力金でございますが、初日の質疑

でもお答えしておりましたけれども、経営転換協力金の単価の下げがございまし

たし、昨年の面積よりも今年のほうが大分下がっております。集積面積が下がり

ましたということで、５９３万３,０００円の減額をお願いするものです。１２月

末を県の認可公告の予想も確定をほとんどしておりますけれども、経営転換協力

金が６８５アールの２３９万円、耕作者集積が１７７アールの１７万７,０００円、

合計しまして２５６万７,０００円の確定するということになります。以上です。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係長の植田です。 

続きまして、経営体育成支援事業補助金について御説明します。 

歳入で、１,７６２万４,０００円計上させていただいております。これについ

ては、現在のところ、２回要望がありまして、２回目の分で４件上がっておりま

す。その分となっております。 

それでは、１５ページを御覧ください。農林水産業費、農業費、農業振興費の

償還金利子及び割引料について御説明します。これについては、中山間地域等直

接支払事業において、冬の集落協定で急傾斜の田９１平米について除外の申請が

出ておりますので、その分については遡及返還ということになりますので、９１

平米分、１,４３３円、繰り上げの２,０００円計上させていただいております。 

○農林振興課審議員（古澤要介君） 同じく１５ページ、その下、農業委員会費でご

ざいますけれども、先ほど申し上げましたとおり、耕作放棄地解消の補助金、県

の関係でございまして、もともと４０万円を組んでおりましたけれども、６万２,
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０００円の増額でございます。 

それから、その下、農業経営基盤強化事業費、先ほど申したとおり、経営転換

協力金、リタイアとか部分縮小に給付されるものですけれども、６８５アール、

２３９万円。それから、耕作者集積協力金、機構に預けている方の隣りを新たに

集積する２筆以上の連反性をもつところに給付される耕作者集積金ですけれども、

１７７アールの１７万７,０００円、合計２５６万７,０００円で確定をしますの

で、減額の５９３万３,０００円ということになります。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 続きまして、農林水産業費、熊本地震災害対策費、

負担金補助帯交付金について御説明します。先ほど歳入で申しましたとおり、被

災者向けの経営体育成支援事業として２,３４３万２,０００円を計上させていた

だいております。これについては総事業費が２,９０４万円、そのうち国費が１,

１８１万６,０００円、県費５８０万８,０００円、町費についても同額の５８０

万８,０００円となっております。 

次に、農林水産業費、林業費、林業振興費の旅費について御説明します。普通

旅費として３０万８,０００円計上させていただいておりますけれども、内訳とし

て現在、南郷桧ブランド化推進協議会において非常勤職員を雇用しております。

現在は、森林組合高森支所のほうで仕事をしていただいておるんですけれども、

当初は長陽のほうから通われていましたけれども、地震の影響で家屋が被災とい

うことで、実家である菊陽町から今現在、通っておりますので、その分の増額の

計上。また、南郷桧をブランド化するための有識者講演会の講師の費用弁償とし

て１０万円。また、林業の先進地視察費としまして、現在、長崎県の真珠の木と

いうところに３名で施設視察を予定しております。これについては一本一本をバ

ーコード管理されておりまして、南郷桧についても品質管理基準を設ける際に、

こういったところの施設が必要ということで計上させていただいております。 

次に、１８番備品購入費ですけれども、これについては南郷桧ブランド化用の

旋盤購入費として２５万円計上させていただいております。これはブランド化す

るにあたる副産物として、現在、アロマオイルの精製を行っております。その抽

出に旋盤を用いて削り取った材からアロマオイルを抽出するというようなことで

現在考えておりますので計上させていただいております。 

次に、鳥獣被害対策費の償還金利子及び割引料について、先ほど冒頭で課長か

らも説明がございましたように、平成２７年度の鳥獣被害防止総合対策事業の償

還金として２１６万９,０００円計上させていただいております。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

以上で、予算関係の説明を終わります。 
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○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。先ほどの返還金たい、これについては３月３１日

現在の実績をもって５月３１日に実績報告したということですね。当初の補助の

申請は、以前に補助金の申請をして、補助金決定を受けて、３月３１日までに調

定を起こして、そして受け入れがあったから返還ということになるが、３月３１

日までの実績をもって実績を報告したなら、普通、専決処分を今しよるわけたい

な。専決処分をして、３月３１日にあったから、２７年度分については調整をし

ようて、それをしとらんだったからこそ返還金が出てきたとだろう。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

確かに、当時、そういった処理をしておけば、こういった事象は起きなかった

かなというふうに思います。 

○委員（芹口誓彰君） だけん、後でこういったことで実績報告のその後、これはや

はり普通、今の補助金については専決処分をして、みんな調整しよるものだけん、

こういうとは起きらんわけたいな。それが抜けとったけん、こうして返還金を受

け入れて、また調整し直して返還せなんけん、これから気を付けて。 

○農林振興係長（植田雄亮君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

○委員（森田 勝君） これは金額的にはそう大したあれじゃないけど、１５ページ

のこの南郷桧ブランドのアロマオイルの抽出というような話が出ていますが、ア

ロマオイルの抽出は何に使われるのか。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

現在、南郷桧の角材は取れるんですけれども、その端材が出ますよね、間伐と

かしたときにですね。それを今、手作業で穴をほいで、それを抽出機にかけてア

ロマオイルを精製して、それを今、ＴＡＫＡｒａＭＯＲＩで販売しているんです

よ。駅前にあるＴＡＫＡｒａＭＯＲＩです、一般社団法人の、あそこで販売をし

ております。結構好評で、金額は結構張るんですけれども、そういった木材関係、

アロマオイル、小国杉とかでもやっているんですけど。そういった興味のある方

については、副産物としてこういった販売を広げて、南郷桧をブランド化すると

いうのは角材だけではなくて、こういった副産物も併せてということで現在行っ

ております。それについて、この旋盤があれば、より多くの受注に対する供給が

できるということで計上させていただいております。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） ほかに質疑ないということで、続いて討論を行います。討

論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、農林政策課に関連する付託案件については終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、再開したいと思います。 

まず、建設課関連の議案第６７号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につ

いてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、建設課の説明を求めます。 

○建設課長（沼田勝之君） おはようございます。建設課長の沼田です。 

一般会計補正予算の説明につきまして、係長より説明いたします。よろしくお

願いします。 

○土木係長（土井谷顕君） 建設課土木係 土井谷です。おはようございます。よろ

しくお願いします。 

道路維持費について御説明いたします。歳出の１６ページをお開きください。 

土木費の道路維持費、１１の需用費１５０万円を計上しております。これは町

道の路肩や舗装の修繕等を行うものです。 

次に、１６の原材料費１００万円を計上しております。これは町道の路肩や道

路排水施設を修繕するために必要となる補修材料代です。 

１１の需用費、１６の原材料費ともに、当初予算が少なくなったことと、修繕

箇所が比較的緊急を要するため、計上するためです。 

次に、歳出の１７ページをお開きください。 

災害復旧費の公共土木施設災害復旧費です。１３の委託料２１６万円を計上し

ております。これは被災した箇所、河川１カ所分の測量設計委託費を、当初、予

備費から流用しておりましたが、災害査定を受け、豪雨による災害として採択さ

れましたので、公共土木施設災害復旧費として計上するものです。以上となりま

す。 
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○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

今の河川災害復旧費、これは１カ所はどこ、河川は。 

○土木係長（土井谷顕君） 村山川です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、続いて討論を行います。討論

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしと認めます。 

これから本案について採決します。議案第６７号、平成２８年度高森町一般会

計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

続いて、議案第７１号、平成２８年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算に

ついてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、建設課の説明を求めます。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

それでは、高森町簡易水道事業補正予算（第４号）について御説明させていた

だきます。７ページをお開きください。 

まずは、歳入です。第３款繰入金、第１項繰入金、第２目一般会計繰入金を７

２３万４,０００円減額しております。これは配水管、送水管の修繕などの熊本地

震の災害復旧費の財源として、一般会計から繰入金を繰り出しておりましたが、

第７款地方債、第１項町債、第１目地方公営企業等災害復旧費債から充当できる

ことになりましたので、歳入を６９０万円計上しております。 

続きまして、歳出です。８ページをお開きください。 

第３款災害復旧費、第１項災害復旧費、第１目熊本地震災害復旧費を２４万２,

０００円減額しております。これは地震復旧の修繕料として計上していた分の余

剰があったため減額しております。 

最後に、歳入の調整分として予備費を９万２,０００円減額しております。以上

です。 
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○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしと認めます。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしと認めます。 

これから本案について採決します。議案第７１号、平成２８年度高森町簡易水

道事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第２、現地調査についてお諮りします。 

現地調査については、建設課関連の簡易水道施設の主な水源地の現地調査と、

農林政策課関連の広域鳥獣クラウド・プロジェクト推進事業の色見地区の現地調

査を行いたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第３、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

します。 

閉会中の継続調査については、１．農林水産業振興に関する事項、２．土木行

政に関する事項、３．水道事業及び農業用水事業の運営に関する事項、以上、３

項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。これで、建設経済常任委員会を閉

会いたします。 

午後の現地調査については、現地に１時に集合ということになっておりますの

で、４５分ぐらいに出発をしようかと思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

どうもお疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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閉会 午前１１時３５分 

 

 


