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平成２９年第１回定例会総務常任委員会記録 

平成２９年３月９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。委員の皆さん方全員出席でございま

す。定刻前でございますけれども定足数に達しておりますので、ただいまから総

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、税務課関連の、議案第１３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。 

この案件につきましては、法律の一部改正に伴う改正でございますし、昨日の

提案説明の中で詳しく課長のほうから説明がなされております。課長のほうから

追加説明がなければ、そのまま質疑に移りたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、この案件につきまして質疑を行いますけれども、

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。 

これから本案について採決いたします。 

議案第１３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

定いたしました。 

次に、議案第１４号、高森町税特別措置条例の一部改正についてを議題といた

します。 
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この案件につきましても昨日説明がなされております。特に補足説明あれば受

けたいと思いますが。 

○税務課長（佐伯 実君） 税務課長の佐伯でございます。よろしくお願いします。 

議案第１４号で御提案しました、高森町税特別措置条例の一部改正について、

現在、この特別措置を受けられてる企業とそのいわゆる減免額、パーセンテージ

を補足として御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

この税条例特別措置条例につきましては、主に企業誘致が高森町で認定された

ものに限って、その合計資産が２,７００万円以上の土地、建物、償却資産を取得

したものの金額に３年間減免が適応をされるものでございます。現在、青山製作

所、伊澤製作所、それと岩下株式会社さまが該当をしておりまして、平成２７年

度の合計の減免額が５１５万９,９００円ということになっております。大体、減

免率にしまして約３０％でございまして、この減免額の７５％が交付税の算定基

礎ということになっておりますので、その部分を補足説明として御説明を申し上

げました。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。 

［「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。 

これから本案について採決いたします。 

議案第１４号、高森町税特別措置条例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

定をいたしました。 

続きまして、議案第２０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。 

税務課の説明を求めます。 

○税務係長（今村親助君） 税務係長 今村です。 

予算書の１１ページをお願いします。歳入の方から御説明いたします。 

はじめに、町民税の個人分の現年課税分が補正前の分が１億５,７８５万４,０

００円。見込額が１億７,１４０万７,０００円で、補正を１,３５５万３,０００
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円計上しております。滞納繰越分も見込額増額いたしまして２４０万の見込みに

対して、既定額が１９７万５,０００円、補正額が４２万５,０００円計上してお

ります。法人住民税の方が現年課税分が１２月までで２,１１８万１,４００円入

っております。１月から３月の見込みとしまして６２万円の３カ月で１８６万円、

それを合わせまして見込額が２,３０４万１,０００円で既定額が１,６８７万円と

なりまして、補正額が６１７万１,０００円計上しております。滞納繰越分は見込

額が２万円で既定額が１万５,０００円で５,０００円増額計上しております。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係 法花津でございます。 

続きまして、固定資産税の歳入の補正について御説明申し上げます。現年度が

滞納分と合わせまして２億３,８８３万１,０００円となっておりますが、現年度

見込みが増加いたしまして３５７万８,０００円の増額となっており、現年滞納分

合わせたところで２億４,２４０万９,０００円と計上させていただきました。 

以上です。 

○税務係長（今村親助君） 税務係長 今村です。 

続きまして、軽自動車税現年課税分が見込額が２,４４５万円、既定額が１,９

８０万円。これは２８年度より軽自動車税が増額となっておりますので、その分

の増額計上となっております。４６５万円の増額計上となっております。滞納繰

越分ですね、これも既定額より増額いたしまして６万４,０００円の増額計上して

おります。 

続きまして、たばこ税、現年課税分が見込額が５,０７９万９,０００円、既定

額が４,９６２万円、１１７万９,０００円の増額計上となっております。 

○税務課長（佐伯 実君） 課長の佐伯でございます。 

今、固定資産の説明の中で、現年、過年分合わせてということの説明がありま

したが、これは申し訳ございません、現年課税分のみ増額補正させておりますの

で、よろしくお願いします。すみませんでした。 

○税務係長（今村親助君） 続きまして、入湯税の１２ページになります。入湯税の

方が、これは熊本地震の影響で、かなりちょっと昨年までと比べて来客数が減少

しておりますので、４月から１月までで７０５万９,５２０円が今入っています。

２月、３月の見込みとしまして６５万の２カ月をちょっと見込みまして、見込額

が８３５万９,０００円、既定額が１,０８０万円となりますので、２４４万１,０

００円減額計上しております。滞納繰越分は２万円減額計上しております。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係 法花津でございます。 

１４ページをお開きください。 

使用料及び手数料で総務費手数料、督促手数料ですが、既定額が１０万円でし
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たが、見込額のほうが３万８,０００円上がりまして１３万８,０００円というこ

とで計上させていただいております。 

以上です。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍係 荒牧です。 

１７ページをお開きください。 

県支出金の県補助金、総務費県補助金の中の４地籍調査事業補助金６万５,００

０円減額しております。これは地籍調査事業の交付決定額に対します６万５,００

０円の減額です。６,８７０万円の決定額となっております。この補助金につきま

しては１,６７２万５,０００円分を、これは歳出で詳しく説明いたしますけども、

１,６７２万５,０００円を次年度へ繰り越す予定でございます。 

以上です。 

○税務係長（今村親助君） 税務係長 今村です。 

２０ページをお願いします。 

２０ページの項が県委託金のほうですね。総務費の県委託金。県民税の徴収委

託金、これは町民税と県民税を合わせて町のほうで徴収しておりますので、県民

税を委託した分が県から委託金として交付があるものであります。これが既定額

が７９６万５,０００円に対して見込額が９２２万５,０００円、１２６万円の増

額計上となっております。 

続いて、２２ページをお願いします。 

延滞金の方は当初２０万で見込んでおりましたが、４８万の見込みとなりまし

て２８万円の増額計上となっております。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係 法花津でございます。 

先ほど税務係長申されました延滞金は固定資産税の分も入っておりまして、当

初１０万円で計上しておりましたが、見込額が１１３万５,０００円となりました

ので、１０３万５,０００円増額をさせていただいております。 

以上です。 

○税務課長（佐伯 実君） 課長の佐伯でございます。 

ただいま諸収入の延滞金で両係長から御説明ありましたが、当初の予算３０万

円ということで、補正額が１３１万５,０００円という高額になりましたが、県の

指導もありまして、今まで延滞金をいわゆる反故（ホゴ）にしていた部分もあり

まして、なかなか滞納しても罰則規定がないということなんです。これは必ず県

は取りなさいということで、われわれ徴収してる部門につきましても延滞金は積

極的に今後も徴収していくものでありまして、今回１３１万５,０００円という額

を出させていただきました。税務課は今後とも徴収につきましても力を入れまし
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て、延滞金の徴収に努めたいと思います。よろしくお願いします。 

歳入につきましては以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 続けて歳出もお願いします。 

○税務課長（佐伯 実君） はい。では歳出お願いします。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係の法花津でございます。 

それでは歳出予算について御説明申し上げます。３０ページをお開きください。 

総務費の項町税費の１目税務総務費が固定資産係の担当分となっております。

９節の旅費と１１節の食糧費につきましては、毎年阿蘇郡市内のほうで研修会を

行っておりましたが、熊本地震の影響で本年度は実施されませんでしたので、そ

の分の予算のほうを減額しております。また１３節の委託料ですが、字図の修正

のほうを毎年地籍調査の結果、また分筆合筆が起きた分について行っております

が、これのほうの契約が一応終わりまして、振込額が当初が７８万３,０００円だ

ったのが４９万３,０００円ということで２９万円減額させていただいております。

また償還金利子及び割引料ですが、過年度で納付をされました固定資産税が減額

となった場合に、歳出でお返しする分の金額として５０万円を当初上げておりま

したが、今のところありませんので、今後修正申告があった際の備え分もありま

して３１万円減額いたしております。 

こちらからは以上です。 

○税務係長（今村親助君） 税務係長 今村です。 

続きまして、目の賦課徴収費のほうに入って説明いたします。１１節の需用費、

燃料費のほうが５万円の減額計上となっております。印刷製本費のほうは発注の

ほうはちょっと部数を減らしたりしておりますので、これは２３万５,０００円の

減額計上となっております。１２節の役務費、通信運搬費、これが郵便料のほう

は当初の見込みはちょっと多すぎたので７９万５,０００円の減額計上となってお

ります。口座振替の手数料のほうは１６万円の減額計上としております。１３節

の委託料ですね、これは税理士の確定申告の際に昨年度より南九州税理士会の阿

蘇支部の方に税理士の派遣を委託しておりますけど、熊本地震の影響により南阿

蘇村、西原村の方にちょっと税理士の人員が必要ということで、高森のはちょっ

と日数を数日減らされたものですから、これが日数が減ったことによって１６万

２,０００円の減額計上としております。 

以上です。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍係 荒牧です。 

３２ページをお開きください。 

総務費の国土調査費、１地籍調査費の節の４共済費５１万円を減額しておりま
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す。これは５１万円当初予算で計上しておりましたけども、臨時職員を雇用した

関係で、職員が配偶者の扶養になっていた関係で共済費が必要なくなりましたの

で５１万円全額減額しております。 

続きまして賃金ですが、これも３１万３,０００円、臨時職員の賃金を減額して

おります。なお、先ほどの歳入で申し上げました繰越につきまして、この賃金に

つきまして１２１万８,０００円を次年度へ繰り越す予定でございます。旅費につ

いては１万円減額です。需用費の修繕料につきましても１万９,０００円減額して

おります。 

続きまして、委託料の７２万２,０００円を減額しております。これも繰越の調

整による減額でございます。この繰越につきましては、熊本地震の影響によりま

して、国のパラメーター補正の発表が９月１７日に行われました。その後の調査

しかできないということで通達がありました関係で、その分の遅れが発生した関

係による繰越でございます。 

続きまして、１８の備品購入費です。これは車両を購入しております。その入

札残でございます。１８万３,０００円を減額しております。 

続きまして、１９の負担金補助及び交付金６万５,０００円を減額しております。

これは負担金の決定額による減額でございます。２７の公課費も同じく２,０００

円減額しております。 

地籍調査係、以上でございます。 

○税務課長（佐伯 実君） 以上が歳出に係る御説明でございました。よろしくお願

いします。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、税務課の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） 質疑ないようでございますので、質疑を終わります。 

これから討論を行います。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。 

これから本案について採決をいたします。 

議案第２０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

定をいたしました。 
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税務課の皆さん方、先ほど説明がありましたけれども、各町税につきましては

いずれも増額補正ということで、これは徴収率のアップにつながったものだとい

うふうに思っております。皆さん方に大変御努力、御尽力に感謝を申し上げたい

というふうに思います。また、延滞金につきましても法令に準じてきちっとした

形で徴収するということでございますので、これからも適正な税務執行について、

よろしくお願いをしたいと思います。 

続きまして議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題と

いたします。 

税務課の説明を求めます。 

○税務課長（佐伯 実君） 課長の佐伯でございます。 

平成２９年度の歳入歳出予算については、主なものということで御説明をさせ

ていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○税務係長（今村親助君） 税務係長 今村です。 

１２ページをお願いいたします。 

歳入のほうから町民税ですね。個人町民税のほうが現年課税分が１億５,７５５

万３,０００円、滞納繰越分が１５０万円、合わせまして１億５,９０５万３,００

０円計上しております。法人税のほうが現年課税分が１,６７５万９,０００円と

滞納繰越分が１万５,０００円、合わせまして１,６７７万４,０００円計上してお

ります。個人、法人合わせて、どちらも減額計上となっておりますが、これは熊

本地震の影響が考えられますので、前年度よりわずかでありますが減額計上して

おります。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係の法花津でございます。 

引き続きまして、固定資産税の歳入の説明を申し上げます。 

同じく１２ページの、２項固定資産税になります。固定資産税の本税ですが、

現年課税分が２億２,５００万１,０００円、滞納繰越分が５９０万１,０００円と

させていただきました。これは先ほどの課長のほうが申し上げました企業減免で

すとか、あと新築家屋に対する２分の１の軽減等ございまして、昨年度よりも７

９０万円ほど減額をさせていただいております。滞納分ですが、滞納分も残額の

ほうが若干上がる傾向にございまして、平成２８年度分についてはおよそ５０％、

平成２７年度以前の分の１０％ということで合計して５９０万１,０００円という

ことで計上させていただきました。国有資産等の所在市町村の交付金は国有地、

県有地の固定資産相当額を交付金としていただく予定でございまして、これも昨

年並みの額となっております。 

こちらからは以上です。 
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○税務係長（今村親助君） 税務係長 今村です。 

続きまして、１２ページですね、軽自動車税を御説明いたします。現年課税分

は２,２５５万５,０００円、滞納繰越分が１４万円、合わせまして２,２６９万５,

０００円計上しております。 

続きまして、１３ページです。たばこ税が前年度と比較しまして１２万円減額

計上の４,９５０万円計上しております。入湯税のほうは、これは補正のほうでも

御説明いたしましたが、熊本地震の影響によって各施設の来客数が減少しており

ますので３３０万円の減額で７６２万円の計上となっております。 

続きまして、１８ページの手数料のほうを御説明いたします。節の督促手数料

ですね、１８ページの中段ぐらいになります。督促手数料、こちらが前年度と同

じで８万円の計上となっております。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係の法花津でございます。 

先ほどの督促手数料ですが、固定資産税のほうからも現年６万、過年度分４万

で１０万円を合わせてます。ですので、税務係と合わせて１８万円の計上となっ

ております。 

以上です。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍係 荒牧です。 

２３ページをお開きください。県支出金の県補助金、節の４地籍調査事業補助

金６,２８５万６,０００円を計上しております。これは地籍調査事業の補助であ

りまして、補助対象額が８,３８０万８,０００円、この７５％が補助金です。内

訳としまして国が５０％、２分の１ですね、それから県が２５％、４分の１、町

がその残りが負担となっておりますけども、この町負担の分に特別交付税の算定

がありますので、実質９５％ぐらいが全体の補助金並びに特別交付税で賄えると

いうふうな状況でございます。内容といたしましては、歳出で詳しく説明させて

いただきます。 

以上でございます。 

○税務係長（今村親助君） 税務係長 今村です。 

２６ページをお願いいたします。 

節の県民税徴収委託金。中段ぐらいになります。これは補正予算と同じく県民

税を徴収した分の県から出てくる委託金になります。これは現年分が７８０万円、

滞納分が１０万円、合わせて７９０万円の計上となっております。 

以上です。 

○税務課長（佐伯 実君） 課長の佐伯でございます。 

以上が２９年度当初予算の歳入の説明でございます。 
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続いて、歳出を行いたいと思います。よろしゅうございますか。 

○委員長（芹口誓彰君） はい。 

○税務課長（佐伯 実君） それでは、よろしくお願いします。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係の法花津でございます。 

続きまして、歳出の御説明にまいります。４９ページをお開きください。 

２款総務費の２項町税費、下のほうになりますが、こちら税務総務費について

御説明申し上げます。報酬については例年どおり３名分の報酬を計上しておりま

す。 

５０ページをお開きください。旅費、需用費、役務費等は昨年同様の計上させ

ていただいております。１３節の委託料ですが、地番図の異動更新業務のほうを

新たに計上しております。これは熊本地震で地面が大きく揺れたことで、高森町

も若干座標のほうが変動しておりますので、それはシステムのほうに反映させる

ための費用として４０万５,０００円計上させていただきました。また、不動産鑑

定士の家屋評価委託ということで、専門家である不動産鑑定士に新築家屋の評価

に御同行いただきまして、評価の御助言をいただくということで年間２０棟の評

価をお願いする予定です。それにつきまして８５万７,５００円を計上させていた

だきました。 

５１ページにわたりますが、備品購入費として現地撮影を行うためのデジタル

カメラを１台計上させていただきました。これはＧＰＳといいまして座標を撮影

した場所のほうも記録していただきまして、地図等の落とし込みに使えるもので

ございます。あと１９の負担金、２３目の償還金等については昨年同様の計上と

させていただきました。 

以上です。 

○税務係長（今村親助君） 税務係 今村です。 

５１ページをお願いいたします。 

節の１１ですね、需用費の印刷製本費のほうは住民税の納付書、軽自動車税の

納付書と封筒、その他窓口用納付書、全てのこれ印刷代になっておりますが１０

３万９,０００円計上しております。１２節の役務費のほうの通信運搬費、これは

郵便料、口座振替の手数料、預金照会の手数料と軽自動車税の情報提供の手数料

が合わせまして２２８万３,０００円計上しております。１３節の委託料のほうは

申告に伴う住民税のデータの作成業務委託をしておりますので、これが４３万１,

０１７円計上しております。前年度と同様、確定申告に伴う税理士の派遣委託を

３４万２００円計上しております。１４節の使用料及び賃借料のほうが、地方税

の電子申告支援サービス利用料、これが年間で８４万９,０００円計上しておりま



 － 1 0 － 

す。２３節の償還金利子及び割引料、これが前年より３０万円増額いたしまして、

２３０万円計上しております。 

以上です。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍係 荒牧です。 

５５ページをお開きください。 

総務費の項、国土調査費、目の地籍調査費、このうち主な予算につきまして御

説明を申し上げます。まず節の８報償費１６７万４,０００円を計上しております。

これは地籍調査の推進員さんの報償費でありまして、６名を来年度の推進員さん

を計画をしております。６名の６,２００円の４５日間を計上しております。 

続きまして、５６ページをお開きください。需用費につきましては、これは補

助対象で計上しております。それから、１２も同じく一部において補助対象でご

ざいますので計上しております。１３の委託料８,４００万５,０００円を計上し

ております。まず地籍調査の業務委託料７,８８６万４,０００円でございます。

２９年度におきましては、この調査地区の対象、芹口地区の一部、それから大字

草部の一部を調査する予定でございます。まず、大字草部の一部は５字、０.４９

平方キロメートルを調査する予定でございます。それから大字芹口の一部、１４

字、１.８７平方キロメートルを調査する予定でございます。６月ごろから２８年

度分の繰越しの一筆調査を行いまして、その後にこの平成２９年度分の一筆調査

を行う予定でございます。また、この事業につきましては、国の補助金次第では

減額辺りも熊本地震または東北の震災の影響もありまして減額されることもある

かもしれません。これはまだ今のところは分かっておりませんけども、要望とし

てはこの全額を、今現在、申請の段階であります。 

続きまして、数値情報化業務委託料５０６万５,０００円を計上しております。

これは昭和５４年から６０年度分までの色見、上色見地区が今アナログでござい

まして、紙ベースでのデータというふうになっております。それで来客者または

住民の方に多大な御迷惑をおかけしまして、ここのデータを取得するまでにかな

り時間を要しまして、住民サービスの低下につながっているわけでございます。

そこを解消するために数値情報をデータ化しまして、スピード感ある対応を住民

サービスの向上につなげていくわけでございます。ただし、これは昭和５４年か

ら６０年度分の数値情報はすでに補助事業で６１年度に行っております。そのた

め、この二重の補助事業はできませんので、今回、単独事業というふうになりま

す。これはなぜかと申しますと、この当時は日本測地法ということで、日本の面

積に対する数値情報、それが現在は世界測地というふうに変わっております。こ

れ世界を基準としたデータが衛星の発達によりまして変わってきているところで
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ございます。すでに２８年度におきましてこのフォーマットの修正を行いまして、

数値情報化の準備はできている次第でございます。この数値情報化の説明につき

ましては、以上でございます。 

続きまして、１４の使用料及び賃借料、地籍調査支援システムパソコンリース

料１３９万３,２００円について御説明を申し上げます。現在、パソコン支援シス

テムでパソコンを使用しておりますけども、このパソコンにつきましてもリース

期間が終了しまして、補助対象も切れております。そこで新しくバージョンアッ

プをしたパソコンを取り入れまして、このシステムを導入するわけでございます。

これも補助事業でありまして、このうちの１３３万円が補助対象となります。ま

た、このリースも５年間のリース契約となりますことを申し添えます。本年度は

補助金の交付決定の関係で１０カ月間を計上しております。 

地籍調査としましては、以上でございます。 

○税務課長（佐伯 実君） 委員長、以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、税務課から当初予算の各費目につきまして説明

がありました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

まず１２ページ、歳入のページですね。まず町民税の中で個人かな、地震の影

響で減額計上しているということの説明でしたが、影響というのは具体的にどの

ような影響が見込んでされてるのか。それと２８年度においてはそういう影響が

あったのか一つお願いしたいと思います。 

それと、滞納繰越分も計上してありますけども、収納率これをちょっとお願い

をしたいと思います。 

それから、固定資産におきましては、課長以下全員ゴルフ場関係については努

力されておりますけども、２９年度の徴収計画について説明をお願いしたいと思

います。 

○税務係長（今村親助君） 税務係 今村です。 

町民税の減額の原因となったのは熊本地震の影響ということで、影響としまし

ては、お仕事を地震の影響で退職されたりとか、例えば自営業で仕事ががくんと

減少して、そのことによって所得が減ればやっぱり住民税のほうに影響してきま

すので、それをちょっと勘案しましての町民税の個人、法人とも減額計上として

おります。 

あと、収納率ですね。収納率は２８年度ベースで収納率のほうが２月末現在で

町民税のほうが出しております。普通町税といいまして、町民税の会社から天引
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きされないで御自分でお支払いになられる分の町民税ですね、普通徴収、そちら

のほうが２月末現在で９６.３パーセント。特別徴収といいまして、これは会社か

ら給与をもらわれてる方で会社から町民税を天引きされる方ですね。特別徴収分

が今現在で８５.８８％。これはただ毎月天引きがありますので、これは自然と上

がっていくと思われます。退職所得ですね、これは退職金がお支払いになった方

の町民税ですね。これはもう１００％入っております。年金特徴といいまして、

これは年金から町民税を天引きされてる方ですね、この分が２月末現在で８３.１

３％、これも年金から天引きされますので、ほぼ１００％に近い数字が出てくる

と思います。軽自動車税のほうが２月末現在で９９.６５％ですね。法人町民税の

ほうがほぼ１００％に近い数字にはなってますが、１件だけちょっと年度中にも

しかしたら入れないかもしれないということでお話をいただいております。だか

ら９９％は超える見込みであります。 

うちからは以上です。 

○税務課長（佐伯 実君） すみません、課長の佐伯でございます。 

固定資産税のいわゆる高額滞納の分で、高森町にありますあるゴルフ場のこと

について、ちょっと御説明と今後のいわゆる方針というものを説明をさせていた

だきたいと思います。御存じのとおり、その企業につきましては、固定資産税の

７％を占める非常に高い税が賦課されておりまして、現在、平成２７年度、２８

年度が滞納になっております。徴収率につきましては、後ほど係長のほうから御

説明をさせますが、現在、そのゴルフ場につきましては、国民銀行というのが日

本の東京にありまして、そちらのほうの債務の支払いが怠っておりまして、今度

訴訟になっておりまして競売にかかっております。第１回目の競売につきまして

は入札者がなく、第２回目についても現在入札応募中でございまして、その企業

につきましては、ほぼもう身売りをするのかということで今お話を聞いておりま

す。また、韓国の企業も買うとか、日本の企業買うとかいろいろなお話はあるん

ですけど、立っては消えということで、なかなか不確定な要素があるところでご

ざいます。２９年度の徴収につきましても、やはりその企業につきましては本社

からの社長が韓国におられますので、そちらのほうとこちらのほうとお話合いを

して、どうにか高額な滞納でありますので、滞納の解消について今後も進めてい

きたいと思いますが、この今言いました国民銀行からのいわゆる訴訟で競売がか

かっておりますが、そのときには国民銀行がマックスで３億円近い負債があるん

ですよね、対して。ですから応札があって、例えば１億、２億で入れたとしても、

その金については第１抵当者であります国民銀行が全部持っていきますと、高森

町は第２抵当でございますので、その分は取れないということになりかねません。
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しかし、その企業につきましては、今後も納付についてお願いをする部分であり

ますが、ただ一つ、これは本当に不確定なものでございますが、日本の企業の方

も希望がありまして、それの応札に応じていわゆる町にある税金については肩代

わりができるというようなお話も一つは、これは完全に不確定なものであります

から、そういったものでありますので、ぜひとも、われわれとしては日本企業の

ほうに買い取っていただいて、その滞納の回収に努めたいと思っておりますが、

いずれにしましても、この企業とは連絡を取りながら、早期納付に向けて邁進し

たいと思っております。 

以上でございます。 

それでは、納付の徴収率については係長のほうから。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係 法花津でございます。 

３月６日時点の収納率を申し上げます。現年度が現在９１.８２％の徴収率とな

っております。先ほど課長申されたように、ゴルフ場のほうが７％以上というこ

とですので、やはりこの影響が非常に大きく出ている数字ではないかと思ってお

ります。 

以上です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

ゴルフ場については２７、２８が滞納ということですが、具体的に金額でどの

ぐらいの滞納かですね。それと国民銀行から競売中ということですが、最低金額

というかな、競売の。２回目ですので下がってる可能性があるわけですが、どの

ぐらいの最低金額で出してあるのか、もう１回お伺いしたいと思います。 

○税務課長（佐伯 実君） 佐伯でございます。 

今、興梠委員さんから御質問の件でございます。おおよその金額で申し訳ござ

いませんが、平成２７年度の滞納については当初５００万円超の納付があってお

りまして、２７年度は１,２００万ほどの滞納でございます。２８年度については、

全く１円も払っておりませんので、１,８００万円を超える滞納金額でございまし

て、合計の３,０００万超の滞納の状況になっております。 

それともう一つの、いわゆる国民銀行からの競売申立てにつきまして、１回目

が確か２億３,０００万円が最低落札価格というか、いわゆる標準価格ということ

になっておりまして、２回目については、若干下がって１億数千万だったと思う

んですけど２億近いぐらいに落ちてまして、これに実は先ほど言いましたところ

が応札したいというような情報は得ておりますが、これも不確定でございますの

で、まずゴルフ場のホテルの部分が非常に高い評価額でございまして、実はゴル

フ場のいわゆる敷地というか、ゴルフ場のコースについてはその他雑種地となっ
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ておりまして、いわゆる評価額が低いんですよね。ですから、年間１,８００万円

の税金に対してホテルがほぼ８割以上を占めているんじゃないかなというふうに

考えておりますので、この入札状況につきましてはわれわれも注視をしながら、

情報があった場合には各議員さんのほうにも情報を入れたいというふうに考えて

おります。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

国民銀行は３億分を負債を権限を持っているということですので、１.１億円、

もう必ず足らんということですよね、１.９億円で落札があっても。抵当は国民銀

行はどの辺まで入れてるのかな。全て入れてるのかな。 

○税務課長（佐伯 実君） 課長の佐伯でございます。 

国民銀行さんが抵当に収めている部分はホテルとクラブハウス、いわゆる建物

がほとんど多いです。ですから、その部分で３億円近い部分でありますが、実際

競売で、例えば１億８,０００万、９,０００万で収めた場合には、国民銀行はそ

れでチャラといいますか、言葉は悪いんですけど、そこで終わるということにな

りますので、その差額の負債というのは法的にはもうなくなるという、いわゆる

国民銀行も最終手段ということで、一部は回収するしかないんだというようなや

り方ですので、なおもその企業が国民銀行に負債が残るということはないという

のがあります。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

要するに、建物そのものは国民銀行が押さえてると、あと残りについては課長

のほうから以前説明あったと思うけども、車なりいろいろ差押えをされていると

いうことですので、その辺の回収ですよね。たぶん国民銀行がそれを競売で落と

された場合には、当然営業されないということですので、町のほうがするのかな。

あと残りの分の何というかな、計画。 

○税務課長（佐伯 実君） 課長の佐伯でございます。 

高森町が１番抵当であるのは、いわゆるゴルフ場の整備するための機械。例え

ばグリーンキーパーとかいっぱいありますね、それと中の備品、それとバスです

ね。一番いいバスは、実は熊本県が第１抵当者でございまして、熊本県の第１抵

当の内容は延滞金のみの部分でございますので、あのバスが結構年式が新しくて、

まあまあかなりの金額で売れると思うんですよ。ですから県が差し押さえて競売

して、延滞金の十何万を差し引いた残りが高森町に入ってくるという形でござい

ます。いずれにしましても、そこには従業員さんもおられますし、なかなか営業

を停止するというのも難しい部分もありますし、また韓国でのソウル便が熊本就

航というか再開しましたので、若干、今来客が増えている状況でございますけど
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も、今後は先ほど言いましたように、入札情報を見ながら国民銀行が売買をした

場合には、うちのほうは押さえてる部分を換金するとか、競売にかけるとかとい

うのを早急にしなければならないなというふうには考えております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） よございますか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。無いようでございますので、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２７号、平成２９年度高森町一般会計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、税務課に関係する付託案件については終了いたしました。 

お疲れでございました。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして再開いたします。 

本委員会に付託されました会計課関連の議案第２７号、平成２９年度高森町一

般会計予算についてを議題といたします。 

それでは、会計課の説明を求めます。 

○会計課長（河崎みゆき君） 会計課 河崎です。 

２９年度当初予算の会計課の予算について説明します。ページは３７ページで

す。 

会計課は歳入はありませんので、歳出のみです。２９年度は変わった事業もあ

りませんので、２８年度と同じように組んでおります。だいたい経常的な経費の

みですので、２８年の実績、それからこれから使う見込み勘案いたしまして２９

年度計上いたしました。変わったものはありません。 
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以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま会計課の説明が終わりましたので、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２７号、平成２９年度高森町一般会計予算については、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

定をいたしました。 

以上で、会計課に関連する付託案件については終了いたします。 

大変お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました監査委員事務局関連

の議案第２０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、監査委員事務局の説明を求めます。 

○監査委員事務局長（安方 含君） 監査委員事務局の安方です。 

一般補正予算書の３２ページをお開きください。 

２款総務費、６項監査費、１目監査費です。昨年、熊本地震により県郡連絡協

議会、町の定期監査の中止により、１節報酬を１０万円、９節旅費を２万円減額

させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上ですか。 

○監査委員事務局長（安方 含君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま監査事務局の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。 

［「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］ 
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○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２０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

定いたしました。 

続きまして、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題

といたします。 

監査事務局の説明を求めます。 

○監査委員事務局長（安方 含君） 監査委員事務局の安方です。 

一般会計予算書の５５ページになります。 

２款総務費、６項監査費、１目監査費です。経常経費です。増額は昨年より４

万７,０００円の増で１２４万９,０００円を計上しております。増額の理由は阿

蘇郡連絡協議会の視察研修が２年に１回行われますので、旅費の増額になってお

ります。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 事務局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２７号、平成２９年度高森町一般会計予算については、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

定いたしました。 

以上で監査委員事務局に関連する付託案件については終了いたしました。 

お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました生活環境課関連の議
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案第２０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、生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（松本満夫君） おはようございます。生活環境課の松本です。 

補正第１０号につきましては各項目について、主に経常的経費の決定額や見込

額によります最終補正を行っております。主なものについて、各担当係長のほう

から説明させていただきます。 

○委員長（芹口誓彰君） 申し上げますけれども、予算書の順を追って説明をお願い

したいと思います。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

予算書の１３ページをお開きください。 

１３款、１項、３目民生費の民生費使用料、１節河原総合センター使用料です。

これは最終的な収入見込額に調整をしまして５,０００円の増額を計上いたしてお

ります。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

５目農林水産業費使用料、１節物産館加工場使用料、物産館及び加工場の電気

使用料の見込額による４２万６,０００円の減額を計上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

６目商工費使用料、１節湧水トンネル公園使用料３９１万２,０００円の増額、

同じく３目温泉館使用料５８５万３,０００円の減額を計上いたしております。こ

ちらも最終的な収入見込額に調整を資するための補正計上となっております。 

続きまして、同じ１３ページの９目教育費使用料です。１節社会教育施設使用

料の中の生涯学習施設使用料２５万円の増額を計上いたしております。こちらも

最終的な収入見込みによります増額計上でございます。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

１４ページをお開きください。 

４目衛生費手数料、１節犬登録及び注射手数料です。最終見込額による８万２,

０００円を減額計上しております。 

続きまして、２０ページを開きください。６目商工費県委託金です。１節観光

事業費委託金。九州自然歩道管理委託金の決定額に基づく８,０００円の減額を計

上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

２１ページをお開きください。 

１６款、１項、１目財産貸付収入、１節１建物貸付収入です。高森温泉館売店

等売上収入の２４０万円の減額補正を計上いたしております。熊本地震によりま
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す入館者数の減に伴う収入減の影響となってます。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

２目生産品売払収入、１節生産品売払収入。色見総合センター太陽光発電電力

販売収入を５万円の増額計上しております。同じく３目不動産売払収入、１節土

地売払収入５２３万９,０００円を減額計上しております。これは旧畜協跡地の売

買の話がありましたが、熊本震災等によりちょっと成立ができなかったための減

額であります。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

２３ページをお開きください。 

２０款、４項、２目雑入の２節雑入になります。このうちの湧水トンネル賛助

金のマイナス２５万円の減額と高森温泉館コインロッカー使用料のマイナス９０

万円の減額を補正計上いたしております。こちらも熊本地震の影響によるもので

す。 

歳入は以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 続けて歳出。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

２６ページをお願いします。 

５目財産管理費です。不用額による減額をしておりますが、１２節役務費の共

架電柱移転手数料及び登記分筆手数料の１５０万円は、今年度実績がありません

でしたので１５０万円を減額しております。 

続きまして、６目町有林管理費。これも不用額を最終的に見込みまして減額計

上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

３４ページをお開きください。 

３款、１項、３目河原総合センター管理費です。河原総合センターの管理に必

要な経費の最終歳出見込額に調整するための増減を予算計上いたしております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

３７ページをお願いします。 

４目環境衛生費。これも不用額及び決定額を計上しております。１９節の負担

金補助及び交付金は阿蘇広域行政事務組合負担金の最終の確定額が決定しました

ため５６５万２,０００円を減額計上しております。 

続きまして、３９ページをお開きください。９目物産館等管理費。これも不用

最終の見込額及び決定額を計上しております。この中で１５節の工事請負費、奥

阿蘇キャンプ場バンガロー塗装工事は入札残による２３万１,０００円を計上して
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おります。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

４１ページをお開きください。 

６款、１項、５目湧水館施設管理費です。こちらの最終的な歳出見込額に調整

をするための補正を計上いたしております。その中でも１５節工事請負費を３０

４万４,０００円減額計上しています。これは当初予定していました工事内容を一

部変更したことに伴う不用額の減額となっております。 

続きまして、同じく６目温泉館管理費です。こちらも最終的な支出見込みに合

わせる調整のための補正を計上いたしております。中でも１１節需用費の燃料費

と光熱水費につきましては、熊本地震によります自粛営業の影響によりまして、

大幅な不用額が発生しております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

４２ページをお開きください。 

８目観光施設管理費です。これもそれぞれ減額計上をしておりますが、この中

で１３節委託料。町有公園等草刈委託料、これは入札残により１４万８,０００円

を減額しております。また、熊本県癒しの森整備支援業務委託料は最終確定額に

より６０万円を減額しております。１５節工事請負費。鍋の平キャンプ村屋根塗

装改修工事、これも入札残により１０万４,０００円を減額計上しております。 

続きまして、９目商工費熊本地震災害対策費。修繕料ですけど、これは最終の

確定額により１１万７,０００円分の減額計上をさせていただいております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

４７ページをお開きください。 

９款、６項、５目社会教育施設費です。社会教育施設の維持管理に関する経費

です。こちらも最終的な支出見込額に調整するための補正を計上いたしておりま

す。必要経費の減額をいたしております。 

歳出以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） これで生活環境課の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） すみません、１点だけ。興梠です。 

１３ページですね、商工費使用料。湧水トンネル公園の使用料３９１万２,００

０円。どこかで聞いた感じばってん、これはみんなほとんどマイナスばってんが

これはなんで増えたとかな。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。ただいまの御質問に対し

まして御回答いたします。 
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先ほどの説明の中で一部漏れがありまして、熊本地震直後に大幅な入館者数の

減少するというところで、直後の補正予算にて一度大幅な減額をしております。

最終的な見込みによりまして、それよりも若干回復したということで今回は最終

的にプラスの補正となった次第です。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、いいです。 

○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） ないようでございますので、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） これから本案について採決をいたします。 

議案第２０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

定をいたしました。 

続きまして、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題

といたします。 

説明を求めます。 

○生活環境課長（松本満夫君） 生活環境課の松本です。 

平成２９年度当初予算につきましては、引き続き各公共施設、観光施設等の維

持管理に掛かる経常的経費や環境面では不法投棄解消に向けた取り組み、また一

般家庭から排出される生活ごみの減量、分別徹底に向けた取り組みとしまして、

コンポスト事業やごみゼロ啓発イベントの予算を計上しております。 

また、高森温泉館につきましては、御承知のとおり公共施設あり方検討協議会

で検討をいただいたところでありますが、２月２４日に協議会の会長であります

田上議長より町長へ町の入浴施設、高森温泉館と朋遊館につきましてですが、そ

の検討結果について報告し、答申書を提出しております。今後どういう町長判断

や結果が出ましても、管理担当課としましては４月以降も運営ができるよう例年

通りの予算計上をしております。主なものにつきまして、各担当係長より説明を

させていただきます。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

１６ページをお開きください。 
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４目衛生費負担金、１節環境衛生費負担金。防疫殺虫剤１５０本分として１８

万円を計上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

同じく１６ページ及び１７ページをお開きください。 

１３款、１項、３目民生費使用料、１節河原総合センター使用料です。例年並

みで１万２,０００円の歳入予算を計上いたしております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

５目農林水産業費使用料、１節物産館加工場使用料です。特産品加工施設使用

料として１万２,０００円、物産館及びハム加工場電気使用料として２１６万円、

合わせて２１７万２,０００円を計上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

同じ１７ページの６目商工費使用料です。１節湧水トンネル公園使用料として

２,９２４万円の入園料を計上いたしております。これは熊本地震が発生する前の

平成２７年度ベースで収入見込んでおります。 

続きまして、２節高森駅公園野外ステージ使用料１,０００円の見込みで計上い

たしております。３節温泉館使用料２,３１５万円の入館料収入を予算計上してい

ます。こちらも熊本地震発生以前の平成２７年度ベースで計上いたしております。 

続きまして、同じ１７ページの９目教育費使用料です。１節社会教育施設使用

料のうちの、次のページの１８ページをお開きください。生涯学習施設使用料と

して３０万円の歳入予算を計上いたしております。こちらも例年並みの歳入を計

上いたしております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

１８ページをお開きください。 

４目衛生費手数料、１節犬登録及び注射手数料です。今年度は登録手数料とし

て９万円、注射手数料として２２万５,０００円、合わせて３１万５,０００円を

計上しております。 

同じく２７ページをお開きください。１５款県支出金、３項県委託金、６目商

工費県委託金、１節観光事業費委託金。九州自然歩道管理委託金として２８年度

と同額の４９万円を計上させていただいております。 

続きまして、１６款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、土地建

物貸付収入です。これは携帯電話用ファイバーケーブル貸付料として１５万２,６

００円。また町有地貸付収入として７６万６,８４６円を計上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

同じ節になります。高森温泉館内売店等貸付収入として２４０万円、高森温泉
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館屋外販売所等貸付収入として４９万２,０００円をそれぞれ歳入見込みで計上を

いたしております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

２８ページをお開きください。 

１６款財産収入、２項財産売払収入、２目生産品売払収入、１節生産品売払収

入です。色見総合センター太陽光発電電力販売収入、これも２８年度と同額の１

８万円を計上しております。 

続きまして、１７款寄附金、１項寄附金、１目寄附金。これはＭＡＥＤＡの森

たかもり下刈り作業委託収入として３０万円を計上しております。 

続きまして、３０ページをお開きください。２０款諸収入、４項雑入、２目雑

入、２節雑入の中の墓地使用料６万８,０００円。これは町有墓地の使用料として

６８名の方々から収入をいただいております。 

続きまして３１ページをお開きください。この中の町有林元城団地補植等補助

金４０万円を計上しております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

同じ雑入となります。３０、３１ページをお開きください。 

湧水トンネル賛助金４０万円を収入計上いたしております。これは湧水トンネ

ル内にあります募金箱などに入ったお金のことです。こちらの歳入を４０万円例

年並みで計上いたしております。 

３１ページの高森温泉館のコインロッカー利用料１８０万円を計上いたしてお

ります。温泉館の１回１００円のコインロッカーが設置してありますので、そち

らの利用料収入を例年並みに計上いたしております。 

歳入、以上になります。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 引き続きまして歳出のほうに移ります。財産管理係

長の村嶋です。 

３７ページをお開きください。 

５目財産管理費です。これは例年通りの計上をしておりますが、この中で１２

節役務費です。３８ページになりますけど、共架電柱移転手数料と登記分筆手数

料は２８年度の実績はありませんでしたが、２９年度も引き続き１５０万円を計

上しております。次の１３節委託料、固定資産台帳更新業務委託料として２７８

万５,０００円を計上しております。 

続きまして、６目町有林管理費です。これも２８年度並みの計上をしておりま

すが、１３委託料ですが、ＭＡＥＤＡの森下刈り作業委託料として３０万円、町

有林元城団地補植作業委託料として５０万円、また町有林間伐作業委託料として
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１００万円、合わせて１８０万円を計上しております。 

続きまして、３９ページをお開きください。 

９目墓地管理費です。これももう例年通りの計上をさせていただいております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

６０ページをお開きください。 

３款、１項、３目河原総合センター管理費です。これもほぼ例年並みで河原総

合センターの管理に必要最低限の経費をそれぞれ計上いたしております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

７５ページをお開きください。 

４目環境衛生費です。これにつきましても例年通りの計上をさせていただいて

おりますが、この中で１９節負担金補助及び交付金ですけど、ごみ収集所整備事

業補助金、これはごみステーションの補助金です。上限を５万円としております

ので、１０台を目標に５０万円を計上させていただいております。またコンポス

ト購入助成金として５,０００円を上限としておりますが、これも４０個を目標に

２０万円を計上させていただいております。これは先ほど課長も言いましたよう

に、環境衛生の強化のために２９年度の取り組みとして予算を上げさせていただ

いております。また、阿蘇広域行政事務組合負担金として１億６,７６９万９,０

００円を計上させていただいております。 

続きまして、８２ページをお開きください。 

９目物産館等管理費です。これも例年並みに必要と思われる予算を物産館の維

持管理費として計上してるものであります。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

９０ページをお開きください。 

６款、１項、５目湧水館施設管理費です。高森湧水トンネル公園及び湧水資料

館の維持管理に必要な経費を、こちらも例年並みで計上をいたしております。 

続きまして９１ページを御覧ください 

６目温泉館の管理費です。こちらは冒頭に課長が申し上げましたとおり、まだ

来年度の運営方針がまだ定まっておりませんが、仮に今の２８年度に行っていま

す直営が続いたと仮定しましての予算計上をいたしております。現在行っている

直営での必要経費をほぼ例年並みで計上をいたしておりますが、仮に来年度、町

直営での運営が続きました場合には修繕が必要となる設備もいくつかございます

ので、１１節需用費の中の修繕費を３４８万４,０００円計上いたしております。

この中でボイラーの１号、２号ございますが、２号機のほうも大変調子が悪くな

っておりますので、そちらの修繕におよそ１９４万４,０００円と、夏場と冬場の
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冷暖房に必要な冷温水循環ポンプも故障いたしておりますので、５４万円の修繕

費が含まれております。その他は通常の修繕料として１００万円が組まれており

ます。 

温泉館管理費につきましては以上です。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

９３ページをお開きください。 

６款商工費、１項商工費、８目観光施設管理費です。観光施設の管理費につき

ましてもほぼ例年並みの予算を計上しております。特に２９年度に対しましては、

新規の事業は今のところありませんので、維持管理に必要な予算を計上させてい

ただいております。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

１２１ページをお開きください。 

９款、６項、５目社会教育施設費です。これは生活環境課で管理しております

社会教育施設を維持管理するための通常経費を計上いたしております。こちらも

ほぼ例年並みの計上となっておりますが、中でも１２２ページの１３節委託料の

中で、社会教育施設床ワックス清掃業務委託料を５９万５,０８０円計上をいたし

ております。これは生活環境課が管理しております社会教育施設が、昨年、熊本

地震等でも避難場所として利用された場所が多くございまして、例年に比べまし

て汚れがひどくなっている現状がありますので、平成２９年度におきまして、一

斉に全ての管理施設のワックス清掃を計画しているものでございます。 

歳出説明は以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） これを持ちまして、生活環境課から各予算の項目につきま

して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） 牛嶋です。 

２７ページの商工費県委託金の中の観光事業委託費の九州自然歩道管理委託金

がありますが、これは内容的にはどういう、あんまり歩道を修繕してあるような

気になれるようにはなれんだけれども、どういうふうな使い道にしてるか、ちょ

っとそこを伺います。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

毎年、町有公園の草刈りや千本桜の維持管理とかやっていますが、県がそれら

を全部総合した中で４９万円という金額を出してきておりますので、その関係上、

この予算、２８年度と同額になりますけど４９万円を計上しております。総合的

なそういう、全部委託料とか草刈りとか全部総合的にまとめたやつの県委託金で
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す。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

管理委託金になってるけど、修繕とかには回っとらんということですね。 

○財産管理係長（村嶋立章君） はい。 

○委員（牛嶋津世志君） 分かりました。 

○生活環境課審議員（田上浩尚君） 審議員の田上でございます。 

今の件につきまして、ちょっと補足させていただきます。九州自然歩道の管理

委託ということで県のほうからきてる部分につきましては、高森町内に清栄山か

らずっと津留の牧野まで通る自然歩道がございます。そこを中心として九十九曲

がりも入っていますけれども、自然公園の管理ということで遊歩道の下刈り等を

委託で出しておりますので、その分等を含めたところで、この金額だけは県のほ

うが出していただいてるというふうなところでございます。九州自然歩道の下刈

りが大体主なメインでやっておるところでございます。 

以上でございます。 

○委員（牛嶋津世志君） 分かりました。 

○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） ３番 興梠です。 

２８年度では財産収入ですか、一応計上してありましたけども、２９年度の計

画はどんなふうになってるんですか。畜協跡です。 

○生活環境課審議員（田上浩尚君） 審議員 田上でございます。 

畜協跡地につきましては、現在、政策推進課のほうで住宅等の公営になります

か、民営になりますか分かりませんけども、その事業を取り組むような計画をさ

れております。そこはまだ計画段階ですのではっきりしておりませけれども、で

すので、実際去年上げていた部分に関しましては、２段畜協跡がありますけども、

下の部分ですね、岩下製材所に近い部分を昨年売買の予定で計上していましたけ

れども、上の部分が片付かんことには対応がしようございませんので、今回はま

だ上げてないというところでございます。今後いろいろ話が持ち上がってくるか

と思いますので、その中でまた議会のほうとも協議があるかと思います。現段階

はまだ政策推進課のほうで計画段階ということですので、今回は計上はしており

ません。 

以上でございます。 

○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） 質疑もないようでございますので、これで質疑を終わりま



 － 2 7 － 

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２７号、平成２９年度高森町一般会計予算については、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

［「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

定いたしました。 

以上で、生活環境課に関連する付託案件については終了いたしました。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました議会事務局関連の議

案第２０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。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局長（佐藤幸一君） 事務局の佐藤です。 

平成２８年度の補正予算ということで担当の山田係長のほうに御説明をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

○庶務係長（山田耕生君） 庶務係長の山田です。 

２８年度一般会計補正予算について御説明いたします。 

予算書の２５ページをお願いいたします。 

２８年度の補正予算についてですけれども、主に熊本地震に影響するものにな

っておりまして、１項議会費、１目議会費の報酬等については１名議員さんが御

退職されましたことによります減額の対応としております。併せて４節の共済費

についても同様でございます。８節報償費につきましては、先だって三陸鉄道の

視察に行く際に、熊本大学の先生のほうに講師をしていただいて、事前勉強とい

うことでさせていただきましたけれども、それの残額の減額ということになって

おります。９節旅費につきましては、地震に伴いまして各議員さんたちの研修も

なかなかままならないところでございましたけれども、先だっての三陸鉄道の視

察まで終えまして、そちらの歳出までを計算したところで若干残のほうが出まし

たので、不用額についての減額となっております。１０節交際費につきましては、

これも熊本地震の影響で通年行われておりました議長が出席する会合等が書面議

決であったり、そういった簡易な形で行われた関係で交際費の支出のほうも例年



 － 2 8 － 

に比べて実施がなかったものですから、これも不用額が発生するというところで

１０万円の減額とさせていただいております。１３節委託料につきましても地震

に伴いまして、６月の定例会においては一般質問のほうが自粛されたりですとか、

会議自体が短縮されましたことに伴いまして、見込みよりも会議録作成委託料の

ほうが、支払いのほうが少なく済んでおりますので、こちらのほうも不用額が発

生する見込みがありましたので、減額させていただいております。１４節使用料

及び賃借料につきましては、こちらも研修等の折にバスの借上げの対応というこ

とで４０万例年計上しておりますけれども、こちらのほうも使用見込みがないと

いうことで減額させていただいております。１９節負担金補助及び交付金の森林

交付税創設促進全国議員連盟のほうに、毎年２万円の負担金ということで支払い

をしておるんですけれども、今年度地震の影響に伴いまして、被災があった市町

村については負担金を免除するというような形で決定をなされましたので２万円

の減額となっております。 

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。 

［「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。 

これから本案につきまして採決をいたします。 

議案第２０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ございませんか。 

［「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

定いたしました。 

続きまして、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題

といたします。 

議会事務局の説明を求めます。 

○事務局長（佐藤幸一君） 事務局長の佐藤です。 

議案第２７号についても、担当の山田係長のほうから御説明いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

○庶務係長（山田耕生君） 庶務係長の山田です。 
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２９年度、高森町一般会計予算について御説明いたします。 

予算書の３３ページのほうをお願いいたします。 

議会費の予算につきましては例年どおり、歳入のほうございませんで、歳出の

みとなっております。歳出項目、１款議会費、１項議会費、１目議会費のみでご

ざいます。経常的な予算の計上ということになっておりますので、需用費、役務

費等についてはほぼほぼ例年どおりとなっております。１節報酬につきましては、

先ほど補正予算の中でも説明いたしましたとおり、議員が１名御退職されており

ますので、９名のところで計算しなおしたところでの計上、４節共済費について

も同様でございます。昨年度と違う点についてだけちょっと御説明差し上げます

と、９節旅費、今年度３０９万２,０００円予算計上させていただいておりますが、

この中で旅費の項目で昨年度の熊本地震を踏まえまして、各省庁等に陳情、要望

等で上京する機会のほうが多くなっておりますことから、上京の分の議長及び副

議長ないし委員長等について、今後上京する可能性があるということで、例年に

比べてその部分について３回分ほど余分に旅費のほうを計上させていただいたと

ころでの３０９万２,０００円ということで計上させていただいてるとこです。１

１節需用費の８万７,０００円についてですけれども、議場内の国旗掲揚板の老朽

化に伴いまして修繕の必要が出てきましたので、２９年度内におきまして国旗と

町旗のほうを並べて掲揚できるような形の、簡易的なものにはなるんですけども、

掲揚板のほうで修繕しようということでちょっと見積もりのほうを取りまして計

上させていただいております。２８年度と比べまして、２９年度で新規に入れた

部分については以上になります。その他については例年の経常的な予算になって

おりますので、説明は割愛させていただきたいと思います。 

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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これから討論を行います。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２７号、平成２９年度高森町一般会計予算については、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○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

定いたしました。 

以上で、議会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。 

お疲れでございました。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０５分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして再開いたします。 

本委員会に付託されました、たかもりポイントチャンネル事務局関連の議案第

２０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、たかもりポイントチャンネル事務局の説明を求めます。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長の東でございます。今日はお世話になり

ます。 

さっそく、２８年度の一般会計補正予算（第１０号）の説明を係長のほうから

させます。お願いします。 

○情報管理係長（芹口孝直君） ＴＰＣ事務局の芹口です。よろしくお願いします。 

では最初に、２３ページをお開きください。 

こちらは諸収入、雑入ですね。こちらの広報送料寄付料を１万５,０００円減額、

一番下の広報誌広告料を５万５,０００円増額しております。 

続いて、歳出を説明させていただきます。２６ページをお開きください。 

真ん中ほどの文書広報費、こちら役務費を広報送料を１０万円減額しておりま

す。 

続いて、２８ページをお開きください。 

１９目のたかもりポイントチャンネル事業費、８節の報償費を１３１万減額。

内容としまして、番組出演料として１５万円、ふるさと元気企画番組事業報償費

として１１６万円を減額しております。ふるさと元気企画番組事業の減額の内容

としましては、単価が１万円で７地域の月３回、その６カ月分ですね、こちらを

減額させていただいております。 

続きまして１３節の委託費、総額が２７３万４,０００円の減額で、主なものと

しましては、中の自主放送番組制作支援業務委託料、自主放送番組広報派遣取材

業務委託、データ放送改修委託料、こちらで主な内容としましては、職員の異動

による減額となっております。 

続きまして、２９ページをお開きください。 
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１８節の備品購入費。ふるさと元気企画番組事業の生放送機材一式を１６万７

円、貸出用カメラ３万５００円、合わせまして１９万円の減額です。内容としま

しては、こちら入札の残額となっております。 

以上となります。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東でございます。 

先ほど言いました報償費のふるさと元気企画番組１１６万円減額しております

が、これは前回の補正で上げております。住民の方から投稿していただいて、そ

の謝礼で採用された場合は１万円、実際は今５件しかなかったんですね。ですの

で、その分を減額しております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま予算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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは質疑を終わります。 

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。 

これから本案について採決をいたします。 

議案第２０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ございませんか。 

［「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

定いたしました。 

次に、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題といた

します。 

事務局の説明を求めます。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東でございます。 

それでは、２９年度の一般会計予算の説明を係長のほうがします。 

○情報管理係長（芹口孝直君） ＴＰＣ事務局の芹口です。 

それでは、平成２９年の当初予算について説明させていただきます。 

まず３０ページをお開きください。 

歳入の諸収入、雑入ですね。これは一番下から３番目の広報送料寄付を２万円。

次に、すみません３１ページの広報誌広告料を１８万円計上しています。 

歳入については以上です。 
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続きまして、歳出で３６ページをお開きください。 

文書広報費。主なものとしましては、需用費で総額が３０６万円。主なものと

しましては、広報の印刷代ですね、印刷製本費を２９４万９,０００円計上してい

ます。広報の主なものについては以上です。 

続きまして、４６ページをお開きください。 

こちらたかもりポイントチャンネル事業費、８節の報償費を２６万４,０００円、

番組出演料として計上しています。続いて９節の旅費１２万１,０００円、続きま

して１１節の需用費、消耗品を４９万円、食糧費１０万円、修繕料を１０万円計

上しております。続いて１２節の役務費、主なものとしましては、ケーブル連盟

システム利用料を１５万５,５２０円、あと生放送の機材用の使用料として電話回

線使用料を２６万１,０２３円、インターネット回線使用料を５万８,３２０円を

計上して、総額５２万４０００円となっております。続きまして、１３節の委託

料。主なものとしましては、自主放送番組制作支援業務委託料、こちらを１,０２

２万４,０００円計上しております。続いてポイントチャンネルのデータ放送です

ね、こちらに広報誌を表示させる改修費用として６２万６,４００円を計上してお

ります。続いてデータ放送改修業務委託料、こちらは緊急の場合のデータ放送の

改修に対応するために今回６４万８,０００円を計上させていただいております。

続いて使用料及び賃借料、会議制作番組放送使用料、こちらＮＨＫ等の番組のコ

ンテンツを使用する料金として２６４万円を計上させていただいております。 

次のページの４７ページをお開きください。 

備品購入費６８万７,０００円。内容としてましては、町保有分の備品としてス

クランブル装置、こちらは著作権を守る装置ですねテレビの、として６８万７,０

００円を計上させていただいております。 

以上となります。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東でございます。 

ちょっと委託料のところで補足説明をいたします。委託料で業務委託で約１,０

００万円計上しておりますが、これは制作会社から来ていただいてる方の委託料

と、あと１人は派遣で今雇ってるものの料金になります。もし派遣がなくなれば、

また３００万ちょっとを減額する予定でございます。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま事務局から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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 無いようでございますので、これで質疑を終わります。 
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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をいたします。 

議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算については、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

［「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

定いたしました。 

以上で、ＴＰＣ事務局に関連する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） それではおそろいですので、本委員会に付託されました、

政策推進課関連の議案第２０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。 

説明に当たりましては、歳入から歳出に移りまして順次ページを追って説明方

よろしくお願いしたいと思います。 

それではお願いいたします。 

○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。 

では、今、委員長からの指示がありましたとおり、係別ではなく予算書に沿っ

て進めさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

では、よろしくお願いします。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

予算書の２２ページをお開きください。 

歳入です。２０款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入の１節貸

付金元利収入、こちら小規模事業者震災復興バックアップ事業償還金といたしま

して、今年度の補正で１億円計上させていただいておりましたが、こちらの事業

のほうが今年度と来年度をまたぐような形でまた補正が出ました関係上、今年度

中に事業が終了いたしまして、今年度中に償還される４件分を除きました９,４０

０万８,０００円減額させていただいております。こちら後ほどまた歳出のほうで

も御説明差し上げますが、歳出のほうは２年継続して事業を行う関係上、１,４０

０万円予算のほうを残させて落とさせていただいております。 

以上でございます。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 
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続きまして、歳出２７ページをお開きいただきます。お願いします。 

２７ページ、２款、１項、１０目企画費のうち９節旅費、普通旅費３２万円補

正増額しております。こちら南阿蘇鉄道対応と情報基盤整備ですとか、そちらの

上京用の不足します旅費を３２万円増額しております。 

続きまして１９節負担金補助及び交付金です。地方バス運行特別対策補助金３

５万円増額しております。こちら年度末に伴います、実績に伴います増額となっ

ております。ゆるっとバスと乗合バスの利用人員が昨年度よりも約９,０００人減

っておりまして、その分に対します営業の補填分の補助金の増額というふうにな

っております。続きまして、乗合タクシー等運行助成金、減額１７万８,０００円

となっております。こちらも乗合タクシー各線、現在利用見込みが３０％程度し

かなっておりませんので、それに伴います減額となっております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

下の段になります１１目の地域振興費になります。その中の１節報酬なんです

けども、地域おこし協力隊のほうが１名が５月からの採用でありましたので、１

月分の減額をしております。あと下の１１節の需用費の中の消耗費も不用額が見

込まれますので１０万円を減額しております。またその下の１４節の使用料及び

賃借料につきましても、高速道路の使用料をマイナス１０万円と、あと庁用車の

リース料が６月から始まっておりましたので、その分の２８万円を減額しており

ます。 

以上です。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

続きまして、２８ページをお願いいたします。 

１８目エネルギー対策費、１９節負担金補助及び交付金です。住宅用太陽光発

電施設設置補助金５万円減額、ペレットストーブ等設置補助金２０万円減額です。

こちら年度末を迎えまして申請者がございませんので、残額分を減額補正してお

ります。 

続きまして、２９ページをお開き願います。 

２２目総務費熊本地震災害対策費です。１９節負担金補助及び交付金です。災

害復興支援住宅確保補助金減額２,０００万円です。続きまして、災害復興支援転

入費費用補助金減額９４６万７,０００円となっております。こちら今日現在で災

害住宅復興支援住宅確保プロジェクト３棟３６戸完成しておりまして、申請が２

軒分出ておりませんので、２軒分減額しております。続きまして、災害復興支援

転入等費用補助金です。こちらも見込んでおりました部分３件の転入部分の補助

しかしておりませんので、残りの部分を残額分を減額補正しております。 
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○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係 馬原でございます。 

同じく２９ページで、２２目総務費熊本地震災害対策費、２１節貸付金、こち

ら小規模事業者震災復興バックアップ事業貸付金のほうを８,６００万円減額させ

ていただいております。こちらが先ほど説明申し上げました歳入の４件に加えま

して、今現在で６件の申請が上がっております。それと別に２件、今相談を受け

てる状況でございまして、実績に合わせるような形で減額させていただいており

ます。 

続きまして４１ページをお開きください。 

６款商工費、１項商工費、３目観光費、こちらのほうの１９節負担金補助及び

交付金で４０万円減額しております。こちら熊本地震の発生に伴いまして、阿蘇

フォークスクールさんで例年開催しております「Ｇｅｎｅｓｉｓ-７」のほうが今

年度は延期ということでしたので、その分減額させていただいております。 

続きまして、同じく４１ページ、４目湧水館企画費、７節賃金、こちらのほう

１００万円減額させていただいております。こちらのほうも熊本地震の発生に伴

いまして、今年度の七夕まつりのほうを縮小して開催させていただきましたので、

そちらのほうで警備員費のほうを減額させていただいております。同じく８節報

償費、こちらのほうも２０万円減額させていただいております。こちらのほうも

同じように七夕まつりのほうを縮小開催させていただいた関係で、出展者に対す

る賞金のほうを行っておりませんので、その分の２０万円減額させていただいて

おります。 

以上でございます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 委員長、以上でございます。 

○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） 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をいたします。 

議案第２０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
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定をいたしました。 

続きまして、議案第２６号、平成２８年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会

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。 

予算書の６ページと７ページをお開きください。 

歳入です。利子及び配当金９,０００円減額補正となっております。内訳が自治

体基金分利息７,０００円、民間基金２,０００円、合わせまして９,０００円です。 

続きまして７ページ、歳出項目です。鉄道経営対策事業費のうち負担金補助及

び交付金等で減額２,２８０万円、２５節積立金９,０００円となっております。

こちら本会議でも政策推進課長が説明しましたとおり、２７年度に発生しました

脱線事故事業に関する経費を負担金で３,１００万円計上しておりましたが、４月

に発生しました熊本地震の影響によりまして、現在も事業のめどがたっておりま

せんので、損失補填を完了しております事業未実施部分の２,２８０万円につきま

して減額補正しております。自治体基金及び民間基金の利息が歳入予算に足りな

かったため９,０００円の減額というふうになっております。 

以上です。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 以上です。 

○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。 

［「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。 

これから本案につきまして採決を行います。 

議案第２６号、平成２８年度高森町鉄道経営対策事業基金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（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。 

続きまして、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題

といたします。 

説明をお願いいたします。 
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○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。 

一般会計の当初予算につきましては、政策的な部分、それから金額の大きい分

について担当係別ではなく予算書に沿って説明させていただきますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、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。 

予算書２３ページをお開き願います。 

１５款、２項、２目のうち３節消費者行政活性化補助金１１９万円です。こち

ら消費者行政相談員の補助事業分の歳入となります。後ほど支出項目で詳しく説

明いたします。続きまして、５節地方バス運行等特別対策補助金２５０万円です。

こちらも歳出項目で説明させていただきます。 

続きまして２６ページをお開きください。 

２６ページの下の段です。１５款県支出金、３項県委託金のうち２目総務費県

委託金です。２節統計調査費委託金、合計しまして２５万２,０００円です。平成

２９年度に学校基本調査費から始まりまして、７区分の統計調査が予定されてお

りますので、そちらの補助金に関します分を予算計上しております。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係 馬原でございます。 

続きまして、３０ページをお開きください。 

２０款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、こちら１節貸付金

元利収入のほうで小規模事業者持続化補助金先行貸付金といたしまして２,８００

万７,０００円計上させていただいております。こちらのほう、また歳出のほうで

も御説明申し上げますが、２９年度の歳出額と合わせて、今年度２８年度から２

９年度にかけて事業実施するのに伴いまして、先行貸付けを受けてる分がこちら

のほうに歳入のほうとして上がってくるような形となっておりまして、平成２９

年度につきましては、歳出より８００万７,０００円多い、２,８００万７,０００

円計上させていただいてるところでございます。 

以上でございます。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

続きまして、歳出項目説明いたします。３９ページをお開き願います。 

２款、１項、１０目企画費のうち１節です。報酬、消費者生活相談員報酬９５

万８,１００円と高森町総合戦略策定審議会委員報酬４万４,０００円、合計しま

して１００万３,０００円計上しております。消費者生活相談員としまして、現在、

警察ＯＢの北嶋相談員に月、水、金の３日間の行政相談日として窓口を開設して

おります。南阿蘇とも連携しておりまして、残りの火曜、木曜は南阿蘇村の庁舎
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で行政相談が開設されておりまして、熊本県の補助事業を来年度も活用しまして、

継続して相談窓口の設置を予定しているところです。 

続きまして、４０ページお開き願います。 

１４節高森町情報通信基盤使用料６,６０５万９,２８０円です。こちら平成２

７年に債務負担行為設定しまして、３年度目の計上となってまいります。下の段

にいきまして１９節負担金補助及び交付金です。予算額３,９７９万４,０００円

のうち、地方バス運行特別対策補助金２,６６１万８,０００円、乗合タクシー等

運行助成金５９万６,０００円です。こちらは先ほど歳入予算の中にも上がりまし

たが、今年度の実績によりまして同規模の運用を見込んでおりまして、今年度の

実績に基づきまして予算計上をしているところです。一番下の段です。天草・高

森横軸連携実行委員会負担金１００万円です。こちら平成２６年度に天草市と連

携協定結びまして、昨年度事務局を発足しまして、天草市と高森町１００万円ず

つ事業費負担金という形で事務局に出しまして、これから特産品の開発ですとか、

これまで続けてきました牛深ハイヤ踊り、高森の風鎮祭、そういった文化的な交

流ですとか観光の連携、物販のＰＲこういった部分の活動を広域的にやっていく

負担金として１００万円計上しております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

その下の１１目の地域振興費のほうになります。地域振興費のほうは、主に美

しい村連合関係の予算と、あと地域おこし協力隊の予算になります。主なものと

しましては、１節の報酬なんですけども、地域おこし協力隊員の報酬としまして

９１２万円、集落支援員の報酬としまして５５２万円のほうを計上しております。

地域おこし協力隊につきましては、現在、４名のほうを委嘱して活動を行ってお

りますけども、１名が任期が終了するものと、あと１名からちょっともう別のと

ころに行きたいという申し出があっておりますので、新規で２名追加する予定で

す。あと集落支援員につきましては、来年度は新たな取り組みになりますけども、

地方自治体が地域の実情に詳しい人材を集落対策の推進に関してノウハウ、知見

を有した人材を集落支援員として委嘱できるというところで、国のほうから支援

員１人当たり３５０万円を上限に特交措置のほうが受けられる制度になっており

ます。そちらのほうを活用しまして、町づくりに必要な人材のほうを募集する予

定で計上しております。 

続きまして、４１ページのほうをお開きください。 

１４節の使用料及び賃借料になります。こちらの主なものとしましては、地域

おこし協力隊の住居の借上料としまして２５８万２,０００円、あと地域おこし協

力隊が使う庁用車のリース料としまして１５８万４,０００円のほうを計上してお
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ります。その次の下の１９節負担金補助及び交付金になります。こちらのほうの

主なものとしましては、以前より続けております地域コミュニティ活動推進事業

助成金としまして１００万円、花のあるまちづくり推進事業助成金として７５万

円、その下の夢のある起業応援事業補助金、こちらのほうは仮称になりますけど

も、２４０万円のほうを計上させていただいております。そちらにつきましては、

現在、高森町の観光立町推進条例に基づきまして、熊本学園大学の会計専門職研

究室と過去２年にわたりましてさまざまな分野での連携を行ってきてる状況であ

りますけども、今回学生が、今現在大学３年生なんですけども、４年生になるに

当たって高森町のほうで起業をしたいということで町のほうに相談がありまして、

事業の内容としましては、高森の地元素材を活用した商品の企画、販売ですね、

あとは南阿蘇鉄道の復興に関するようなさまざまな事業を活動として予定してお

ります。大学高森町の支援を受けながら新しい産・学・官連携事業として、そち

らのほうの応援する費用としまして計上させていただいております。 

以上になります。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

４９ページお開き願います。 

２２節総務費熊本地震災害対策費、１９節負担金補助及び交付金です。災害復

旧支援住宅確保プロジェクト補助金２,０００万円、災害復旧支援転入等費用補助

金５００万円となっております。こちらは予算の概要書の中でも少し重なります

が、今年度に引き続きまして、熊本地震被害者への安心・安全な住宅提供及び南

阿蘇地域からの人口流出抑制を目的として、新規賃貸住宅建築者に補助金を交付

するために予算計上しております。補助額としましては事業費の５０％、上限の

１,０００万円です。予算額２,０００万円ですので、１,０００万円の２件に事業

所は予定しております。 

続きまして、災害復旧支援転入等費用補助金です。こちらは町内外の熊本地震

被災者の引っ越しに伴う負担軽減、南阿蘇地域からの人口流出抑制を目的としま

して、敷金礼金等の補助をこちらで予算計上しております。補助額としまして家

賃２カ月分を上限１０万円で補助したいと考えております。予算計上額５００万

円となっておりますので、１０万円を上限とした場合に５０件の転入者対策とし

てこちらは予算計上しているところです。 

続きまして、南阿蘇鉄道復旧支援対策チーム高森実行委員会補助金１５０万円

です。こちらは昨年７月２６日にこの実行委員会を立ち上げまして、実質活動が

２年目に入ります。現在、南阿蘇村と連携しまして、前回の委員会でも報告しま

したが、来年の４月から「南阿蘇復興チーム力」と南阿蘇村の「あそ望の郷」こ
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ちらは経済団体といいますか観光施設まで入れまして広域的な実行委員会に発展

しまして、現在この予算書には「チーム高森」と入っておりますが、４月から名

称を改称しまして、この「チーム高森」を除いた部分で名称で変更しまして南阿

蘇村と連携してやっていきましょうというところで、この実行委員会から本町に

対しまして１５０万円の予算要望があっております。同額の南阿蘇村に対しても

１５０万円予算要望があっておりまして、南阿蘇村は骨格予算ですが、この予算

計上があっているというふうにお伺いしているところです。この事業で南阿蘇鉄

道沿線地域の賑わいづくりですとか、イベントの実施ですとかそういった部分を

連携して実施していく予算にしたいと考えております。 

以上です。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係 馬原でございます。 

すみません、ページ少し飛びまして８７ページをお開きください。 

６款商工費、１項商工費、２目商工振興費でございます。こちらの負担金補助

及び交付金といたしまして、熊本県物産振興協会負担金５万円、商工会助成金４

５０万円、工業団地企業連絡協議会助成金１０万円、肥後六華の会会費１２万円、

企業誘致連絡協議会負担金１０万円の計４８７万円計上させていただいておりま

す。 

続きまして、８８ページのほうをお開きください。 

６款商工費、１項商工費、３目観光費、こちらの１３節委託料といたしまして、

今年度から風鎮祭実行委員会のほうから要望がありまして、風鎮祭の花火の打ち

上げ委託料１００万円、それと併せまして、現在、高森町がＰＲのときに使って

おります「風まる」の着ぐるみが以前つくって５年程度経過しておりまして、経

年劣化による素材が悪くなっている部分と、あれがどうしても大きいもので移動

が車でないとできないような形で、一度東京に運ぼうとしたら輸送量が１０万円

かかると言われたのもありまして、今度はちょっとエアー式で「風まる」のほう

をつくらせていただければ、トランクに入るような形で空気で膨らませるような、

「ひごまるくん」か熊本市の熊本城のゆるキャラとか、ああいうふうな形でエア

ー式でつくらせていただければということで、「風まる」着ぐるみの制作委託料

といたしまして６６万９,６００円計上させていただいております。同じく観光費

の１９節負担金補助及び交付金といたしまして、熊本県観光プラットフォーム構

築事業負担金、こちらのほうは平成２７年度から実施させていただいておりまし

て、平成２７年度は南阿蘇鉄道を活用した旅行商品の造成で、今年の平成２８年

度は熊本地震の発生に伴いまして、急きょ、バスツアーの造成のほうをいたして

おります。こちら熊本県と合同で行う熊本県観光プラットフォーム構築事業負担
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金として１００万円、それと風鎮祭の助成金として２７５万円、など合わせまし

て計６７３万１,０００円計上させていただいております。 

続きまして同じく８９ページ、４目湧水館企画費、こちらの８節報償費といた

しまして、七夕まつり商品代８３万円、クリスマスファンタジー商品代７８万円

の計１６１万円計上させていただいております。また、同じく湧水館企画費の１

３節委託料といたしまして、平成２７年度に設置いたしましたプロジェクション

マッピング保守点検委託料として１７２万１,５２０円、それと湧水トンネル誘導

灯設置委託料として１００万円計上させていただいております。こちらの湧水ト

ンネルの誘導灯設置の委託料の内容といたしましては、トンネルの中に設置して

おりますウォーターパールまで何メートル、出口まで何メートルという表裏の案

内板を電気で光るような形式で設置させていただきますのと、通路沿いちょっと

暗くて足元が見えないというお話しいただいておりますので、そちらの暗い部分

に際に沿った形で電気を設置させていただければと思ってるところでございます。 

続きまして、ページ飛びまして９３ページお開きください。 

同じく６款商工費、１項商工費、７目の観光交流センター管理費といたしまし

て、観光交流センター指定管理料といたしまして、１３節委託料で３５０万円計

上させていただいております。それと、１５節工事請負費といたしまして、観光

交流センター裏入口ＬＥＤ防犯灯設置といたしまして１３万円計上させていただ

いております。こちらのほうが裏口です。スーパーよつかどの脇の道をまっすぐ

下りてきて、川といいますか土手の上を歩く橋のところがどうしての夜間が暗い

というふうなお話を伺っておりますので、そちらのほうにＬＥＤの防犯灯のほう

を設置させていただければと思ってるところでございます。 

続きまして、９４ページお開きください。 

６款商工費、１項商工費、９目商工費熊本地震災害対策費、２１節貸付金とい

たしまして、こちら先ほどお話ししましたとおり、小規模事業者持続化補助金の

ほうが補正予算で追加になった関係上、２８年度、２９年度と２カ年にまたがっ

て経産省のほうで行われる事業となっておりますので、こちらのほう３００万円

の事業に対して、最大３分の２で２００万円補助される事業となっておりますの

で、２００万円×１０件分の２,０００万円予算のほうを計上させていただいてお

ります。 

以上となります。 

○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。 

１点補足をさせていただきます。４９ページの災害復興支援住宅確保補助金に

つきましてなんですけど、昨年度、一応３軒分申請をいただいておりまして、２
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軒についてはもう完成をいたしまして入居もされております。そちらについては

あと１部屋で埋まってしまうということです。もう１棟につきましては今週中に

一応完了ということで竣工検査が予定しております。一応、その３棟が全部埋ま

った後にちょっとこの補助金については皆さんに対して周知をしようかと思って

おります。といいますのが、町の補助金で建てたいという、空き部屋があるのに

対してまた次の補助金というのも、ちょっと先に建てていただいた方との兼ね合

いというのもありますものですから、とりあえず予算の確保させていただいて、

その２,０００万円についてはたぶん埋まってしまうと思いますので、ですから４

月にすぐに事業実施というような予定ではなく、アパートの満室状況を見極めま

してから営業を実施させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま予算の各項目について説明が終わりました。 

これから質疑を行いたいと思います。質疑ございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

４１ページの地域おこし協力隊の庁用車リース料１５８万円、これ何台分のリ

ースね。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

１台になります。 

○委員（牛嶋津世志君） １台で１５０万も年間費かかるならお買い上げしたほうが

いいんじゃないんですか。何年も１５０万、もう２年で３００万になるんだよ。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

３年間のリースとしてまして、３年の返済が終わった後には町のほうに。 

○委員（牛嶋津世志君） 購入予定。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

こちらのほうの地域おこし協力隊の費用につきましてがソフト事業になります

ので、購入の部分は特交措置にはならなくてリースになりますので、３年間リー

ス料で賄った後にリースが返済後には町の公用車としてなる予定になっておりま

す。 

○委員（牛嶋津世志君） はい、分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。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） ないようでございますので、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］ 



 － 4 3 － 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決をいたします。 

議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算については、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

定をいたしました。 

続きまして、議案第３３号、平成２９年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会

計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 

予算書の６ページ、７ページをお開きください。 

６ページ、歳入です。１款、１目のうち利子及び配当金です。計上額２５万２,

０００円です。内訳が自治体基金に２１万８,０００円、民間基金分３万４,００

０円の利子となっております。 

続きの７ページ、歳出です。鉄道対策事業のうち２５節積立金です。利子をそ

のまま積立金のほうに計上しております。今回、南阿蘇鉄道の復旧スキームもま

だ決まっておりません状況で、まだです。どこをこの基金を繰り入れるかですと

か、そういった部分のまだ協議といいますか、そこにまで至っておりませんので、

平成２９年度におきましては、まずはこの利子部分を予算計上しまして、今後４

月以降、国土交通省より南阿蘇鉄道の復旧スキームも示されると思われますので、

その状況を見まして、また南阿蘇鉄道の取締役会の決定を受けまして、こちらの

基金の取り扱いについてはまた協議をさせていただきたいと考えております。 

以上です。 

○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。 

補足をさせていただきます。住民基金のほうについてなんですけれど、昭和６

０年当時で、２,１６０万というのが住民基金の始まりでした。この利息について

は、住民基金の分については住民基金のほうに同じように積み立てをさせていた

だいております。今年度末で、だいたい３,３９０万円、約３,４００万になりま

す。今後この運用については今のところは使わないというふうになってるんです

けど、この３,４００万の運用については、ちょっと今後は協議の的になってくる

かと思いますし、仮に返すというふうにいたしましても、２,１００万円、元本を

返せば残りの１,３００万は利率分になりますものですから、それは南阿蘇鉄道の

ほうに入れるのかとかという、いろいろちょっと議論の対象になってまいります
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ので、住民基金についてはまた今後取締会と協議のあとにまた御説明させていた

だきたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 政策推進課の説明が終わりました。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑はないようでございますので、討論に移ります。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） それでは、本案につきまして採決をいたします。 

議案第３３号、平成２９年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算につい

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

定いたしました。 

以上で、政策推進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。 

御苦労さまでございました。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５０分 

再開 午後２時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開をいたし

ます。 

本委員会に付託されました総務課関連の議案第９号、高森町駐在嘱託員設置条

例の一部改正についてを議題といたします。 

総務課の説明をお願いいたします。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。それでは説明させていただきます。 

議案第９号、高森町駐在嘱託員設置条例の一部改正についてですけども、こち

らは本会議の中で総務課長のほうが提案説明をされたとおりでございまして、駐

在嘱託員を定員３２名を３３名に改めまして、中身といたしましては、大字高森

の昭和地区を南と北に分けるということで、一部改正をさせていただきたいと思

います。境界につきましては、１０番、佐伯議員の御質問にありましたとおり、

大まかに分けていただきまして、中川原団地に行く道を境に南北と、あと中学校

北側の道路で南北に分けるということで昭和地区を二つに分けるということでさ
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せていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○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） 質疑はないようでございますので、これから討論を行いま

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。 

これから本案について採決をいたします。 

議案第９号、高森町駐在嘱託員設置条例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

定いたしました。 

次に、議案第１１号、職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

議案第１１号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について説明

をいたします。この条例はこちらも本会議の中で総務課長のほうから提案説明が

ありましたとおり、平成２８年１２月の育児休業、介護休業等、または家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして、本条例

の改正を行うものでございます。具体的には、まず一つに、介護休暇を三つの期

間に分割して取得できるようにするということで、対象となる家族１人につき通

算６月まで３回を上限として介護休業を分割して取得可能となったということと、

あと二つが、介護時間は１日につき２時間を超えない範囲内で取得することがで

きる。ただし、１時間当たり給料が減額されるということでございます。三つ目

に非常勤職員の要件緩和ということで、この介護休業の申し出ができるというこ

とがこの一部改正によりできることとなっております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上、総務課の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） これで質疑を終わります。 
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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。 

これから本案について採決いたします。 

議案第１１号、職員の勤務時間、休憩等に関する条例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ございませんか。 

［「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。 

続いて、議案第１２号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。 

これにつきましても、議案第１１号と同様、法律の改正に伴う改正でございま

す。追加説明等がなければもう質疑に移りたいと思いますが、よございますか。 

○総務係長（岩下雅広君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） では、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） 質疑が無いようでございますので、これから討論を行いま

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） 無いようでございますので、議案第１２号、職員の育児休

業等に関する条例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

定をいたしました。 

続きまして、議案第２０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けれども、説明に当たりましては予算書のページを追

って順次説明方をお願いいたしたいと思います。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐 岩下です。よろしくお願いいたしま

す。 

まず１ページをお開き願いたいと思います。 

まず第１条の歳入歳出予算の補正というところですけれども、今回４億９,２０

０万円ほど減額ということになりました。熊本地震の関係の対応する経費、ある
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いは降灰対策の関係の経費等の見込みから大きく減額ということになっておりま

す。財政のほうで取りまとめておりますので、総額そういう形になっております。 

続きまして、６ページをお開きいただきたいと思います。 

第２表繰越明許費を計上させていただいております。総務課関係の繰越事業は

ございませんが、こちらも財政のほうで取りまとめをいたしておりますので、こ

ちら七つの事業につきまして繰越明許ということで設定させていただきたいとい

うことでございます。 

次の７ページです。第３表債務負担行為の補正というとこです。こちらは２９

年度の年度明けすぐ、ほとんどが４月１日から契約が発生する業務等、その内容

につきまして２８年度から、前の年度から契約の準備ができるようにということ

で債務負担行為の設定をするものでございます。 

続きまして、次の８ページをお開き願いたいと思います。 

第４表地方債の補正というとこです。こちらも財政のほうで取りまとめを行っ

ております。それぞれの事業の実績、または実績見込みによる全て減額となって

おります。一部見込みもございますけれども、全て減額ということになっており

ます。 

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。 

まず１２ページをお開き願います。 

第６款地方消費税交付金につきまして３５３万８,０００円減額しておりますけ

れども、これはもう地方消費税交付金確定いたしましたので、それに伴う減額で

ございます。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

１５ページをお開けください。 

１４款、第２項、第２目、第２節のマイナンバーシステム整備補助金でござい

ますけども、こちらは平成２８年度総務省分で中間サーバーに係るシステム改修

分ということで、これは補助率１０分の１０です。１２万４,０００円の追加をし

ております。 

１６ページをお開けください。 

第１４款、第３項、第２目、第２節の自衛官募集委託金です。こちらのほうに

つきましては、当初１万９,０００円の予算を計上しておりましたが、実際の交付

が２万円ということで交付がありましたので、１,０００円の増額をしております。 

２０ページをお開けください。 

第１５款、第３項、第２目、第４節参議院議員通常選挙委託金で５４２万８,０

００円の減額をしております。こちらは９月の補正で読み取り集計機の購入代金
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を計上しておりましたが、災害の大きかったところの市町村に配分がなされまし

て、この当初計画しておりました読み取り集計機の交付を受けられなくなりまし

たので、その分を減額させていただいております。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） その次のページの２１ページの中ほどの財産収入の

利子及び配当金のところで、基金運用収入の３,０００円を追加させていただきま

した。これは年度末で社会福祉振興基金等四つの基金を廃止するということで、

そこで発生する利子３,０００円の収入を計上させていただいております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

第１７款寄附金につきまして、マイナス１６０万円の減額をしております。こ

ちらにつきましては、県から委託されます義援金関係の配分について、一旦こち

らに、一般会計のほうで受け入れておりましたが、県からの指導で歳計外のほう

で取り扱うべきであるということを指摘されておりますので、こちらの分で移し

替えまして、各配分を行っております。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

２２ページをお開きいただきたいと思います。 

基金繰入金です。財政調整基金繰入金。今回の補正によります財源調整で今回

繰入金を９,０９３万円減額ということになります。次の災害基金繰入金につきま

しては９０万円の減額でございますけど、これは一部損壊家屋の見舞金ですね、

３０万円以上修理がかかった世帯に対する見舞金３万円を１５０万円計上してお

りましたけれども、現在の申請状況からしまして、２８年度で一応６０万円を確

保させていただくということで、残り９０万円は減額させていただくということ

で計上させていただきました。次の社会福祉振興基金、土地開発基金、ふるさと

づくり対策事業基金、中山間ふるさと・水と土保全基金、この四つにつきまして

は３月末で条例廃止ということで、一旦、一般会計のほうで繰入れさせていただ

いて、後ほど歳出でも出てきますが、財政調整基金のほうへ積み立てるという流

れになります。 

次の２３ページです。第２１地方債につきましては、先ほど地方債の補正で御

説明のとおりです。 

続きまして、歳出に移らせていただきます。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

２５ページをお開けください。 

歳出につきましては、総務係関連で人件費、給与、職員手当、共済費の補正を

行っております。主に１月分の給与支給実績をもとに２月分、３月分を見込みま
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して、給料額と職員手当と共済費の減額または増額の補正を行っております。第

１款の議会費につきましては、給料、職員手当、共済費ともに減額をしておりま

す。第２款総務費、第１項、第１目の一般管理費ですけども、こちらも給料額は

減額をしておりますが、職員手当につきましては、退職手当の組合の特別負担金、

こちらは定年前の退職者が１名追加で出てこられましたので、その分の負担金と

して４４５万１,０００円が必要となりますので、その分を増額させていただいて

おります。共済費につきましては、また減額しております。 

２６ページをお開けください。 

賃金につきましては、１８０万円を減額させていただいております。こちらは

休職した時等に係る臨時的な臨時職員の賃金を計上しておりましたが、不用とな

っておりますので減額しております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係 緒方です。 

続いて、第１０節交際費につきまして３０万円の減額しております。こちらに

つきましては、今年度熊本地震の影響で、特に上半期の慣例的な行事等が軒並み

取りやめになりましたので、その分交際費につきましても不用な金額が出ており

ますので、３０万円減額させていただいております。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

１２節の役務費につきましては、郵便料の不足分を見込みまして５万円を増額

させていただいております。 

続きまして１３節の委託料、こちらに横に書いてあります職員研修委託料、産

業医委託料、職員採用試験委託料については実績に伴いまして減額をさせていた

だいております。これ以外に派遣職員の業務委託料ということで当初計上してお

りましたが、６月分支払いまでで不用となっておりますので、２００万円の減額

をさせていただいております。１４節の使用料及び賃借料につきましては、駐在

嘱託員の研修旅行のときに使用する予定でしたバス借上料を減額させていただい

ております。参加者が少なかったために中止をしたという理由で減額をさせてい

ただいております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係 緒方です。 

続きまして、第１９節負担金補助及び交付金マイナス６,０００円減額しており

ます。こちらにつきましては、地域活性化協議会負担金ということで、亀井静香

さんが代表をされてる協議会ですけども、熊本地震の影響を考慮して今年度分負

担金はいただかないということで申し入れがありましたので、その分減額してお

ります。 

以上です。 
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○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

２行飛びまして、第３目の財政管理費です。１３節委託料で公会計の関係です

けども、連結財務諸表作成支援業務委託料、実績に伴う減額です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

２７ページをお開けください。 

第８目車輌管理費、１１節需用費ですけども、こちらは公用車のタイヤ代４台

分を消耗品として１６万円増額させていただいております。修繕料につきまして

は、同じく公用車の修理代ということで２０万円を増額させていただいておりま

す。１２節の役務費につきましては、車検点検時の手数料ということで２６万円

を減額させていただいております。 

続きまして、同じページの１２目の電算費ですけども、１２節の役務費につき

ましては、公共施設間のインターネット通信料ということで７０万円を減額させ

ていただいております。次の１４節の使用料及び賃借料につきましては、こちら

横に書いてあります総合行政システム端末機リース料、同じく機器のリース料、

ＡＰＳサービス利用料、庁内ＬＡＮシステム機器リース料、連続帳票裁断機リー

ス料の減額をさせていただいております。合計で５９万１,０００円の減額です。

１９節の負担金補助及び交付金につきましては、自治体間中間サーバープラット

フォーム負担金ということで１２万４,０００円を増額させていただいております。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長 佐藤です。 

朋遊館管理費ですけれども、次のページにもわたりますが、需用費、燃料費４

４万１,０００円減額、それから委託料もろもろ１０７万４,０００円の減額とな

っております。機器の故障等で閉館をしておりました部分で減額になった部分が

ございます。業務委託につきましては、御承知のとおり３月３１日をもって休業

いたします関係で、新年度になってから清掃等の業務を行うという予定にしてお

りますので、年度内の委託料については減額させていただくということで提案を

しております。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

２８ページをお開けください。 

１６目交通安全対策費の第７節の賃金につきましては、交通安全施設の整備賃

金ということで、実際、整備をする箇所が少なかったためにマイナス１５万円を

減額させていただいております。９節の旅費につきましては、交通指導員さんの

費用弁償及び旅費の減額をさせていただいております。１万３,０００円の減額で

す。１９節の負担金補助及び交付金につきましては、交通安全教育講習負担金と

交通災害負担金の減額をそれぞれさせていただいておりまして、合計２万５,００
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０円の減額をさせていただいております。 

続きまして、２９ページをお開けください。 

２０目の庁舎等管理費ですけども、１１節の需用費、こちらは総合センターの

光熱水費につきまして、実績によります減額でございまして、１００万円の減額

をさせていただいております。１２節の役務費につきましては、電話料の見込み

による減額ということで１５万円を減額させていただいております。委託料につ

きましては、施設の清掃委託料ということで、こちらは３２万４,０００円の減額

をさせていただいております。１８節の備品購入費につきましては、地域包括支

援センターの備品整備ということで、新しく社会福祉協議会のほうにこの業務を

委託することに伴いまして、今の部署とは違う場所に事務所を設ける必要があり

ますので、机及びその他、戸棚類、あと椅子、テーブル類を購入する代金を計上

させていただいております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

第２２目総務費熊本地震災害対策費の中で、第８節報償費及び第９節旅費を減

額しております。こちらにつきましては、今年度の補正予算で増額を計上させて

いただいておりましたけれども、実際、相馬市の立谷市長、また前武雄市長の樋

渡氏、ともにこちらの熊本地震に対する復興の支援業務としてそれぞれの団体で

経費として対応されるということでしたので、謝金等は支払いはいらないという

ことで申していただきましたので、それぞれ報償費につきまして４０万円、旅費

について２０万円をそれぞれ減額しております。 

以上です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

同じく１１節の需用費、修繕料でございますけども、こちらは地震の影響によ

ります庁舎等の修繕料が、もう該当がないということで２６８万６,０００円を減

額させていただいております。 

３１ページをお開けください。 

第２款、第４項、第１目選挙管理員会費でございますけども、こちらは選挙管

理委員等の旅費として２万７,０００円を減額させていただいております。 

続きまして、第２目の参議院議員通常選挙費ですけども、こちらも選挙執行後

の減額で、主なものにつきましては、１８節の備品購入費、先ほど歳入のほうで

も御説明いたしました自書式投票用紙の読取分類機こちらの分を減額させていた

だいております。合計で５８９万円の減額です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

３４ページをお開きいただきたいと思います。３４と３５になりますが、介護
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保険事業費、こちらで法定外の操出金というのが出ております。３４ページ真ん

中ぐらいになります。法定外操出金で２,０２８万３,０００円、これが介護保険

事業です。 

次のページの上のほうに国保の分の操出金法定外が８,５８９万５,０００円と

いうことで、これは健康推進課の関連でございますけれども、一般会計にも大き

く影響しておりますので、財政としましても補正予算を提案する前に、かなり担

当課とやり取りをいたしました。昨日、芹口議員の御質問でもあられましたよう

に、特に国保につきましては、私が平成２３年度から関わっておりますけれども、

平成２３年度以降、法定外操出金というのが発生しております。年度によって大

きな額、８,０００万近く繰り出したときもあれば、逆に、その関係でその次の年

度繰り出す必要がなかった年度もあったりしています。平均すると大体４,０００

万から５,０００万円ぐらい毎年ですね、の財源不足という状況になります。今回

もかなり原因とか今後の対策とか一応いろいろやり取りをしたところではありま

すが、一般会計としましてもここで１億以上の繰り出しになるので、議員さんへ

の説明というか、必要じゃないかというところで話をさせていただきました。会

計自体では、文教厚生委員会のほうになりますので、そちらのほうで詳しく説明

をされると、資料もちょっと見させていただきましたけれども、詳しい説明資料

もつくっていただいて、文教厚生常任委員会のほうで御説明があるというふうに

聞いております。主なところは以上です。 

次の３６ページをお開きいただきたいと思います。 

３６ページの下のほうです。民生費の災害救助費の一番下のところになります

けど、扶助費で災害見舞金（一部損壊家屋）というところで、こちら総務課のほ

うで今回担当させていただいております。先ほど歳入のほうでマイナス９０万さ

せていただきました。予算の残りとしましては６０万円、３万円×２０件を今年

度の予算でさせていただいてます。実際、申請があっておりますのが、本申請５

件です、今のところ。昨日現在で５件でした。一応、予算上は２０件分は確保し

ている状況です。また、新年度でも上げておりますが、それはまた後ほど当初予

算のほうで説明さ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。 

４３ページをお開けください。 

第８款、第１項、第２目非常備消防費でございます。第１１節の需用費につき

ましては、こちらは新入団員もしくは団員の装備品及び活動服一式等を地震対策

費で、消防費地震対策と後ほど出てきますけども、そちらのほうで支出すること

が可能でございましたので、当初計上しておりましたその分を減額させていただ
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いております。５０２万８,０００円を減額させていただいております。次の１９

節負担金補助及び交付金につきましては、熊本地震の影響によりまして、郡及び

県の消防ポンプ操法大会が中止になりましたので、この助成金が不用となりまし

たので減額させていただいております。 

第３目の消防施設費につきましては、１９節の負担金補助及び交付金ですね、

次の４４ページになります。すみません。第１３分団の格納庫新設整備事業とい

うことで当初計上しておりましたが、こちらの１３分団が河原保育園跡地の施設

を改修し、そこを格納庫及び詰所とするための整備をされましたので、７０万円

の減額をさせていただいております。次の第４目防災管理費につきましては、防

災官の給料及び職員手当につきまして給料額を２５万２,０００円の減額、職員手

当を１５万円の増額、こちらは時間外手当の増額をさせていただいております。

第５目消防費熊本地震対策費でございますけども、こちらの１１節需用費につき

ましては、先ほど言いました消防団及び新入団員が装備品の単価見積りによりま

して４５万円の減額をさせていただいております。 

私のほうからは以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

４９ページをお開き願います。 

第１１款公債費につきましては、元金と利子それぞれ財源の組み替えとなって

おります。これは住宅使用料の収入等ですね、これを公債費の財源として充当す

る予定でしたけれども、若干、住宅使用料がマイナスということで、この財源に

つきましても一般財源に組み替えるという財源組替でございます。第１２款諸支

出金の財政調整基金費です。先ほど四つの基金を廃止するということで説明しま

した。その分を財政調整基金へ積み立てるという予算でございます。 

以上、一般会計補正予算につきまして説明を終わりたいと思います。よろしく

お願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま一般会計補正予算について、各費目にわたりまし

て説明がございました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

［「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。 

これから本案について採決いたします。 
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議案第２０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。 

次に、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計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。 

予算書の８ページからお願いいたします。 

第２表債務負担行為です。これは平成３０年度からの期間で高森町教職員のパ

ソコンリース料ということで、債務負担の設定をさせていただくものでございま

す。２９年度につきましては、予算書に歳出予算で確保しておりますので、３０

年度からの債務負担ということになります。 

次の９ページの第３表地方債です。こちらも総務課のほうで取りまとめており

ますので御説明いたします。まず一つ目、情報通信基盤の使用料ということで、

これは過疎債ソフト分５,６５０万円と、あと臨時財政対策債ですね、これは昨年

度と同額１億３,０００万です。５番目は防災施設整備事業で公共事業等債で、６

番目が同じく防災施設整備で緊急防災減災事業債という起債で、７番目が消防施

設整備事業で過疎債で対応させていただくというところで提案で、地方債の合計

としましては４億３,５７０万円ということで提案させていただいてます。 

続きまして、歳入に移らせていただきます。１３ページをお開き願います。 

１２ページから歳入になりますが、１３ページの中ほどの第２款地方譲与税か

らが財政係で予算要求をさせていただいております。いずれも２８年度の実績見

込み、それから国の動向によって算出させていただいております。 

主なところを説明いたします。１４ページをお開き願いたいと思います。 

第７款ゴルフ場利用税交付金でございますけれども、本年度は１００万円の予

算預金させていただきました。前年度２１０万円ということですが、これは阿蘇

高森ゴルフクラブの経営状況によって大きく変わります。今、経営状況が不振と

いう話を聞いております。来年度は大幅に減額するのではないかという見込みの

もとに１００万円ということで計上させていただいております。 

次の１５ページの第１０款地方交付税です。地方交付税につきましても合わせ

て６,０００万円減額で見ております。普通交付税が１８億７,０００万、前年度

から７,０００万円の減額、率にすると３.６％の減額となります。特別交付税に
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つきましては、２,０００万円増額して７,０００万円というところで計上させて

いただきました。これは地域おこし協力隊ですとか、生活集落支援員この辺りが

特別交付税で確実に見込める数字というところがありますので、その分プラスし

て特別交付税で７,０００万円というところで計上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。 

第１２款、第８目消防費分担金でございますけども、第１節の消防施設整備事

業費分担金ということで１１０万円を計上させていただいております。内容とし

ましては、第４分団２部詰所解体及び新築工事分の分担金として計上しておりま

す。こちらは上在地区のほうで協議をされまして、現在の第４分団２部の詰所を

一度解体して同じ場所に建て替えをするということで言われておりますので、１

０分の１の分担金をここに計上しております。設計と解体と新築合わせまして１,

１００万程度かかる見込みです。 

１６ページをお開けください。 

第１３款、第１項、第２目総務費使用料ということで、高森総合センターの使

用料３６万円を計上しております。 

次に、２０ページをお開けください。 

第１４款、第２項、第８目消防費国庫補助金といたしまして、第１節消防防災

施設整備費補助金５３８万６,０００円、こちらのほうは町内２カ所に水利のない

新興住宅地等に防火水槽を１基ずつ整備する予定でございまして、その分の補助

金です。２分の１の補助がありますので、だいたい１カ所当たりが５３８万６,０

００円かかる見込みでございます。２カ所分の補助金です。 

続きまして、第２節復興まちづくり総合支援事業補助金ですけども、５６７０

万円を計上しております。こちらも補助率は２分の１の補助であります。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

２８ページをお開き願います。 

第１６款財産収入で利子及び配当金５６７万６,０００円、基金運用収入を計上

させていただいております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

第１７款寄附金の内訳になります。まず上から２番目、ふるさと応援寄附金と

して８,０００万円を計上させていただいております。こちらにつきましては、概

要書にもございましたけども、今年度の実績がおよそ８,５００万円ということで、

それの近似値で８,０００万円を計上しております。 

続いて２９ページに移ります。 

同じく寄附金のうち第２節熊本地震災害寄附金ということで、一般の災害寄附
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につきましては総務課の私のほうで担当しておりますので、見通しでの基金があ

る可能性があるということで１,０００円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。 

すみません、ちょっと戻っていただきたいと思います。恐れ入ります２６ペー

ジにすみませんが戻っていただきたいと思います。 

２６ページの下のほうです。第３節の権限委譲事務委託金ということです。火

薬取締法に基づく事務以下ですね、このことにつきましては平成２８年度の実績

により予算を計上させていただきました。 

続きまして、また戻っていただいて２９ページです。第１８款基金繰入金です。

財政調整基金繰入金、これは財源不足ですね。今回の予算を編成するに当たりま

して、今回１億５,７００万円を財政調整基金から繰り入れるというものでござい

ます。次のふるさと応援基金繰入金も、これは２,０３７万１,０００円ですけれ

ども、概要書にも記載しております。そういった内容で計上させていただくもの

でございます。災害基金繰入金につきましても必要な事業に充当させていただく

ために３００万円繰入れをさせていただくというものでございます。次の第１９

款繰越金につきましては８,０００万円、若干増額しておりますが、これも２７年

度から２８年度、今繰越事業がかなり多くなっておりまして、その繰越事業の関

係で一般財源を余裕を見てる部分もありまして、一般財源が余る分がかなり予測

できます。ですので、前年度の６,０００万円から２,０００万円増額の８,０００

万円で繰越金を計上させていただいたところです。 

３０ページをお開きいただきたいと思います。 

第２０款諸収入の雑入の第２節の雑入ですね。財政のほうでオータムジャンボ

宝くじの市町村交付金、これは２８年度の実績に基づくもので予算要求していま

す。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

３１ページをお開けください。 

同じく第２節の雑入の中でまちづくり支援自動販売機設置電気料ということで

４万２,０００円、こちらはそこの庁舎の入り口にあります緑色の自動販売機です

ね、あの分の電気料ということで計上しております。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

市町村振興事業補助金の５０万円というものがありますけれども、これももう

市町村振興協会から配分されるもので、高森町では風鎮祭とかそういったものに

充当をさせていただいているものでございます。次の第２１款町債につきまして
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は総務費債、臨時財政対策債以下、先ほど地方債のところで説明いたしましたと

おりでございます。 

続いて歳出に移らせていただきます。 

○委員長（芹口誓彰君） よございますか、歳出の説明に当たりましては、例年経常

的に計上されている部分については説明されなくても結構でございますし、また

新規の分についても、１００万円以下のような少額の部分については特別に説明

がある分については別ですけれども、省いても結構でございますので、そういっ

たふうによろしく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。 

３４ページをお開けください。 

第２款、第１項、第１目一般管理費の第１節報酬の中に非常勤職員報酬とあり

ます。こちらは電話交換業務の非常勤職員を雇用する予定でございますので、そ

の報酬を計上させていただいております。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

３５ページの旅費につきまして、特別職旅費として１４０万円上げております。

こちらにつきましては、町長分の旅費になりますけども、過去の実績に基づく２

０万円増額させて計上させていただいております。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

４２ページをお開けください。 

第２款、第１項、第１２目の電算費で１８節の備品購入費でございます。こち

らは１７１万１,０００円を計上しておりますが、内容としましては、現在、各課

で使用しておりますプリンターですね、総合行政とかパソコンにつながっている

プリンターを１５台更新する予定で計上しております。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長 佐藤です。 

次のページですね、朋遊館管理費ですけれども、先ほど補正のところで若干お

話をいたしましたとおりに、２９年度は最低限のメンテナンス行いたいと思いま

すが、事業費等については修正漏れがござまして、大きな金額になっております。

これは新年度になりましてから精査をいたしまして減額をさせていただきたいと

思っておりますので、御了承いただきたいと思います。申し訳ございません。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

７１ページまで、すみません飛ばさせていただきたいと思います。 

７１ページのちょうど真ん中辺りの第３款民生費の災害救助費のところになり

ます。こちらで熊本地震の関係で、熊本地震災害見舞金一部損壊家屋ということ

で６０万円ですね、こちらも２０件の３万円ということで予算を計上させていた
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だきました。ただ、これにつきましては平成２８年度中に仮申請をしていただい

た方が対象となります。今のところ昨日現在で仮申請もまだ３件しかございませ

んでした。今日なんか１件上がってきてるような感じで、今のところ今日時点で

４件のところです。年度内でどれだけ仮申請があるかというのにもよりますけれ

ども、一応、予算上は２０件確保させていただいております。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

大きく飛んでいただきまして１０２ページをお開けください。よろしいですか。 

第８款、第１項、第３目の消防施設費の中で１３節の委託料、こちらのほうで

１００万円計上させていただいております。内容につきましては、第４分団２部

の詰所解体及び新築の設計業務委託ということで、委託料を１００万円計上させ

ております。 

続きまして、１５節の工事請負費、こちらにつきましては耐震性の防火水槽設

置工事ということで、町内２カ所の分１,１３７万２,０００円と先ほどの第４分

団２部の詰所解体及び新築工事１,０００万円分を計上させていただいております。 

続きまして、１０３ページをお開けください。 

第８款、第１項、第４目の防災管理費になりますけども、こちらのほうで第１

１節の需用費の中の消耗品、こちらの中で戸別受信機の更新分の購入をここで計

上しております。戸別受信機を１００台分、あとそれに伴うアンテナ等の購入を

ここで計上しております。２９２万円です。 

続きまして、１２節の役務費につきまして、所有権移転の登記手数料というこ

とで１００万円を計上しております。こちらにつきましては、後から出てきます

防災拠点センターの用地取得に掛かる所有権移転の登記手数料と、色見地区の広

域避難所の用地取得に掛かります登記手数料をここで計上しております。１３節

の委託料につきまして、防災無線戸別受信機の交換作業委託料ということで１４

４万円を計上しております。こちら１カ所当たり約１万８,０００円ほどかかる交

換作業につきまして、その業務を委託するものでございます。高森色見地区の戸

別受信機の交換につきましては、本体と電源を差し替えるだけでいいんですけど

も、草部野尻地区の戸別受信機につきましては屋外アンテナの取り替えからする

必要がありますので、その分の経費を計上しております。 

続きまして、高森町総合防災マップ等作成業務委託料につきましては１００万

円を計上しております。こちらにつきましては、通常ならば防災マップつくるの

に３００万から４００万円ほどかかります。ただ、今回のやり方としましては、

電話帳等と同じように広告を載せさせていただいて、その広告料を元にこの経費

を少しでも安くあげるということで、その分で作成をしたいと思います。その経
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費が１００万円です。 

続きまして、防災総合情報システム整備委託料といたしまして７,４９０万１,

４５６円を計上しております。こちらにつきましては、現在、総務課長の後ろの

壁にあります大型ディスプレイですね、あそこのほうで常時映し出しております

防災情報ですね、あのシステムを正式に導入ということで、現在は実証実験段階

で試用期間でございますけども、２９年度において正式に導入させていただきた

いと思いまして、ここに整備委託料ということで計上しております。あとは防災

拠点センター実施設計業務委託料３,６００万円と防災道路実施設計業務委託料１,

５００万円、防災公園実施設計業務委託料ということで２,０００万円を計上して

おります。その次に、防災無線デジタル化調査・実施設計業務委託料ということ

で、現在の防災行政システムですね、それをデジタル化にするための実施設計業

務ですね、その業務委託料について計上しております。 

続きまして１０４ページをお開けください。 

１７節の公有財産購入費ですけども、こちらは防災拠点センターの用地取得費

２,９３０万円、色見地区広域避難所用地取得費１,２１０万円を計上させていた

だいております。 

続きまして、１８節の備品購入費３２４万円でございますけども、こちらは平

成２８年度に引き続きまして、避難所の備蓄倉庫をあと４カ所設置させていただ

きたいと思いまして計上させていただいております。４カ所の場所につきまして

は、芙蓉館と湧水トンネル公園の中と朋遊館とあと高森町観光交流センターのほ

うに設置させていただきたいと思っております。 

私のほうからは以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

１２７ページまで飛ばさせていただきます。 

１２７ページの一番下、公債費で元金、利子とも減額となっております。昨年

度よりも減額。併せて公債費につきましては１,１９０万ほど公債費は減額という

ふうになっております。 

次のページまで移らせていただいて、１２８ページのところでトータルの前年

度よりも１,１９１万２,０００円ということで公債費は減額です。次の第１２款

諸支出金ですけれども、財政調整基金から積立額と載っております。左端の１目

が財政調整基金ですけれども、次のページにまたがりますね、ふるさとづくり事

業基金費、一番左端に丸というふうになってますけれども、４項目ですね。今年

度をもって廃止する基金の４項目です。それが全部なくなりますので、廃目とい

う形ということになっております。最後、予備費は例年どおり１,０００万円で予
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備費を計上させていただきました。 

すみません、長くなりましたが以上で説明を終わりたいと思います。 

もう１点、すみません、当初予算の概要書を見ていただいてよろしいですか。

概要書のほうの、財政的な面につきましてはできるだけ口頭で説明するよりもこ

れで見ていただければ分かりやすいかなというところで、あまり補足で説明する

部分は特にはございませんけど、ページ数でいくと１０ページになりますかね、

７番の財政調整基金の残高の推移というところで、左側のページになります。７

財政調整基金というとこです。ページ数でいくと、右上にページ数が書いてあり

ますけど１０ページです。そこが平成２７年度末が１４億５,２００万、１４.５

２というふうになってますけど、平成２８年度末が１２.５４ということですね、

約２億円ほど２８年度末は減額、今の３月の補正の分ですね、今回提案してます

補正を反映させております。１億９,８００万円ぐらい減額となる見込みですが、

年度末の特別交付税等により変動する見込みということですけれども、３月の特

別交付税が例年、過去５年間の平均でいきますと約１億４,０００万ほど３月の特

別交付税が入ってきております。今年は特に熊本地震の関連で、例年よりも多く

特別交付税入ってくるのが予想されます。予想ですのではっきりとはしたところ

ではないんですけれども、そういうことを考えますと、だいたい前年度からあま

り減らないか、もしくは増える可能性も出てくるということを御承知おきいただ

ければというところで考えております。特に全体的な財政につきましては、ここ

で見てお分かりいただけると思いますので、口頭での説明は省略させていただき

ます。 

以上で終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） 総務課の説明が終わりました。 

これから質疑を行いたいと思います。質疑ございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

立山議員が一般質問でするからあんまり詳しいことはいいけども、防災センタ

ーの用地の取得はもうそれで了解していいんですね。用地売買をそれできまった

ということで、予算が組んであるということで。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長 佐藤です。 

現在のところ主要な建物の周辺ということで予定をしておりまして、何も事前

の交渉まではする期間がございませんでした。というところで御承知おきをいた

だきたいです。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） よございますか。 
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○委員（牛嶋津世志君） あとは一般質問で。 

○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。 

防災無線のデジタル化に向けての整備委託ですかね、全部設計というか、別紙

の３９ページ、これは戸別受信機、要するに個人の家に設置してある受信機のデ

ジタル化に向けての設計というかな、それで見ていいんですか。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

こちらの実施設計につきましては、現在の防災無線システムですね、役場の放

送局及び中継局を含めまして戸別受信機まで入れまして設計をするということで、

ただ、これまでの他町村のデジタル化の整備状況を見てみますと、こういう山間

部があるところ、または山があるところにつきましてはアナログと併用した整備

をされてる状況がありますので、高森のほうでも設計次第ではデジタル化だけで

はなくて、アナログを併用したデジタル化になる可能性もあります。ただ、この

実施設計の中には屋外設備及び戸別受信機も含んで一緒に設計をしていただく予

定です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

予算書の中では１０３ページの実施負担金の１５０万出して、１０３ページは。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

１０３ページの第８款、第１項、第４目の１３節の委託料の一番下の行に書い

てあります。 

○委員（興梠壽一君） ５００万。 

○総務係長（岩下雅広君） 事業費は５００万です。 

○委員（興梠壽一君） この分。 

○総務係長（岩下雅広君） はい。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。いいですか。 

それから情報システム整備委託料７,４９０万１,０００円、これについては防

災マスト関係の分と見ていいんですか。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

この当初予算の概要書の別紙のほうの３８ページの部分だと思います。先ほど

ちょっと説明しましたとおり、今、総務課長席の後ろの壁のほうにあります大型

モニターですね、あの分のシステムを正式に導入するという部分でございます。

今現在は実証システムということで、業者さんのほうから実証実験ということで

設置してありますけども、このシステムを導入することによりまして、梅雨時期

の大雨の時期の避難指示及び避難勧告等の判断基準が、このシステムによってあ
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らゆる気象データを集計して分析をしますので、避難情報発信のための判断がど

の職員でもできるということで、このシステムでも簡単にマークが出てくるよう

になりますので、例えば当直だけでも避難勧告、避難指示の判断ができるという

ことで、このシステムを導入しようということで計上させていただいております。 

以上です。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長 佐藤です。 

この防災総合情報システムについては、当初から国のモデル事業等はないかと

いうことでずっと探してまいりました。今、設置から２年ぐらいなりますけれど

も、その間にこのシステムを業者のほうがだいぶシステムの内容を高めて、十分

活用できるという判断をいたしましたので、今回は緊防債を活用してどうしても

導入させていただきたいということで、今回の予算の計上をさせていただいたと

ころでございます。今、係長が申しましたように、例えば避難勧告をするときに、

警報が出るたびに勧告を出したり、どのぐらいのレベルで出すかというのも数値

で出てくるようにシステムを向上してますので、十分その効果があるというふう

に判断しております。 

以上です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

事業費７,４９０万１,０００円で実質負担が２,２４７万１,０００円というこ

とで、一般財源は１,０００円ということで見込額でするけどもしてありますけど

も、この実質負担額という意味は国税等の浮いた分だろうと思うから、ちょっと

説明いただけますか。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

おっしゃるとおりです。緊急防災減災事業債という起債を借り入れまして、翌

年度その元金と利子を返していきますけれども、それに対する地方交付税の割合

を引いたもの、いわゆる地方交付税で賄えるので残りを町が手出しするという意

味合いです。その分を実質負担額ということで書かせていただいてます。なので、

ほかの事業も一応、実質負担額というのは補助金とか起債の交付税措置分、残り

の後年度の交付税措置分を差し引いたものをここで実質負担額ということで書か

せていただいています。 

○委員（興梠壽一君） 将来は一般財源。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 将来的には。 

○委員（興梠壽一君） ということね。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） はい。 

○委員（興梠壽一君） 先ほど防災マストのほうもちょっと言いましたけども、従来
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からデジタル化に向けて整備を行うというようなことを計画されているというお

話でしたが、今回このすばらしい情報システムが入りますので、それに合わせて

の計画はどうなってるんですか。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

防災マストといいますと今の防災行政無線の屋外放送設備のことですよね。そ

の件につきましては、平成３０年度以降にこの設計が終わった後に整備を進めて

いきたいと思います。事業実施ということでですね。よろしいでしょうか。 

○委員（興梠壽一君） いいです。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

すみません、今の屋外情報システムの根本にこれ気象庁のあれにつながってい

るということでよろしいでしょうか。データベースというか。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

このシステムで集計するデータというのは気象庁のデータ、あと気象衛星画像

とか、そういうあらゆるデータをこのシステムで集計しまして数字化しまして、

例えば６時間先の雨量をそこで推測したりとか。 

○委員（牛嶋津世志君） この高森地域だけの雨量。 

○総務係長（岩下雅広君） はい、高森地区の中においてもある小部落ごとですね。

その小部落ごとの集計もできます。その小部落ごとに、例えば避難勧告を出した

り避難指示を出したりという情報発信ができるというシステムでございます。 

○委員（牛嶋津世志君） 分かりました。 

○委員（本田生一君） 人間の判断じゃなくてね、機械の判断でその町の。 

○委員（興梠壽一君） もう１件よかですか。 

○委員長（芹口誓彰君） はいどうぞ。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

選挙のときの自書式自動読取機、これは選挙があるときでないと補助が出ない

ということですか。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

この大きな機械ですね、５３０万ほどしますので、これは主に国政選挙のとき

にまた要望をしまして計上させていただきたいと思います。一番開票作業に手間

を取りますのが、もうすぐある予定であります衆議院議員選挙ですかね、あの分

でまた、もし導入になれば大活躍する機械だと思います。参議院においても比例

代表と選挙区という種別がありますので、とても職員の手作業ですると時間もか

かりますし、それだけ人数もいりますので、間違いもあるといけませんので。次
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回は必ずできるようにしたいと思います。 

以上です。 

○委員（興梠壽一君） １件よかですか。すみません何遍も。興梠です。 

朋遊館の件ですが、今、あり方検討会で検討があって、一応答申の内容まで前

回の会議のとき検討されたんですが、一応、その検討会があった翌日にもう文書

が回ってきたような状況なんですね。どうみても。答申は町長に対して議長から

でいいのかな。議長から町長に対して答申はいつあったのか、そしてその文書を

作成されたのはいつなのか、ちょっと整合性がないような気がしたものだから、

ちょっと総務課長のほうにお伺いしたいと思います。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長 佐藤です。 

事前に地元の駐在さんにお集まりをいただいてお話をした中で、３月３１日を

もって休業するということを御理解いただきました。確かに皆さんが御指摘のと

おり、答申前に回覧板を出すのはおかしいんじゃないかという御指摘もありまし

たけれども、そういうところもございましたので、あり方検討会の結論として色

見総合センターで結論はまとまりましたということを受けて、答申があったとい

う形ではなくて、結論を見たという形で回覧を出させていただきました。これは、

地元から２月中に回覧を出せという要望がございましたので、ちょっと変則では

ございましたけれども、あり方検討会が終わった段階で２１日でしたか、あり方

検討会ございましたので、２１日に回覧を出すことを決裁をしたところでござい

ます。 

○委員（興梠壽一君） 答申をされて、それから町長の判断が加味されるとだろうと

普通思うとですよね。回覧の内容にはあり方検討会で決まったから、今総務課長

言われたようにね、結論が出たからというような文章だったかな。であれば、ほ

かの施設についてもあり方検討会で結論が出たなら、即、そういう対応をされる

のかですね。文書的におかしいかなとちょっと思ったんですよ。 

○委員（本田生一君） その回覧はどこの。それは地元だけ出たわけね。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長の佐藤です。 

回覧につきましては全町出しております。現在のところは高森町の朋遊館とい

うことで地区外からも利用されるということがあるものですから、全町で出させ

ていただきました。先ほど言いましたとおり、どうしても早めに出せということ

でございましたので、２１日の会議が終わった段階で、会議の内容も町長に報告

いたしまして、それで決断をしたところです。朋遊館につきましては、設置に至

るまでの内容もありましたので、地元の話がまとまってああいう施設もできたと、

地元の納得をいただいたということで、ぎりぎりの形で回覧を出させていただい
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たということで、ほかについてはどうしても朋遊館の場合は回数券とか持っとら

れる部分もありますので、それから雇っている人の今後の問題もありますので、

なるべく早い段階で表に出さなければならないというのが、駐在員さんと話をす

る中での結論でございましたので、どうぞ御了承をいただきたいというふうに思

います。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） 私のほうからちょっと１点。すみません、また返るようで

ございますけど、さっきの防災無線のデジタル化でございます。３０年度以降整

備するということですが、だいたい整備した場合どれぐらいの期間と予算がかか

るのかと、この前ちょっと私一般質問しましたけれども、戸別受信機、これがデ

ジタル化になった場合、今の戸別受信機が更新をした場合、その戸別受信機が使

えるようになるのかどうか、１点だけお尋ねしたいと思います。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

デジタル化につきましては、この設計がちょっと終わらないとはっきりした金

額は不明なんですが、だいたい本町の場合山間部もありまして、中継局等の設置

が必ず必要になってくると思います。あと、屋外マストの増設等も考えなければ

ならないと思いますので、一応、実施事業額といたしましては７、８億を見込ん

でいるところではございます。現在使用されております戸別受信機につきまして

は、もし完全デジタル化になってしまえば、また更新される予定でございます。

入れ替えになる予定です。ただ、山間部につきましては、デジタル化ではちょっ

と受診することが不可能となる場合もありますので、アナログ併用とさせていた

だく場合には、もしかしたら使える可能性もあります。そこら辺は今度の設計で、

また内容が変わってくることと思います。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑が無いようでございますので、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） 討論が無いようでございますので、本案につきまして採決

をいたします。 

議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算については、原案のとおり可
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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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、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いた

しました。 

それでは、一応これで閉会いたしますけれども、現地調査のほうよろしくお願

いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後３時２５分 
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平成２９年第１回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２９年３月１０日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） おはようございます。定足数に達しましたので、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。 

それでは、本委員会に付託されました議案第２０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発言してくだ

さい。 

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） 皆さん、おはようございます。 

   本日は住民福祉課の２８年度の補正等お願いいたします。後ほど新年度予算に

ついてもお願いいたしますが、各担当のほうから詳細に御説明を申し上げますの

で、よろしく御審議お願いいたします。どうぞよろしくお願いします。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 住民福祉課 眞原です。 

   補正予算書の１３ページをお開きください。補正予算につきましては、最終的

な調整を行わさせていただいております。主なものを説明させていただきます。

３目民生費使用料の児童福祉施設使用料の現年分でございますけれども、町立保

育園の入所児童分につきましては、減額となっておりますが、広域入所児童とい

うことで、高千穂町、益城町、西原村から児童を受け入れておりますので、その

分の使用料が伸びております。 

   続きまして１４ページをお開きください。民生費の国庫負担金、児童福祉施設

の負担金ということで、多く減額をしておりますけれども、これにつきましては、

平成２７年度から保育園の制度が変わりまして、幼稚園も認定こども園というこ

とで、町から給付をするようになっております。２８年度の当初予算を見込む編

成をするのが１２月ということもございましたので、公定価格等の単価が分から

なかったものですから、今回、歳入歳出ともに大幅に減額をさせていただいてお

ります。 
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   それから、同じく３目国庫負担金の８節年金生活者等支援臨時給付金というこ

とで、これにつきましては臨時給付金の対象者数が減っておりますので、９節に

つきましても同じでございますが、減額の補正をさせていただいております。 

   １７ページをお開きください。民生費の負担金の障害福祉費、児童福祉費等に

関しましても減額をさせていただいております。 

   それから１８ページに関しましても、各費目のほうの調整をさせていただいて

おります。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

   ２２ページをお開きください。３目貸付金元利収入です。３節住宅新築資金貸

付金の過年度分収入につきまして、当初９８万７,０００円見込みましたが、今の

ところ６３万６,０００円収入があっておりまして、一応歳入が３７万５,０００

円を減額として上げております。 

   以上です。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） それでは、歳出のほうを説明させていただきます。

住民福祉課 眞原です。 

   ３３ページをお開きください。社会福祉総務費、障害福祉費に関しましてもそ

れぞれ調整をさせていただいております。 

   それから３５ページですね。４目児童福祉施設費の１３節、それから２０節で

ございますけれども、先ほど歳入予算の時に御説明をさせていただきましたけれ

ども、歳出予算のほうに関しましても、減額をさせていただいております。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

   ３６ページをお開きください。３目民生費、熊本地震災害救助費ですが、それ

ぞれ実績に応じて、減額しております。そのうち、熊本地震災害義援金につきま

しては、５２万円を減額しております。これは県の指摘によりまして、県の義援

金は歳計外のほうで支出したという形にするという指摘がありましたもので、そ

れまで支出としていました５２万円の分は、歳計外支出として処理をするため５

２万円は落とさせていただいております。災害見舞金で一部損壊家屋については、

前回の議会で補正したものです。これは総務課が対応しているんですが、１件３

０万円以上の住宅の修繕にかかった人を対象に１件３万円の義援金を支払うとい

うことでやっておりますが、今のところ６件程度の申請しか来ていませんので、

この調子ならということで９０万円を総務課のほうで減額ということで今回上げ

させていただいております。 

   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。 
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○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

２２ページで住宅新築資金の貸し付け、６３万６,０００円だったかな。これは

何件あったのかと、もう一個は３５ページの保育園入所、何名あったのか分かれ

ばお願いします。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

   貸付金の支払いにつきましては、現在未納になっていらっしゃる方は８名い

らっしゃいます。そのうち、分納という形で納めてらっしゃる方が、今のところ

５名ほどいらっしゃいます。今のところ６３万６,０００円が歳入として上がって

おります。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 住民福祉課 眞原です。 

   白水保育園が２名、長陽保育園が１名、旭ヶ丘保育園が３名になっております。 

   以上です。 

○委員（興梠壽一君） ７名かな。６名。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言ありませんか。 

［「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２０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。 

 続きまして、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題

とします。 

住民福祉課の説明を求めます。ページを追って説明をお願いします。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 住民福祉課 眞原です。 

   それでは、当初予算について説明をさせていただきます。 

   １６ページをお開きください。３目民生費負担金の３節ですね、児童福祉費負

担金現年分ということで、私立保育園の保育料のほうを計上させていただいてお

ります。 

   それから、５節障害福祉費負担金につきましては、高森寮のほうに相談支援事

業を、それから地域生活支援活動センター事業を委託しておりますけれども、そ
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れに伴います南阿蘇村と西原村の負担金でございます。 

   それから１７ページ、民生費使用料の２節児童福祉施設使用料現年分でござい

ますけれども、これに関しましては公立保育園の入所児童分の保育料を計上させ

ていただいております。 

   それから、１８ページをお開きください。国庫支出金の民生費国庫負担金、障

害福祉費負担金でございますけれども、これに関しましては更生医療等の負担金、

国の補助分２分の１、それから２節の児童福祉費負担金につきましても、高森保

育園、幼稚園の児童福祉費負担金の国庫負担分２分の１を計上させていただいて

おります。 

   それから７節、簡素な給付措置臨時給付金ということで、来年度も１万５,００

０円の給付金がございますので、それに伴う給付金の分、それから準備費の分の

歳入予算を計上させていただいております。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係の石田です。 

１９ページの２項総務費国庫補助金ですが、個人番号カード交付補助金として

７５万７,０００円を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。 

同じく１９ページ、障害福祉費の負担金につきましては、日常生活用具等の国

庫補助分２分の１、それから２節の子育て支援交付金につきましては、延長保育、

それから子育て支援センター等の国庫負担分の３分の１の予算を計上させていた

だいております。 

続きまして２２ページの民生費負担金におきましても、各節ごとにこれは県の

補助分の４分の１の経費のほうを計上させていただいております。 

それから２３ページ、民生費補助金の関係でございますけれども、重心医療に

つきましては２分の１の県補助金の分、障害福祉費補助金については４分の１の

県補助分等を計上させていただいております。それから、８節の子育て支援交付

金につきましても、３分の１が県補助となっておりますので、その部分を計上さ

せていただいております。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

２７ページをお開きください。３目の民生費県委託金です。すまいるフェスタ

を例年開催していますが、それの開催に係る県の委託金として、今回も計上させ

ていただいております。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

   歳入については以上でございます。歳出について説明を申し上げますが、保育

園のほうが後、保育園に帰りますので、保育園費のほうを先にお願いしたいと思
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いますので、色見保育園のほうから説明させていただきます。 

○色見保育園（岩下美智君） 色見保育園 岩下です。お世話になります。 

   ６６ページになります。１番の報酬ですけれども、給食調理従事員報酬と、そ

れと非常勤保育士を２名分計上しております。旅費を１８万６,０００円計上して

おります。 

   ６７ページになります。需用費を計上しておりますが、その中で賄材料費２３

４万円計上しております。修繕費で６５万円計上しております。１８節の備品購

入費として、厨房の備品、ホットプレート、炊飯器等がもう長年使っております

ので、それの買い替え時期ということで計上しております。それと、看護用木製

折りたたみベッドを９万９,０００円。次のページになりますけれども、デジタル

身長計３万円計上しております。それと、２９年度すべての保育園に電子黒板導

入ということで、８２万円を計上しております。あと負担金補助及び交付金と

なっております。 

   以上です。 

○東保育園（堀田美幸君） 東保育園の堀田です。よろしくお願いします。 

   色見保育園の続きの高森東保育園を御覧ください。報酬として、嘱託員報酬、

英語レッスン講師料、非常勤調理員のほうを計上しておりますので、２０５万３,

０００円になっております。旅費は１８万４,０００円計上しております。需用費

も、消耗品、燃料、食料、光熱費、去年とあまり変わりません。３８９万９,００

０円計上しております。役務費２８万８，０００円計上しております。委託料も、

去年と変わりませんが、色見保育園と園舎ワックス清掃を昨年度からするという

ことで、これが新しく計上されております。使用料及び賃借料ですが、高森東保

育園はもう送迎バスなどがなくなりましたので、計上金額も去年より少なくなっ

ております。備品購入費が、乳児用のイスが０歳児の途中入園が多く見込まれた

のでちょっと足りなくなったので２台と、先ほど岩下園長先生が御説明になりま

したように、電子黒板を一緒に購入したので、８６万１,０００円の計上です。負

担金補助及び交付金は、１３万８,０００円の計上です。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい。保育園だけの質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。よろしいですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） じゃあ歳出のほうを。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係の石田です。 
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住民係の歳出関係について御説明させていただきます。 

５２ページをお開きください。５２ページ、５３ページに住民係関係の歳出を

上げております。１目の戸籍住民基本台帳費の大きいところで、委託料と使用料

及び賃借料ですが、これは主に住基ネットと戸籍総合システムの関係の委託料及

び使用料を計上させていただいております。 

５３ページをお開きください。負担金補助及び交付金ですが、これはマイナン

バー関連事務委任負担金、こちらのほうは先ほど説明しました歳入と同額の７５

万７,０００円を計上させていただいております。 

以上です。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 住民福祉課 眞原です。 

５７ページをお開きください。社会福祉総務費でございますけれども、２８年

度当初予算と大まかに変わった部分を御説明させていただきます。７節の賃金で

ございますけれども、これにつきましては臨時職員を４月から８月まで、臨時福

祉給付金の事務のために雇うものでございます。これに関しましては全額国庫負

担となっております。それから例年のように、金婚、ダイヤモンド婚、それから

敬老会関係の経費を計上させていただいております。 

５８ページをお開きください。こちらにつきまして、１８節の備品購入費とい

うことで、ふるさと納税を活用いたしまして、高齢者用の椅子を１００脚購入す

る予定でございます。それから１９節の一番最後、簡素な給付措置臨時給付金と

いうことで、先ほど歳入のときにも説明しましたけれども、住民税非課税の方に

１万５,０００円の給付金を給付するものでございます。扶助費につきましては、

敬老祝い金の経費を計上させていただいております。 

続きまして、２目障害福祉費でございますけれども、基本的には平成２８年度

当初予算と計上項目については変わっておりません。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

６３ページをお開きください。同和対策費で、すまいるフェスタ及び各種研修

の参加費等の経費を計上をさせていただいております。 

６４ページにいきまして、運動団体の活動助成金として４００万円、今回も計

上させていただいております。１０目地域改善施設費は憩いの家に係る経費等を

上げさせていただいております。 

以上です。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 住民福祉課 眞原です。 

６５ページをお開きください。児童福祉総務費、それから２目の児童措置費、

ひとり親家庭福祉費、児童福祉施設費に関しましては、概ね昨年と同様の予算を
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計上させていただいております。 

それから、６６ページ、１８節備品購入費でございますけれども、こちらのほ

うに高森保育園分の電子黒板の購入費用のほうを計上させていただいております。 

続きまして、７０ページ、子育て支援対策費でございますけれども、こちらに

関しましては、子育て支援センターに係る経費のほうを計上させていただいてお

ります。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

７１ページの民生費熊本地震災害救助費として、先ほどお話ししましたが、事

務局は総務課でやっておりますが、この分につきまして２９年度も続けるという

形で６０万円計上しております。 

以上です。 

○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（本田生一君） 本田です。 

この５８ページの備品購入費の高齢者用椅子１００脚てなっとるたいね。これ

はどういうところで使うと、これは。使用の仕方。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

概要書の中にもございますが、敬老会の時、まだ畳にテーブルを置いて敬老会

をやられているところもございますので、これは町長のほうがお気付きになられ

まして、概要書の別紙の１４ページに椅子の写真がございますけれども、楽々座

敷チェアというやつを１００脚購入しまして、貸し出しを敬老会の時にしたいと。

それ以外でも公民館等でお使いになられる場合は、これを貸し出しをして、お年

寄りの方は膝が悪い方がいらっしゃいますので、そちらのほうに利用していただ

きたいということで、１００脚、今年は購入させていただきたいということで上

げております。 

○委員（本田生一君） はい、分かりました。本田です。 

うちの場合は敬老会等は学校関係で椅子の上で、こういうふうに机のところで

やっとる、だいたい。やっぱり今でもそういう畳の公民館なんかでやってるとこ

ろもあるわけたいね。分かりました。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言ありませんか 

［「なし」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２７号、平成２９年度高森町一般

会計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） 本委員会に付託されました健康推進課関連の議案第１５号、

高森町国民健康保険税条例の一部改正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発言してくだ

さい。それとこの議案等については課長が本会議場で詳細に説明をされておりま

すので、何か補足説明があれば、説明いただきたいと思います。なければ。 

○健康推進課長（阿南一也君） 特にはございません。 

○委員長（立山広滋君） それでよろしいですかね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 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） これから、本案について採決します。議案第１５号、高森

町国民健康保険税条例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（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１７号、高森町介護保険条例の一部改正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 阿南です。 

   特に議会のほうに提案説明しておりますので、それ以外に付け加える事はあり

ません。 

   以上です。 

○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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○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１７号、高森町介護保険条例の一

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（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２０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。 

   健康推進課の説明を求めます。ページを追って説明をお願いします。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

   担当係のほうから、係長のほうから説明させていただきます。 

   まず介護保険につきましては、私のほうから説明させていただきます。 

   １２ページをお開きください。３目民生費負担金の老人福祉費負担金につきま

しては、７４万円減額しております。これは老人ホームですね、養護老人ホーム

の入所者の負担金となります。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係 丸山です。 

１４ページをお開きください。民生費国庫負担金の４節保険基盤安定負担金で

すが、こちらは国のほうからの通知が来ておりまして、その分について９２０万

２,０００円補正を上げさせていただいております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

   続きまして１５ページ、４目衛生費国庫補助金です。４節の子育て支援交付金、

これは保健師の人件費として求めておりましたが、人材がおりませんでしたので、

減額しております。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係 丸山です。 

１７ページを御覧ください。民生費の県負担金の２節保険基盤安定負担金です

が、こちらは先ほど申し上げました国庫負担金と同じく、県のほうの負担金とし

て２５８万２,０００円を計上しております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

   １８ページ、４目衛生費県補助金、６節子育て支援交付金、これも先ほどと同

じもので、人材がおりませんでしたので、減額しております。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 
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   歳入について多額の金額についてのみ説明させていただきました。 

   次に、歳出について説明させていただきます。 

   ３４ページをお開きください。５目介護保険事業費につきまして、１９節負担

金補助及び交付金につきましては１２０万２,０００円減額しております。これは

高齢者安全生活事業補助金といいまして、２級ヘルパーの講習会をした分の残額

でございます。余った分を落としております。 

   繰出金につきましては、法定繰出金が１４５万４,１８９円、法定外繰出金が２,

０２８万３,０００円法定外繰り出しをしております。これにつきましては介護保

険の補正の時に詳細について説明したいと思います。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

３４ページ、同じページですが８目の国民健康保険事業費、２８節繰出金です

が、一般会計から繰り入れることとなっております保健基盤安定繰出金１,１２６

万４,９５５円と、本年度法定外繰出金として８,５８９万５,０００円を計上して

おります。保険基盤については、こちらは県のほうから通知に基づいた金額です。

法定外については、後ほど国保特会で説明をさせていただきたいと思います。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

   ３７ページをお願いいたします。１目保健衛生総務費、１３節委託料です。こ

れは健康診査委託料として、自己負担分も予算上計上しておりましたので、その

分、自己負担分については、直接検診機関が徴収しておりますので、その分が減

額になっています。 

   それから、派遣労働者委託料として１５０万円、これは保健師の人材がないた

めに、委託したのですが、これもありませんでしたので、減額しております。 

   それから、３目健康増進事業費、１３節委託料、これも各種がん検診の自己負

担分の減額になっております。５目母子保健費、２０節扶助費、これは子ども医

療助成金が現物給付を始めた事によって、この扶助費が減額になっております。 

   それから、こうのとり支援事業という事で、不妊治療の助成をしておりました

が、その分、申請件数が少なかったため、１００万円減額しております。 

   以上です。 

○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。 

［「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２０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２１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） 健康推進課長の阿南です。 

   担当係長より説明させていただきます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係 丸山です。 

   まず歳入について、主なものについて説明いたします。 

   ７ページをお開きください。本会議でも課長のほうから報告がございましたが、

国民健康保険税について、こちらは直近の電算集計の調定額に合わせまして、各

節の増減を行い、全体で１,５６２万円減額しております。 

   ８ページをお開きください。療養給付費ですが、こちらも最新の県・国からの

通知を元に１,３６９万３,０００円を減額しております。 

   続きまして、財政調整交付金ですが、こちらのほうは３月の議会終了後に県か

ら確定の通知がまいりますので、今の時点では申請額を元にしたところで、１,５

３９万５,０００円減額しております。５目について６００万円全額減額しており

ますが、こちらのほうは１目の財政調整交付金に盛り込まれるという事で通知が

来ておりますので、全額減額しております。 

   ９ページを御覧ください。前期高齢者等の交付金については、直近の通知によ

りまして、４７９万３,０００円増額しております。 

   １０ページをお開きください。一般会計繰入金ですが、１節の保険基盤安定繰

入金につきましては一般会計から繰り入れることが決められていることについて

の通知に基づきまして、１,１２６万５,０００円の増額。３節の財政安定化支援

事業繰入金につきましては、これがいわゆる法定外と言われる部分ですが、８,５

８９万５,０００円の増額を計上しております。先ほど一般会計でも申し上げまし

た通り、特会のほうで説明をするということで申し上げましたので、お配りしま

した４部の資料を御覧ください。 

   まず１枚目のほうに、平成２０年度から後期高齢者の医療制度が発足した事に

よりまして、保険税率等の改訂をしまして、それ以来、税率改訂等をやっており

ません。国のほうの施策で、限度額については何度か改訂があっておりますが、
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途中の改訂をしておりません。 

   その理由といたしましては、高森町の場合は国保加入者の年齢構成が非常に高

く、すなわち医療水準が高いということで、所得水準はその逆に低いということ

が見受けられますので、保険税収を法定外繰り入れをしないようにしていきます

と、かなりの大きな保険税を上げることになってしまいます。これについては国

保運営協議会のほうでも、毎年決算報告等を交えまして、保険税率の改訂につい

て審議をいただいております。現時点ではまだ時期尚早ではないか、低所得者が

多い本町としてはかなり厳しいのではないかという御意見をいただいておりまし

て、検討課題ということで毎年先送りにされているのが現状でございます。 

   これにつきましては、平成３０年度に国保の制度が改正されまして、県のほう

が財政運営をするということになっております。その際には、町村ごとに負担金

についての試算をいたしまして、県のほうが２９年度中に提示をする予定になっ

ております。概ね、先般仮試算をされましたところ、２８年度の収支の状況を見

られまして、やがて３０％ぐらいの不足が生じるのではないかというような試算

も出ております。これについては国からの上乗せ分とかのを考慮しておりません

ので、その辺が考慮された場合はその数字よりもかなり下がるのではないかとい

うふうには思っておりますが、現時点ではいくらぐらいの提示があるかというの

がまだ分かっておりません。 

   そういう中で、保険税を上げるという状況に今ありませんので、資料の２枚目、

３枚目等を見ていただくと分かる通り、以前からかなりの額の法定外、若しくは

基金があった時代は基金の繰り入れ等で賄ってきております。基本的には単年度

の収支だけで見ますと、赤字が続いているのが現状でございますので、今年お願

いしております８,５００万円ほどは２６年度にも同じ額ぐらいを計上しておりま

す。２７年度につきましてはゼロになっておりますが、これは２６年度中に８,５

００万円ほどお願いした結果、繰越金が法定外でお願いする金額ぐらいございま

したということと、先ほど申し上げました調整交付金等が３月の終わりぐらいに

しか確定しませんので、その分でお返しができるということで、去年、法定外で

お願いした、３月補正でお願いした分については専決でお返ししております。 

   その結果、２８年度の繰越金が例年の繰越金に比べてかなり落ち込んでおりま

して、その分で今年の運営についてはかなりの不足が出たということでお願いし

ているところでございます。 

   一番最後のほうに新聞のコピーが載っておりますが、これは高森町だけがそう

いう状況ではないということを皆さんにお知らせしておこうということでコピー

をとっております。全国の半数以上の市町村が、法定外繰り入れによって補填を
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していると、年度末に不足する分については補填をして賄っていると。中には、

繰上充用と言いまして、これはいわゆる赤字操業ですね。自転車操業とよく言わ

れますが、次年度の保険料等を前年度使い込むみたいな感じですね。そういうこ

とで運営しているところもございます。３枚目の資料にもございます通り、熊本

県では、熊本市をはじめ３市、保険事業者としてちょっと大きいところがそうい

うふうに、今されております。資料は２６年度が今公表されている一番直近です

ので２６年度ですが、以前のデータを見たところ、熊本市あたりは年間で１００

億円ぐらいの法定外の繰り入れをされている時期もございます。毎年がマイナス

決算状態ということで、熊本市あたりはかなり厳しい状況が続いているようでご

ざいます。 

   高森町のほうは、今のところ、一般会計のほうからの繰り入れでお願いできて

いる部分もございますので、何とか運営ができている状況でございます。 

   法定外についての説明は以上でございます。 

   その続きですね。１１ページをお開きください。１２ページにかけてになりま

すが、これも直近の通知の支出状況により減額しております。 

   １３ページをお開きください。こちらのほうに一般被保険者償還金１,０７１万

９,０００円を計上しておりますが、こちらは平成２７年度の療養給付費の負担額

の確定によりまして、国のほうに返還することが義務づけられている分の通知が

２月２２日付けで来ております。当初に組んでないのは、これは場合によっては

精算ですので、プラスということもございますので、最初は存目みたいな形で１,

０００円しか組んでおりませんでしたので、通知に併せまして今回計上させてい

ただきました。 

   以上です。 

○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。 

［「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２１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２２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） 健康推進課長の阿南です。 

   担当係長より説明させていただきます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国民健康保険係 丸山です。 

   ６ページをお開きください。歳入の主なところについて説明させていただきま

す。本会議でも課長のほうから説明がございましたが、健康保持増進事業収入分、

これについては後期高齢者医療広域連合受託事業収入ですが、当初計画人数より

も受診者が少なかったため、必要人数に応じて広域連合から入って来る分の金額

が１０６万３,０００円減額ということで計上させていただいております。 

   続きまして、歳出について説明させていただきます。 

   ７ページを御覧ください。下段のほうになりますが、健康診査費について、こ

れは歳入のほうで説明したのと同じような理由になりますが、計画人数に対しま

して、受診者が少なかったために、負担する金額が減ったために減額しておりま

す。 

   以上です。 

○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。 

［「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２２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２３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。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 
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   介護保険係長のほうが、病気で休んでおりますので、私のほうから説明させて

いただきます。 

   予算書の７ページをお開きください。歳入になります。保険料につきましては、

現在見込みが出来るところで保険料及び国庫支出金の増額を行っております。 

   ８ページ、９ページをお開きください。こちらのほうも交付金と県支出金につ

きまして、見込額で増減をいたしております。８ページ、繰入金、４目のその他

一般会計繰入金で、今回、介護保険法定外繰入金を２,０２８万３,０００円繰り

込んでおります。これにつきまして説明させていただきます。先ほど配りました

資料を御覧ください。 

   介護保険給付につきましては、９４％あまりが介護保険給付金になります。も

う一つ地域支援事業になりまして、先ほど言いましたように介護保険給付費が大

きな金額を占めております。 

   その介護保険給付費の負担割合ですけれども、こちらに書いてあります通りに、

施設分、その他の分ということで、国の調整交付金、県、町、基金ですね。これ

は基金といいますが、これは診療報酬支払基金になります。４０歳から６４歳ま

での第２号被保険者の介護保険を社保診療支払基金がプールしておりますので、

そこからの基金になります。町の基金ではございません。そこから２８％ですね。

介護保険料として賄っておりますのが２２％になっております。１枚めくってい

ただきますと、これまでの介護保険の推移が分かると思います。一番右、平成２

０年度から２８年度の介護保険の推移を載せております。平成２０年度が３,９０

０円、２１年から２３年がこの時は値上げしておりませんので３,９００円、２４

年度に５００円上げまして４,４００円、２７年度に上げまして５,４００円とい

うことで、現在５,４００円になっております。 

   これを見ていただきますと分かります通りに、平成２２年のところに４２０万

８,８２０円と、もうこの頃から単年度においては赤字になります。だんだん右に

行くに従って赤字幅が大きくなっております。しかしながら、繰越金が当時は５,

０００万円前後ありましたので、そのやり繰りが効いていたんですけれども、２

６年度においてはこれに書いてありますとおり、繰越金が３５０万円あまりと

なっております。しかしながら、２７年度に１,０００円保険料をアップしたこと

により２,４６０万円の繰越金が増えたんですけれども、２８ページの下に書いて

ありますところの交付金の償還金が３,０４６万４,０００円ということで、５０

０万円あまりの赤字になります。併せまして、もう１枚めくっていただきますと、

２８年度の単年度の収支があります。緑で一番右側のところにありますけれども、

三角で９１２万３,６９３円と、見込みですけれども本年度の単年度収支の試算を
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しましたところ赤字になりますので、これを併せたところで２,０００万円ぐらい

の一般会計を繰り入れなければ本年度が赤字になるということになりますので、

そういうことで皆さんにお願いしたいと思っております。 

   それともう１枚めくっていただきますと、現在の介護保険の、これは２９年度

の予算の数字になっております。５,４００円というのが、一応基本となる基準額

になります。所得の高い人は右に行きまして、月に５,４００円ですけども、多い

人は９,２８０円支払ってもらっています。一番少ない人が２,４３０円払っても

らっています。見て分かられるとおり、やはり高森町は所得が低いですので、一

番大きいのはやっぱり２,４３０円の方が６００人あまりもいらっしゃいます。ほ

とんどの方が基準よりも以下の方のほうが生活が多いですので、保険料で賄うと

いうのは多分厳しいところがあります。 

   ですので、もう１枚めくっていただきまして、県内の保険料を推移したところ

です。５期から６期ですね。今は６期になります。５期から６期に上がるときに

１,０００円は上げたんですけれども、やはりよその町村を見ても、それ以上上げ

ているところはありません。基本的にうちの保険料も近郊、郡内には当然足並み

を揃えておりますけれども、やはりうちが一挙に１,５００円、２,０００円上げ

るというのは、やはり先ほど言いましたように、高森町につきましてはかなり所

得が低うございますので、当然保険料を上げれば１８万円以上の方につきまして

は、介護保険料は天引きとなりますので、かなり生活に直結するかと思いますの

で、こういう形で第６期においても、介護保険料はこういう形で決定したものと

思います。 

   今回はそういう形で一般会計繰出金のほうから、今回、繰り出していただける

ようにお願いしたところでございます。 

   以上、法定外繰入金のことの説明は終わらせていただきまして、次にまた進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   １０ページをお開きください。雑入につきましてはケアプラン作成料を１１７

万３,０００円減額しております。 

   歳出につきまして御説明申し上げます。 

   １２ページをお開きください。一番上になりますけれども、介護サービス等諸

費２,２３５万７,０００円増額しております。これは施設入所者等のところの今

年度の決算を見込んだところというところで増額しております。 

   以下につきましては、予算を見込んで減をいたしております。 

   以上、介護保険の特別会計の補正予算につきましての説明を終わります。 

○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。 
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○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

１ページの保険料の２２％、これが保険料の割合かな。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

   基本的には介護保険給付費がいくらと見込みますよね。この割合に基づいて、

その２１％は町の保険料で賄わなければならないとですよ。例えば介護保険を

いっぱい使えば使うほど保険料で賄うような形になってまいります、２２％です

ね。ですので、計画、先ほどありましたですよね。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

繰り入れも含んだところの保険料２２％ということ、違うのかな。 

○健康推進課長（阿南一也君） 基本的にはそれで賄わなければならないんですけれ

ども、給付費がいっぱいになったら、その中に２２％賄いが効かんですよね。だ

から、その分を出してですね。２２％出すことの保険料だけでは賄いが効きませ

んので出していただくという、それが法定外になりますよね。 

○委員（佐伯金也君） 保険料を上げればいいったい。要するに介護保険給付費を予

定額を大きく見積もればそれの２２％だけん、保険料が上がる。だから結果的に、

それで法定外への持ち込み代は減るんだけれども、でもそれをしたら介護保険の

皆さんからもらうお金が増えるから、所得が低い人たちに余計もらう負担だけそ

れを抑えるためにある程度の見込み額を押さえたところで２２％の介護保険給付

費と設定する。だもんだけん、どうしたっちゃやっぱりその分で、低く見積もっ

た分、年度末が近くなってくるとそういうふうな差が出てきて、法定外で補填し

てやらんとできんわけね。独立採算だけんそれはできんわけ。簡単にいけば、法

定外がいかんていうのであるならば、最初から予定額を多くして介護保険の額を

６,０００円ぐらいにしとけば、法定外は出さんでもいいんですよ。ただ、そがん

したら、ここは国民健康保険の一番最低ラインのお年寄りが多いので、それがで

きんわけですよ。 

○委員長（立山広滋君） 興梠委員、よかですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、よかです。 

○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２３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］ 
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○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。 

   お諮りします。１１時１５分まで休憩したいと思います。よろしくお願いしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 委員会を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 次は、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算に

ついてを議題とします。 

   健康推進課の説明を求めます。ページを追って説明願います。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

   ページを追って担当係長より説明させていただきます。 

   １５ページ、民生費負担金になります。老人福祉費負担金につきましては４４

４万円、養護老人ホームの入所者の負担金になります。現在、湯の里荘が閉鎖し

ておりますので、１７名の方が県内の１１施設に入所されております。 

   以上です。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

   １９ページをお開きください。民生費国庫負担金ですが、保険基盤安定負担金、

こちらのほうは県からの通知を基に９２３万５,０００円を計上しております。 

   続きまして、２２ページをお開きください。こちらのほうは県負担金になりま

す。今申し上げた分と同じ項目になりますが、５,５７２万１,０００円、これは

県の負担金分を見込んで計上しております。 

○健康推進課長（阿南一也君） ２３ページ、３の民生費県補助金になります。６節

に老人活動助成金として、県の助成金として４８万２,０００円を計上しておりま

す。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

   ２４ページ、４目衛生費県補助金、２節は乳幼児医療補助金、これは子ども医

療に対する補助金になります。３節健康増進事業等補助金、これは保健師、栄養

士が健康教育、健康相談、家庭訪問等、保健事業を実施する場合の補助金になっ

ています。４節むし歯予防対策事業費、これはフッ化物を利用したむし歯予防事

業に対する補助金になっております。５節乳幼児家庭訪問事業補助金、これは生
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後２カ月の乳児に対する全戸訪問をしております。その分に対する補助金になっ

ております。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

   以上、歳入予算の主なものについて御説明申し上げました。 

   それでは、引き続きまして歳出予算について主なものについて御説明させてい

ただきます。 

   ６０ページをお開きください。４目老人福祉費になります。１３節委託料、地

域包括センター委託料として、こちらのほうで５００万円計上させていただいて

おります。併せまして、特別会計のほうにも１,０００万円計上しておりまして、

１,５００万円で社会福祉協議会のほうに本年度から地域包括センターを委託する

ようになりました。その経費の分についてとなります。 

   それと、１８節備品購入費ですね。こちらのほうにはふるさと納税を活用いた

しまして、車２台を購入するようにいたしております。この２台につきましては、

社協のほうに貸し付けて、食の自立支援のサービスと外出支援サービスのほうに

充てたいと思っております。 

   それから、１９節負担金補助及び交付金の一番下になりますけれども、これも

ふるさと納税活用事業の高齢者安心生活支援事業補助金１５０万円ですけれども、

これは昔でいう２級ヘルパー、その講習会を２９年度も計画しております。２８

年度につきましては、本年度高校生が２名、一般が１１名、計１３名の方々が無

事講習会を終えられまして、３月４日に修了式が終わっております。 

   続きまして、６２ページをお開きください。５目介護保険事業費につきまして

計上しております。繰出金、これは先ほど申し上げましたように、町の会計の法

定内の繰出金になりますけれども、１億２,９６５万４,０００円繰り出しており

ます。 

   以上です。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

   ６３ページを御覧ください。７目後期高齢者医療事業費ですが、こちらの１９

節負担金補助及び交付金につきましては、広域連合への負担金として１億６９９

万２,０００円を計上しております。２８節の繰出金としまして、こちらは後期高

齢者医療特別会計への繰出金として３,５８５万１,０００円を計上いたしました。 

   続きまして、８目国民健康保険事業費ですが、こちらのほうは繰出金としまし

て７,５２０万５,０００円、こちらのほうは今回は法定内の繰出分だけを計上し

ております。 

   以上です。 
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○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

   ７２ページをお願いいたします。１目保健衛生総務費、１節報酬、これは嘱託

の保健師分で１名計上しております。１３節委託料、これは健康診査委託料で２

０〜３９歳の骨粗しょう分、腹部超音波分を計上しております。 

   それから、１８節備品購入費３８０万円、これはふるさと納税を活用して保健

師用の車両を２台購入したいと思って計上しております。１９節負担金補助及び

交付金、主に病院分、輪番制病院運営事業費ということで、救急医療に関する負

担金ということで１００万２,０００円計上しております。 

   ２目予防費、１１節需用費、これは予防接種ワクチンの医薬材料費として６３

万９,０００円計上しております。１３節委託料、これも予防接種に関する委託料、

町内外の分を１,７８３万７,０００円計上しております。 

   それから、７４ページ、３目健康増進事業費、７５ページに移動して、１３節

委託料、これは各種がん検診の委託料を計上しております。事前に配付しており

ました資料により、ちょっと説明いたしますが、がん検診、今高森町で死亡原因

の１位ががんになっております。がんに対しては早期発見するのが唯一の方法に

なってきますので、受けやすい体制をつくるということで改正をしてみたところ

です。 

   主には、右のほうに改正箇所を記載しておりますが、大腸がんを郵送検査して、

集団検診の場じゃなくて、検体を送って検査してもらうというもので、後発年齢

である５０歳から６５歳で受けられるようにということで計画しております。 

   それから前立腺がんに関しては、今までもやっておりましたが、全額自己負担

になっておりましたので、これを４０歳以上に年齢を引き上げまして、町からの

助成を計画いたしました。乳がん検診、超音波検診、４０歳以上に実施していま

したが、住民さんの希望もあり、３０歳以上に引き下げたものです。子宮がん検

診については、２０歳からが検診の対象になっておりますが、なかなか集団で受

けるっていうのはプライバシーもあって、受診率が進みませんので、個別検診が

できないかということで、計上いたしました。 

   主にがん検診に関しては以上です。 

   続きまして、予算書７５ページ、２０節の扶助費です。これが子宮がんを個別

検診にするところで計上したものです。 

   ７６ページ、５目母子保健費、１３節委託料、これは妊婦健診に対する委託料

が４１２万１,２００円。それから、３〜４ヶ月健診の個別検診ということで、今

まで集団検診でやっておりましたが、小児科医の確保がちょっと難しくなってき

ていますので、病院に行って受けてもらうっていう個別検診に切り替えるという
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ところで計上しました。 

   それから、子ども医療費、高校生までやっておりますので、その分で現物給付

に関する委託料になります。 

   それから、ふるさと納税を活用しましたパパママ定期歯科検診委託料として、

１６万円計上しておりますが、これは概要書別紙の１８ページのほうに詳細を記

載してあります。 

   それから、２０節扶助費、これは子ども医療費助成費で一旦窓口でお支払いの

後、申請して払い戻すというものです。７２０万円計上しております。 

   それから、ふるさと納税活用事業で、高森町こうのとり支援事業助成金、不妊

治療に対するものです。これも概要書別紙の１９ページに掲載しております。 

   以上です。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

   以上、歳出予算の主なものについて御説明させていただきました。 

○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（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

   ６１ページの高齢者安心生活支援事業補助金、ヘルパー講習ですね。これは高

校生は全員補助とかなんかじゃなかったんですか。２名と２７年はなっとるけん。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

   今、牛嶋委員が言われましたように、これは高森高校生が卒業する時には全員

が２級ヘルパーを取るという形でつくってしたんですけれども、学校のほうには

呼びかけたんですけれども、やはり部活とかいろいろあって、全員が受けること

ができませんでした。 

   ですので、予算上はそちらのほうに、当然だいたい４０名ぐらいが受けても、

ある程度４０名といいますか、そこまでは人数がいませんけれども、２年生が今

２０名だったですかね、が、全員受けてもいい分ぐらいの予算と、それと一般の

方につきましては、２分の１の補助も設けております。その方々が受けていいよ

うな補助金のほうは確保しておりますけれども、高校生のほうがやはり受ける方

が少なくて、今年度も減額したのが実状になります。 

   以上です。 

○委員（牛嶋津世志君） 分かりました。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） ６１ページ、同じなんですが、地域包括支援センターの委託

料と、食の自立支援事業、配食車購入で、社協のほうに委託ということなんです

が、現状の社協の状況の中で、いろんなものを委託していきよってから対応可能
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なのだろうかと私は思うのですが。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

   食の自立支援事業につきましては今も行っております。その車が古いけんです

ね、購入することにいたしました。併せまして、外出支援サービスの車も今あり

ますけれども古うございますので、基本的に今のを買い替えるような形になりま

す。 

   それと、包括支援センターですけれども、包括センターにつきましては、現在

今役場の中にあります、直営でですね。社協のほうから１名来ていただいており

ますけれども、４月以降につきましては、１名、社会福祉士の採用といいますか、

今現在されている方ともう１人、保健師資格を持つ方かなんかを、人材のほうか

ら派遣をしていただいて、当分は２名から３名体制で役場内の、説明しましたよ

うに、どこか部屋を借りて、そこに包括支援センターを設けてするようにしてお

ります。そういう計画ですね。だけん、今の事務所の方はこちらに来ております

けれども、別枠で職員を確保してからするように計画しております。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） ほか、なかですか。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） はい、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２７号、平成２９年度高森町一般会

計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２８号、平成２９年度高森町国民健康保険特別会計予算について

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 阿南です。 

担当係長より説明させていただきます。 

○課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

国保特会の当初予算について御説明申し上げます。 

まず、歳入の主なものについて御説明申し上げます。８ページをお開きくださ
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い。８ページから９ページの上段にかけまして、保険税について直近の電算集計

によります調定額を基に計上しております。総額で１億６,７３５万８,０００円

を計上しております。 

同ページ、９ページから１１ページにかけてですが、これは国・県等の負担金

等を計上しております。 

まず、大きなところからいきますと、療養給付費等の国の負担分が総額で２億

２４８万２,０００円。１０ページですが、財政調整交付金、こちらが１億３,４

０３万円。同じ１０ページの中段ぐらいにあります退職者にかかる療養給付費の

負担分ですが、これは５,１００万円。同ページで、前期高齢者の交付金としまし

て２億９６６万３,０００円。共同事業の負担金分としまして、総額で３億７４２

万８,０００円。こちらのほうは他の分も含めてですが、県のほうからの通知等を

基に計上しております。これは年度途中におきまして変更通知等が来ますので、

途中変更があった場合は補正のほうでお願いしたいと思っております。 

歳入のほうは以上です。 

歳出について御説明申し上げます。 

１５ページをお開きください。こちらのほうも県からの通知等を基に計上して

おるところでございますが、まず１５ページ下のほうにあります給付費につきま

しては、これは毎年なかなか読めないといいますか、その年にいきなり額的に

月々が２,０００万円ぐらい変わったりする場合がございますので、今年度も例年

度とだいたい同額程度ということで、全体で６億５,３６１万２,０００円を計上

させていただいております。 

１６ページをお開きください。今申し上げた金額は１６ページのほうに総額で

出ております。 

１９ページをお開きください。共同事業医療費拠出金等ですが、こちらのほう

は以前は３０万円を超えるところ、８０万円を超えるところのレセプト金額に合

わせたところの拠出金でしたが、現在、レセプト１円から対象になっております

ので、以前に比べますと金額的にかなり大きくなっております。総額で３億２,９

３５万５,０００円を見込んでおります。 

歳出の主なところは以上でございます。 

○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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 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２８号、平成２９年度高森町国民健

康保険特別会計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２９号、平成２９年度高森町後期高齢者医療特別会計予算につ

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） 健康推進課長の阿南です。 

   担当係長に説明させていただきます。 

○課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

   後期高齢者医療特別会計当初予算について御説明申し上げます。 

   まず歳入について、主なものについて御説明いたします。 

   ６ページ、７ページをお開きください。一般会計繰入金ですが、これは一般会

計のほうで計上しておりました分を計上させていただいております。３,５８５万

１,０００円になります。失礼いたしました。保険料について説明が抜けておりま

した。後期高齢者の保険料についてですが、こちらのほうは広域連合のほうから

試算表が来ておりまして、その金額を基に５,５８６万６,０００円を計上してお

ります。 

   歳入について主なところは以上です。 

   続きまして、歳出について御説明申し上げます。 

   ８ページ、９ページをお開きください。９ページにございます健康診査費です

が、こちらのほうは一応７５歳以上の方について２３％程度を受診されるという

ところで見込んでおります。２８年度についてもそれぐらい見込んでおりました

が、５％ほど不足しまして、その分が入ってくる分、出ていく分で減額させてい

ただいております。当初につきましては、一応２３％程度の受診があるものとい

うことで、これは広域連合のほうからそういう見込みで予算を組んでくださいと

いう通知がきておりますので、それを基に組んでおります。 

   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］ 
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○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２９号、平成２９年度高森町後期

高齢者医療特別会計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３０号、平成２９年度高森町介護保険特別会計予算についてを

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） 健康推進課長の阿南です。 

   私のほうから説明させていただきます。先ほどお配りしました介護保険のこの

資料を右手のほうに置いていただくと分かりやすいと思います。 

   ７ページをお開きください。保険料ですけれども、本年度１億４,３４２万５,

０００円計上しております。これは先ほどの資料にありますところの１番、保険

料の２２％、それに係る部分がこの介護保険料になります。 

   続きまして、３款国庫支出金ですけれども、国の施設分、その他の分、合わせ

ましてその分の金額を組んでおります。国庫負担金が１億５,４７０万２,０００

円、国庫補助金が８,２８３万円となっております。 

   ６ページをお開きください。４款支払基金交付金ですけれども、これは４０歳

から６４歳の第２号被保険者の給付費に係る社会診療報酬支払基金から繰り入れ

る金額でございます。２億４,５２６万７,０００円を計上しております。 

   続きまして、一般会計繰入金、６款繰入金になります。全体で１億２,９６５万

３,０００円繰り入れております。当然これには法定外の繰り入れは本年度は当初

から計上しておりません。 

   以上が歳入予算の主なものについてでございます。 

   続きまして、歳出予算の主なものについて御説明申し上げます。 

   １２ページをお開きください。介護認定調査費、１目介護認定調査費等といた

しまして、全体で１,０３４万円計上しております。 

   １３ページを御覧ください。２款１目の介護予防サービス等諸費です。これが

一番多うございまして、一応皆さんが施設とか入所しておられる分の経費となり

ます。７億５,４３０万８,０００円になります。 

   １４ページをお開きください。一番下になります。２款１項特定入所者介護

サービス等費５,７４５万円計上しております。これは介護施設に入所していただ
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く方で、所得の少ない方につきましては、町のほうが限度額差額分については施

設のほうに支払うようになっております。その分の金額となっております。 

   続きまして、１５ページをお開きください。介護予防・生活支援サービス事業

費といたしまして、全体で１,６４１万９,０００円計上しております。これは要

支援１・２の通所訪問介護の方々で平成２８年度までは介護給付の中に計上して

いたものですけれども、本年度からこちらのほうの項目に計上させていただいて

おります。 

   続きまして、１６ページをお開きください。地域支援事業費になります。包括

的支援事業費、先ほども申し上げましたけれども、地域包括支援センターを本年

度より、社協のほうに委託するようにいたしております。一般会計で、先ほど申

し上げました５００万円、それと特会のほうで１,０００万円ということで、１,

５００万円で一応委託をするように計画いたしております。 

   以上、主なものについて御説明申し上げました。 

○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（本田生一君） 本田です。 

   １４ページの特定入所者介護サービス等、先ほど言われましたけれども、これ

はだいたい人数にしたら何人ぐらいおらすもんじゃろか。これが１７人ね。 

○健康推進課長（阿南一也君） これは介護サービスだけですね。資料的には今、

持ってきておりません。個人に支払うのではなくて、施設のほうに直接支払うけ

んですね、ちょっと今この部分で何名の方がおられるかはちょっとですね、すみ

ませんけど。後でまた、必要に応じて調べて報告させていただきます。 

○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。 

これから、本案について採決します。議案第３０号、平成２９年度高森町介護

保険特別会計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。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 本委員会に付託されました教育委員会関連の議案第２０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発言されてく

ださい。 

それでは、教育委員会事務局の説明を求めます。ページを追ってお願いします。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

議案第２０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。 

まず、学校教育係長より御説明をよろしくお願いします。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係長の住吉です。よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、予算書に基づいて説明をしたいと思います。 

まず、６ページをお開きください。明許繰越費になります。１０目の災害復旧

費の高森中学校体育館災害復旧工事につきましては、年度内に、３月末に終了と

当初は計画しておりましたが、熊本地震等の影響で災害復旧工事が去年どこの市

町村も多く、足場等の業者が多忙によりまして、工事が遅れたことによる繰り越

しとなっております。なお、工期終了を５月末日で計画をしております。 

続きまして、１６ページ、歳入のほうになります。１６ページです。教育費国

庫委託金になります。これにつきましては、補助が確定したことによる減額と

なっております。コミュニティ・スクール推進事業委託費、ＩＣＴによる委託金

を減額しております。 

続きまして、２１ページになります。県の委託金の英語拠点事業委託金につき

ましての補助金が確定したことによる減額とさせていただいております。 

続きまして、歳出になります。 

４４ページからお開きください。４４ページ、２目事務局費、同じく学校教育

費等、４５ページにつきましては、不用額が生じたことによります減額とさせて

いただいております。 

続きまして、４６ページをお開きください。４６ページも同じく不用額が生じ

たことによる減額とさせていただいております。 

最後に、４８ページをお開きください。１０款の災害復旧費の工事請負費にな

りますが、これにつきましては当初、地震発生時に見積もり段階で計上しており

ましたが、国の査定、入札等も終了いたしましたので、不用額が生じて、今回減

額とさせていただいております。 
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学校教育からは以上です。 

○学校教育次長（後藤一寛君） それでは、社会教育係の後藤でございます。 

   私のほうから、まず２０ページをお開きください。 

○委員長（立山広滋君） すみません、先ほど言いましたようにページを追って説明

ということで。 

○学校教育次長（後藤一寛君） すみません。 

   １３ページをお開きいただけますか。１３ページの使用料になります。教育費

の使用料でございますけれども、これにつきましては社会教育施設関係が地震の

影響で使用が少なくなっておりまして、減額をさせていただいております。 

   次に、１６ページをお開きいただけますか。１６ページの一番上になります。

これは国庫支出金になりますけれども、学校・家庭・地域連携推進事業補助金と

いって、地域と学校の連携を図るための補助金というのがございまして、その分

が地震の都合で活動の日数が減っております関係で減額になっております。 

   それと、２０ページをお開きいただけますか。中ほどに教育費の県補助金とい

うのがございます。これも放課後子ども教室の関係でございますが、これも地震

の関係で日数が減ったことによります減額、それともう一つ、その下の熊本地震

の復興基金の交付金というのが、先だって熊日新聞に載っておりましたものでご

ざいまして、これは県の基金を使いまして、文化財の修復が終えた分について、

今年度に、今年度もう残り少なくなりましたけれども、今年度において終わった

分について受付をやると。この案件につきましては、高森阿蘇神社の年の神神社、

年の神社。そこの分を７５万６,０００円になっております。 

   次に４７ページをお開きいただけますか。４７ページが社会教育費関連の予算

になっておりますが、今年に限っていろいろ県民体育祭とかいろいろな行事等が

ございますので、その関連の事業についてほとんど減額をさせていただいており

ます。 

   私のほうからは以上でございます。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係の中川です。 

   補正予算書４７ページをお開きください。１０目学校給食費について説明しま

す。１節報酬、１１節の需用費、１２節役務費、同様に不用額が発生しましたの

で、減額させていただきました。 

   以上です。 

○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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 
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［「はい」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２０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。 

 続きまして、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題

とします。 

教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算につきまして、各担当係長よ

り御説明を申し上げます。まず、学校教育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） 学校教育係長の住吉です。 

それでは、平成２９年当初予算書について説明させていただきます。 

まず、８ページをお開きください。８ページ、債務負担行為の設定となってお

ります。高森町教職員パソコンリース料、平成３０年度から平成３３年度のリー

ス料を２,１００万円を設定しております。本町教職員のパソコンが導入後７年が

経過しておりまして、パソコンに不具合等が生じており、事務に支障を来たすこ

とや、個人情報等をかなり扱っておりますので、今回新しくする予定です。ノー

トパソコン、デスクトップのパソコン合わせて計８０台を更新するということに

計画をさせていただいております。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係 後藤でございます。 

   １７ページをお開きいただけますか。１７ページの一番下にございます。社会

教育施設の使用料でございます。使用料について例年通り上げさせていただいて

おります。 

   以上でございます。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係の住吉です。 

   それでは、続きまして２１ページをお開きください。国庫委託金の２節の学

校・家庭・地域連携推進事業費です。これは昨年と同様、予算を計上させていた

だいております。 
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   続きまして、同じく２１ページです。教育費の県委託金です。１節コミュニ

ティ・スクール推進事業委託金とＩＣＴの活用による実証事業委託金につきまし

て予算を計上させていただいております。これにつきましては、平成２０年度か

ら文科省から採択されておりまして、２９年度は最終年度の委託金となっており

ます。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係長の後藤でございます。 

   ２５ページをお開きいただけますか。教育費の県補助金になります。放課後子

ども教室推進事業費補助金としまして５８万８,０００円を計上させていただいて

おります。 

   それと、次の２６ページ、開けて一番上になります。熊本地震復興基金交付金、

これは文化財修復用の基金でございます。現在８カ所上げておりまして、これは

支出の時、歳出のほうで説明をさせていただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係の住吉です。 

   続きまして、２７ページをお開きください。県委託金の中で、２節の英語教育

強化拠点事業委託金が計上させていただいております。これにつきましても、平

成２７年度から採択された文科省の委託金です。これにつきましても２９年度が

最終年度となっております。 

   続きまして、２８ページをお開きください。財産収入、財産売払収入の中で、

高森中学校太陽光発電売電収入等を計上させていただいております。 

   続きまして、３０ページをお開きください。貸付金元利収入といたしまして、

奨学金の償還金を計上させていただいております。 

   歳入については以上です。 

   続きまして、歳出にいきたいと思います。 

   予算書１０４ページからになります。１目教育委員会費は例年通りの予算を計

上させていただいております。 

   １０５ページ、事務局費に入ります。事務局費についても、例年通りの予算計

上となっておりますが、１ページめくっていただきまして、１０６ページになり

ます。委託料の中で、スクールバス運行管理業務委託料を上げさせていただいて

おります。これにつきましては、平成２８年度で委託契約が終了いたしますので、

２９年度はまた新しく委託をし直すということで、現在、委託契約の手続きを進

めているところでございます。その他については、委託料は例年通りの計上をさ

せていただいております。 

   その下、１４節使用料につきまして、先ほど御説明いたしましたが、平成２９
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年度分の教職員パソコンリース料を４２０万円ほど計上させていただいておりま

す。 

   続きまして、予算書１０７ページからになります。３目学校教育費は例年通り

の予算計上をさせていただいております。 

   ４目高校等進学振興費も例年通りの予算計上となっております。続きまして、

５目コミュニティ・スクール運営協議会費につきましても、先ほど説明いたしま

したが、２９年度が最終年度となっておりまして、例年通りの予算計上をさせて

いただいております。 

   １０８ページになります。外国語教育強化拠点事業につきまして、これにつき

ましても、例年通りの予算計上をさせていただいております。 

   １０９ページ、ＩＣＴ活用実証事業、これにつきましても文科省委託事業で、

例年通りの予算計上をさせていただいております。 

   ８目教育費熊本地震災害対策費の熊本地震通学支援助成金につきまして、予算

を計上させていただいております。これにつきましては、熊本地震により、通学

バス運行につきましては、平成２９年度から民間バス等で運行されることにより

まして、地震前のＪＲ、南鉄の利用されていた学生さんたちの分が民間バスを利

用することによりまして増額となります。その分の補助を計画をしております。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係 後藤でございます。 

   同じ８目の、下の地域コミュニティ修復事業補助金でございます。これにつき

ましては、先ほどから申しました熊本地震復興基金を活用しての文化財の修復で

ございます。そもそも文化財の修復につきましては、国及び県の指定の分につい

ては事業がございます。しかしながら、市町村の指定の文化財については一切補

助事業等がございませんので、各４５市町村の首長の話し合いで県のほうに要望

を出しまして、その上で認められた事業がこの事業になります。 

   その対象としましては、色見の熊野座神社、上色見の熊野座神社、それと小倉

原の菅原神社、それと含蔵寺、それと村山祖母神社、それに永秀寺、これは芹口

馬場になります。それと日の丸塚、これは津留になります。それと最後に、草部

の天神ヶ丘の忠魂碑、この８カ所を計上させていただいております。 

   以上でございます。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係の住吉です。 

   続きまして、同じ１０９ページから、小学校費になります。小学校学校管理費

につきましては、各例年通りの予算を計上となっております。 

   ページ飛びまして、１１３ページです。同じく小学校費の中で、２目教育振興

費の中で、扶助費、準要保護児童援助費とありますが、これにつきましては平成
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２９年度から平成２８年度までは修学旅行費は半分でしたが、２９年度からは修

学旅行費全額の補助と、各１年生から６年生までの教材費を全額補助として今回

予算計上をさせていただいております。下の３目の学校施設管理費は例年通りの

予算計上とさせていただいております。 

   続きまして、１１４ページになります。中学校費、学校管理費につきまして、

例年通りの予算計上、必要経費をさせていただいております。 

   ページめくっていただきまして、１１６ページなります。１８節備品購入費の

中で、東中ランチルーム用椅子とランチルームの机が予算計上させていただいて

おります。これにつきましては、当初、東中学校が出来たときからランチルーム

の机と椅子を使っておりますが、かなり老朽化しておりますので、危険な状態に

あるため、今回、予算計上をさせていただいております。 

   続きまして、１１８ページをお開きください。同じく中学校費の第２目教育振

興費、２０節扶助費ですが、これにつきましては先ほど小学校でも説明した通り、

修学旅行費の全額と１年生から３年生までに係る教材の全額を予算計上させてい

ただいております。 

   続きまして、第３目学校施設管理費です。１３節委託料の中で、一番下、高森

東学園渡り廊下設計業務委託としまして、６００万円計上させていただいており

ます。来年度から、高森東学園が義務教育学校開校に伴いまして、学校を結ぶ渡

り廊下の建設に係る委託費を計上させていただいております。建設等々につきま

しては今から地元と協議を重ねてやっていきたいというふうに思っています。 

   学校教育係からは以上です。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係の後藤でございます。 

   私のほうは１１９ページの中ほど以降になります。１目の社会教育委員会費に

つきましては、もう通常通り、昨年通り、例年通りでございます。 

   ２目の社会教育総務費のほうでございますが、今年度におきまして、９節の旅

費の真ん中に研修旅費というのが３０万円組んでございます。これにつきまして、

御説明をさせていただきたいんですが、社会教育法の中に社会教育主事を置くと

いう定めがございまして、従前は秋山主事がお持ちでしたので、これで満たして

おりました。しかしながら、秋山主事が退職されたことによりまして、社会教育

主事の資格取得者が誰もいない状況になっております。従いまして、今年度は、

これは４年制大学卒業以上ですので、限られた人間になりますけれども、本年度

はこの研修を受けさせて資格取得をさせるということで計上させていただいてお

ります。 

   それと、次のページをお願いいたします。１２０ページになります。今申しま
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した役務費の一番下でございます。今申しました社会教育主事の講習の受講手数

料というところでこれが新たに加わって、計上をさせていただいております。 

   負担金の１９につきましては、公民館関係が尾下と菅山の公民館の修繕工事が

出ておりますので、その分で計上をさせていただいております。 

   １２２ページをお開きいただけますか。町民体育館等管理費、一番下の部分か

ら入りますけれども、ここにつきましては昨年は県民体育祭が開催予定でしたの

で、かなりの額の予算を計上しておりましたが、今年度につきましては郡民体育

祭のみでございますので、例年の通りで計上させていただいております。 

   次の１２３ページの１目の保健体育総務費の中なんですが、１２４ページをお

開きいただけますか。これが昨年ふるさと納税でバスを導入しました関係で、バ

スの名義は町としての登録をしております。ですので、経常経費につきましては、

役務費の中で各手数料等、整備手数料とかそういったものを計上させていただい

ております。 

   それと、一番下の公課費についても、その分の経費でございます。それと、１

８の備品購入費、これにつきましてミニサッカーボールのこれが４基の６０万円

と、ポータブルの音響セット１０２万円、これを今年において計上をさせていた

だきました。この導入に先立ちまして、これはキッズサッカーを小学校３年生以

下の部分を毎年、大会を行っております。早めにスチール製のものを買っており

ましたけれども、雨ざらしをしてしまう形になりますので、どうしても錆が食っ

て損壊が激しいということで、今回はアルミで計上させていただいております。

それとポータブルの音響セットにつきましては、各イベントが多い教育委員会で

ございますけれども、その音響セットに関しましては、大事な部分は商工会が少

し程度のいいやつを持っていますので、いつもそれを借りにいってましたので、

今回どこかでということで、教育委員会のほうから上げさせていただいておりま

す。 

   それと、１９負担金の一番下にあります高ＳＰＯ事業の負担金でございます。

これが８２０万円計上させていただいております。昨年が７８７万円でございま

して、３３万円程度増額になっております。その分につきましては、先ほど申し

ましたマイクロバスの任意保険の費用になります。マイクロバスにつきましては、

先ほど申しました通り、登録は町でしておりますけれども、誰でも乗れるような

状況で定義をしておりますので、保険の適用範囲が幅広く設けなくてはいけない

ということで、その部分でここで今年は３３万円上乗せして計上させていただき

ました。 

   私のほうからは以上でございます。 
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○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係の中川です。よろしくお願いします。 

   ２目学校給食費について説明します。１節報酬費についてですが、給食常勤職

員１１名分の報酬を計上しております。４節共済費から９節旅費までは例年通り

の予算であります。 

   続きまして、１１節需用費について説明します。修繕料につきまして３２７万

４,０００円計上しておりますが、主な内訳は東中調理場の雨漏りのため、屋根の

漏水工事や天井の張り替え、中央小学校の調理場の事務室休憩室の空調故障に伴

う更新工事、また調理機器等の修繕等を含めまして予算計上しております。その

他、消耗品費、燃料費、光熱費、賄材料費につきましては、例年通りの予算計上

であります。 

   続きまして、１２５ページから１２６ページをお開きください。１２節役務費、

１３節委託料、１４節使用料及び賃借料につきましては、例年通りの予算計上で

あります。 

続きまして、１８節の備品購入費についてですが、２７２万１,０００円計上し

ております。主な内訳は、東中調理場で使用します食器洗浄機が３０年経過して

おりますので、老朽化に伴い更新が必要であるため予算計上しております。 

   １９節から、１２７ページの２７節までにつきましては、例年通りの予算計上

であります。 

   学校給食係からは以上となります。 

○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（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

いくつかありますが、ほとんど人数の件です。 

まず、奨学金の償還金のこれは利用者数と未納者はいないかというのが一つで

すね。 

それと、準要保護児童援助費がありますが、それに該当者は小中学校にはだい

たい何名が該当されるのかなという人数が一つですね。 

最後に、バスの使用料ですが、これは使用料はなくて、燃料を補充する程度で

いいのか、それと、何日、１泊２日ぐらいの貸し付けまでできているのか、今の

利用現状等も併せて、その３点をお願いいたします。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係長の住吉です。 

まず１点目、奨学金につきましては２８年度では２１名借りられております。

先ほどおっしゃいました未納者がおられるかということで、未納者は何人かおら

れます。今その徴収には回っていますけど、なかなか税とかと一緒にかぶってる

方がほとんどですので、なかなか厳しい状況にはあります。 
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続きまして、準要保護の人数ということですが、まず小学校が、中央小学校が

３５名、東小学校が４名、それと中学校につきましては、高森中学校１３名、高

森東中学校１名となっております。 

以上です。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係の後藤でございます。 

今お尋ねのマイクロバスの費用の件、まずですね。費用につきましては、貸し

出し要項を作りまして、そこに定めまして、費用としては無料です。先ほど議員

さんがおっしゃいましたように、燃料の満タン返しというところで。それと、清

掃という部分を義務付けております。それと期間につきましては、だいたい遠征

とか、そういったもので最大どのくらいかというところで、だいたい今５日間と

いうところで切っております。最長５日間というところで、はい。 

 もう一つの利用状況でございますが、このマイクロバスにつきましては、昨年

の１０月２６日が納車でございまして、御承知の通り２台ございまして、１台は

部活動生の道具とかが載るように後ろが観音開きの車がございます。まず観音開

きのほうの距離でございますが、実働ここまでで４カ月でございます、距離数が

７,４８５キロです。もう一つのほう、２９人乗りになりますけれども、こちらの

ほうが３,０６３キロです。利用形態としましては、ほぼ毎週出ております、両方

とも。もうちょっと平日の利用をということで、ちょっと上のほうから言われて

おりますけれども、そこは当然高ＳＰＯをメインに導入した車でございますので、

高ＳＰＯの教室等で使っていきたい、平日の利用をしていきたいとは思っており

ます。土日で出ている分もほとんど高ＳＰＯで出ておりますので、申し添えてお

きます。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

○委員（本田生一君） 本田です。１２４ページの１８節の備品購入費の中で、ミニ

サッカーゴールは聞きましたけれどもね、このポータブル音響セット１０２万円

となっておりますが、これはどういうやつを買われますか。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係 後藤でございます。 

   商工会のを御存知ですかね。メインのアンプとか、そういったものがありまし

て、要するにセパレートという、マイク用のアンプ、そういったものもあって、

今ＰＡ、いつも専門家がいないとできないような音の、それは我々一般の人では

使えないので、できるだけシンプルで、なおかつワイヤレスマイクが４本使えて、

コードが１本というやつを今メーカーさんと、ＴＯＡというメーカーさんがあり

ますので、そこと打ち合せをして、できるだけ音のいいやつ、大きい大会で使え

る。 
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○委員（本田生一君） 屋外でも使えるんですね。 

○学校教育次長（後藤一寛君） そういうことです。屋外用です。説明が足りません

でした。 

○委員（佐伯金也君） 屋内は使われると。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 屋内はちょっと、使っても問題はないでしょうけど、

ただ。向こうはまた向こうで替えるらしいです。 

   以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番、牛嶋です。 

   社会教育主事の講習者で、何名ほどの予定と、年齢的には何歳ぐらいの人たち

を予定されておるかをお願いします。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係 後藤でございます。 

   社会教育主事の研修の受講者ということでございますが、予定は１名でござい

ます。年齢的には２０代ぐらいというところで絞り込んでいかないと、後々のた

めがというふうには考えております。 

   ちなみに、一昨年は熊大でありましたけれども、昨年は地震の関係だろうと思

うんですけど、九大であっております。それを基に今回は計上させていただいて

おります。恐らく今年になればまた戻るかもしれんです。 

○委員長（立山広滋君） ほかにございませんか。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯ですが、パソコンのリース料、債務負担行為でも４年間

で２,１００万円組んであります。今回それで４２９万２,０００円組んであるん

ですね。このリース８０台ということなんですが、これは個体差があって、中に

は使えるところもある。一斉に８０台全部替えてしまう。そういうわけですか。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 一斉に替える予定です。夏休みの期間に替えてしま

おうかなというふうに計画しております。 

○委員（佐伯金也君） 一様に耐用年数からいけば過ぎていくんだろうと思う。ただ、

ソフトを更新していけばいいわけで、ただその８０台入れて、８０台一斉に更新

するほど使わない人もいるだろうし、頻繁に使っている人も恐らくいただろうと

思うんですけれども、その中で激しく使ってる人たちなんかの中には、やっぱり

いろんな支障を来す人もいるんだろうけれども、一斉に８０台ですよね。通常で

考えた時に、１台が２１万円ばかしするんですね。それを４年で分けて５万３,０

００円という形になっているんですけれども、現在の電気製品の価格、ソフト関

係でそんなにするものかなと思いますし、その４年間のリース契約が終わった後

の、これはもう買い取りみたいになるんだろうと思うんですが、それはそれでど
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ういうふうな取り扱いを考えているんですか。 

○審議員（堺 昭博君） 審議員の堺でございます。 

   まず８０台については、現在導入しているパソコンがＷｉｎｄｏｗｓ７という

ＯＳが入っています。一般的に使われている、もう７、８年前のオペレーション

システム、Ｗｉｎｄｏｗｓですね。今はもうＷｉｎｄｏｗｓ１０といって、２世

代新しいものが出ています。 

   教職員のパソコンを替える時に、ＯＳを揃えておかないと非常に使いづらい、

それからネットワークにもつながりづらい、それからＷｉｎｄｏｗｓ７はもうす

ぐ保証期間が切れますのでセキュリティもできない。そういうのを見越して８０

台、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０に替えるということでございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０は私も今自分の持っているパソコンは更新しておるんです

けれども、非常に使いにくい面が出てくるんですよね。便利がいいように見えて

意外と使いにくい。Ｗｉｎｄｏｗｓ７の時にプリンターあたりとの接続関係もも

う最初からやり直さないといけないし、もう非常に面倒くさいところがあったん

ですが、それはそれでそのＷｉｎｄｏｗｓ７の保証期間が切れるということで、

もう皆一斉にやってしまっとったほうがいいような気がするんですけれども、Ｗ

ｉｎｄｏｗｓ１０に更新するにしても、現状のパソコンでもできるわけたいね。

要するに使用頻度の問題、先ほどから言ってるように使用頻度を考えた時に、そ

んなに使っていない人たちは、ハード容量あたりだって、空域が多ければ、それ

はそれでまだできるわけだから、そのあたりはやっぱり一斉に替えるというのが

ちょっとねと思うんだけれども、もったいないような気がするんですけれども、

そこはどうですか。 

○審議員（堺 昭博君） 審議員の堺でございます。 

   今学校においては、教務支援システム、公務支援システムというシステムが動

いています。 

   教務支援システムは子どもたちの指導要録、それから通知表、成績、そういっ

たものをすべて管理するものです。ですから、すべての先生がその教務支援シス

テムにアクセスをして、毎日稼働していると。 

   それから、公務支援システムにつきましては、先生方の服務管理をするもので

す。これは先生方が出張に出られる時に、旅行命令を書くんですけれども、旅行

命令をもらって、それに服務をするんですけれども、それもすべてオンライン上

で本町は行っています。そういったところもありまして、そちらのほうもほぼ毎



 － 3 8 －

日、すべての先生がアクセスをしている状況です。 

   ですので、確かにパソコンの個体によって、壊れ具合というか、不備具合は若

干あると思うんですけれども、使用頻度に関しては非常に高いものがあるという

ふうに捉えています。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

   金額的にはそれで妥当ということですね。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） そうです。今度入札をいたしますので、もう少しは

下がるかなというふうには思います。妥当です。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯ですが、パソコンあたりだってね、結構下がってきてる

わけだしね。２１万４,０００円が高いか安いかって言われれば、使用される頻度

によってはやっぱりもうこれでも安いですよって言われる方がいらっしゃる。も

う少しって言われる方もいらっしゃる。要するにハード・ソフトというのはだい

たい決まってるけんね。だけん、まあそう差はないわけですから、なるべく、そ

こあたりの見積もりの決定はしていただかなければならないと思います。 

○委員長（立山広滋君） ほかに。 

○委員（興梠壽一君） ２点だけちょっとお伺いしたいと思います。 

   熊本地震復興基金活用のコミュニティ修復事業ですが、今、８件の予定ですが、

これは８件はどのようにして８件を認定されたのか、それと周知はこういう補助

の対象になりますよというような通知したのかをお伺いしたいと思います。 

   それと、概要書の一番最後、東学園の渡り廊下の設計委託料６００万円につい

て、今後、地元と協議の上、最適な方法を検討するということですが、現在のと

ころで、ある程度の構想なり持っておられたらお伺いしたいと思います。 

   当初では、雨風をしのぐような屋根付き、壁付きの何か計画があるとか、中間

にコミュニティセンターですか、会議するも何か計画されているような話を聞い

たかと思いますので、それも含めてお話をいただきたいと思います。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係の後藤でございます。 

   今お尋ねいただきました熊本地震復興基金、地域コミュニティの件ですけれど

も、この件数につきましては、地震があって、すぐさま教育委員会の職員が回り、

情報を得て回っております。 

   それを踏まえて今回のに上げさせていただいております。ですので、一般に周

知という部分はやっていませんでした。その後にもいろんな御相談が個別にあり

ましたので、そういったもので拾い集めて今現在の形になっております。 

○委員（本田生一君） 本田です。 
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   今、興梠議員から質問があっておりますけれども、上色見もだいぶ出てるたい

ね。うちの場合は一応町長さんのほうに、こうやってこういう被害が出ています

が、何らかの策はないだろうかというような相談をしました。一応そういうこと

であれば、できるかできないか分からんけれども、申請をしてくれというような

ことでございましたので、うちの場合はそういうことで申請をいたしておりまし

た。興梠議員、そういうことでございます。 

○委員（興梠壽一君） ちょっと今のことで、興梠です。 

   この文化財になっている神社仏閣というのは、町がさっき言ったみたいに県の

指定じゃなくて、市町村が指定をしている文化財という認識なんですかね。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係の後藤でございます。 

   おっしゃる通りでございまして、国と県の文化財につきましてはそれぞれ補助

事業がございまして、おっしゃる通り、市町村の文化財、今ここに上げておりま

すのは、ほとんど市町村の文化財です。全くもって町が指定したけれども、個人

のであったり、法人のであったり、そういった諸々の状況で、状況が違います。

まずもって、何でコミュニティ助成事業でできたのかというのが背景がありまし

て、そもそも憲法で政教分離がうたわれておりまして、宗教法人というのは、私

たち行政の部分では手が出せない部分にございます。ですので、国の金をもって

するということで、今回のその制度を県のほうが構築をされまして、あくまでも

どこにも、地域の神社とかそういったものについては、いろんなものを相撲だっ

たり何だったり、神輿だったり、そういったコミュニティがあるということを背

景に今回は構築がなされております。 

   以上です。 

○委員（興梠壽一君） 渡り廊下の件は。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

東学園の渡り廊下について御質問がありましたが、現状困っていることは、雨

が降った場合等には、現在行き来ができないというか、車を利用して行き来する

ような形になっておりますので、一応困るということで渡り廊下の設計を今回計

上しております。今まで議会においても、一番重要というか、一番急ぐことは渡

り廊下を造るということで今回設計費を上げておりますが、学校運営協議会にお

いても渡り廊下の設置をお願いしたいということで、要望等、意見等が多数上

がっておりますので、今回、設計委託料を計上しております。 

ただ、当面は渡り廊下の整備ということで第一に考えておりますが、これ以外

にもいろいろと整理する必要が出てきております。例えば校歌とか校章とか、ま

だ全然整備がされておりませんので、こういったことを含めて新年度においては、
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協議会等を立ち上げて検討することを考えております。 

先ほど言われました渡り廊下の真ん中にセンター等をつくるという話がありま

したけれども、これについてもこの中で一応協議を行いまして、１年かけてじっ

くり協議をしたいというふうに考えております。とりあえず、渡り廊下は一番急

ぐということで、設計を上げて、渡り廊下については何とか整備を早くしたいと

いうことで、今回設計料を上げております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

 今、渡り廊下の設計費の件でちょっと質問がありましたが、今６００万円の設

計費が組んであるんですけれども、だいたい総事業費をね、渡り廊下の総事業費

をどの程度計画される予定なのかということですね。何でそこを聞くかというの

は、先般、阿蘇広域のほうでも、湯の里荘の新築移転の予算案が提出されました。

私は日頃から言ってるんですが、以前から比べてね、もう１０年前から比べた時

に、設計管理料というのが非常に高騰してきとるわけですね。以前はだいたい

５％以内ぐらいで、総事業費の５％以内ぐらいでやってきているんですが、今は

もう１割ぐらいになるんですね、事業によっては。その割にはね、途中で変更が

あったり、牛嶋議員も議会の中で言われていたけどね、不備な部分が出てきたり

ということで、設計管理をする割にはその辺りがちょっとおかしいんじゃないか

なという疑問を持っています。 

湯の里荘の場合は、おそらく３％ちょっとで設計委託料は予算計上しました、

事業費のね。今回は６００万円ということなんだけれども、だいたい渡り廊下を

想定的に見て、いくらの予算をだいたい考えておられるかということを示してい

ただきたいと思います。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

渡り廊下の設計費は６００万円を組んでおります。工事費はいくらぐらいの予

算なのかという御質問と思いますけれども、一応この渡り廊下につきましては、

概算でいくらぐらいかかるかというのが私たちもちょっと掴めませんでしたので、

概算の概算です。約６,０００万円を超える金額がかかりました。ということは、

約１割ぐらいの設計料がかかるのかなと思います。財政とも一応協議したんです

けど、６,０００万円もかかるなら、ちょっと考えたがいいんじゃないかというお

話をいただいております。というのは、やっぱりあまりにもかかりすぎるんじゃ

ないかということを言われておりますので、できるだけ安く抑えたいと、単価を

抑えて造りたいということで今考えているんですけど、この６００万円すべてが
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設計にかかるとは思っておりません。この中で設計を組んでいきたいというふう

に考えております。ですから、概算で６,０００万円という金額が上がっておりま

すので、それを抑えて４,０００万円以内ぐらいには収めることができればいいな

というふうには考えております。全長が１７０メートルほどありますので、少し

かかるような気がいたしますので、よろしくお願いします。これまではかからな

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（佐伯金也君） 長くなりましたけれども、冒頭、概算の概算で、６,０００万

円ぐらいだったということで、６００万円ということになってくると、やっぱり

１０％の設計委託料ということになります。やり方的にね、高森中学校を建てる

際にやったことは、あのときも予算というのはそうは決まっていなかったんです

ね。プロポーザルでね、設計業者、高森町に指名を出していらっしゃる設計事務

所の方に、プロポーザル参加費ということで、確かあの当時、１０万円か２０万

円だったと思うんですけれども、こっちから差し上げて、参加される方には差し

上げるということで、差し上げて、そしてその中からそれぞれの業者が、要する

に建築費とそのいろんな用途について、自分たちの良いところをどんどんどんど

んプロポーザルでやってこられて、その中で審査会の中で、ああ予算もこれなら

手頃でいいね、これなら子どもたちがいいね、それと管理する教職員もこれでい

いね、という形で決めたのが今の高森中学校の校舎なんですよね。やっぱり、今

から先はそういうことも必要になってくるんじゃないかなと思いますよ。 

   ですから、できればそのあたりも教育委員会内で今までやってきた事業という

ものを検証していただいて、どういうやり方がいいのかということを決めていた

だきたい。単純に設計屋さんに発注して、今度、渡り廊下１７０メートル造りま

すと。これに対しての設計委託料の見積入札なり、指名入札をするんじゃなくし

て、そういうやり方というものを自分の知恵を出してきて売り込んでもらうとい

うようなやり方をちょっと考えていただきたいなと思いますので、その辺につい

てよろしくお願いいたします。 

○委員長（立山広滋君） ほか、よろしいですか。 

○学校教育次長（後藤一寛君） 社会教育係の後藤でございます。 

 すみません。先ほどの地域コミュニティにちょっと説明不足がございますので、

若干説明をさせていただきたいと思います。それぞれの神社仏閣等から見積書を

いただいております。その見積書をいただいた額の２分の１が補助金になってお

ります。ここは県のこの基金の使用方法の中でほかのところから出たら、その分

を県の補助金をまた引くということまで言われています。ですので、中には門徒

さんあたりが、寄付金とか出された場合はその分は減額になったりとかしますの
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で、それを、はい。そこまでは書いてありませんので。そういうことが一つと、

もう一つは先ほどおっしゃったように、私たちが調査して回って、今回上げてお

りますけれども、まだ２９年度についてはまだ今からですので、私たちが見落と

している部分がありますれば、また教えていただければ、ここにまた追加をして

いきたいと思いますので、すみません、二つ合わせて、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（立山広滋君） 他に発言はありませんか。 

［「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２７号、平成２９年度高森町一般会

計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、教育委員会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。

教育委員会事務局の皆さん、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します。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時４３分 
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平成２９年第１回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２９年３月１３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。 

まず、建設課関連の議案第２０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発言してくださ

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。 

それでは、平成２８年度高森町一般会計補正予算から、担当課長補佐及び係長

から説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

６ページをお開きください。繰越明許費です。災害復旧で旭Ａ団地を繰り越し

を８８１万３,０００円繰り越しをしております。 

１３ページをお願いいたします。土木費使用料、住宅の現年分です。１９７万

８,０００円を減額しております。滞納繰越分を２４万７,０００円減額しており

ます。住宅使用料は今現在では、現年分は８２.３％です。過年分が３２.８％と

なっています。 

続きまして、１５ページをお願いします。国庫支出金の中の衛生費国庫補助金

でございます。合併浄化槽の補助金を２３８万６,０００円減額しております。 

○委員（芹口誓彰君） 減額しとるとは数字はわかるけん、原因を、小さいとはいら

んけど、大きい分については何でこれだけ減にしたかというとを説明せんと、審

議の内容がわからん。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅は一括して調定がしてありますもんですから、

納期が来てから口座引き落としとか、もう一遍に納付書を配っておりますもんで

すので、まとめて払いに来なはる人がおんなはる都合で１９７万８,０００円を落
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とすという形でしております。過年度につきましては、当初は２５人ほどいまし

たけど、あと１３件となっております。 

○委員長（後藤三治君） すみません。今説明ば受けておりますが、今委員のほうか

らもありましたけど、住宅使用料１９７万８,０００円減額した理由が、対象者が

少なくなったのかとか、そういう説明をしていただかないと、どうせわからんこ

とはまた後で質問しますが、できるなら説明の段階でしてもらっとくと、後で聞

かんでいいけん、そういう説明をしていただきたいと思います。お願いします。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 滞納で見込みがもう見込めないと、過年度を先に払

っていってもらっています都合上、現年が自然と残ってくるような状態となって

おります。 

   １５ページをお願いします。衛生費国庫補助金が２３８万６,０００円減額して

おります。これは当初の見込みと、浄化槽申し込みの人が減っておりますので、

それで自然と減額する２３８万６,０００円を落としております。 

続きまして、土木費の国庫補助金、住宅の社会資本整備総合交付金でございま

す。１２９万円減額しております。事業費が２８２万６,０００円、これは下町Ａ

団地の外壁舗装です。 

○委員長（後藤三治君） できるならね、ページごとで何回も言わなんかもしれんば

ってん順番にいってほしいとたいな。また戻らなんけん。お願いします。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

すみません。ページが戻りますけれども、予算書の６ページをお開きください。

予算書６ページの第２表繰越明許費についてです。上から５段目の７土木費、道

路橋梁費、道路等整備事業１億５,７０６万８,０００円繰越事業費となっており

ます。内訳は、西原・前原線復旧復興防災道路整備他５件となっております。 

歳入の１３ページをお開きください。分担金及び負担金の負担金です。災害復

旧費負担金、農地等災害復旧事業費が確定しまして、受益者の負担金も確定した

ため１９万５,０００円減額しております。 

続きまして、歳入の１５ページをお開きください。国庫支出金の国庫負担金で

す。１０災害復旧費国庫負担金、１の公共土木施設災害復旧費国庫負担金は、公

共土木施設災害復旧工事の３２件を全て発注でき、事業費が確定したため１,７５

１万３,０００円を減額しております。 

次に、国庫支出金の国庫補助金です。７土木費国庫補助金、１の土木社会資本

整備総合交付金は、交付金の高森町への配分が決定したため４,９１５万３,００

０円減額しております。同じく土木費国庫補助金、３の狭あい道路整備等促進事

業費補助金は、事業費が確定したため３４５万２,０００円減額しております。 
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○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

１８ページをお願いします。県の支出金で、衛生費、県の補助金です。これも

同じく浄化槽の設置数が申請が減っておりますので、２３８万６,０００円を減額

しております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳入の２０ページをお開きください。県支出金の県補助金です。１０の災害復

旧費県補助金、１の農業災害復旧事業費補助金は農地等災害復旧事業費が確定し、

補助金補助率が確定したため６９万５,０００円減額しております。 

土木係歳入は以上です。 

○委員長（後藤三治君） 歳出も続けてお願いします。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳出の２８ページをお開きください。総務費の総務管理費です。１６の交通安

全対策費、７の賃金は今年度残りの整備箇所に目途がたったため、１５万円減額

しております。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

同じく２８ページの第２款総務費、第１項総務管理費、第１７目水資源対策費、

第２８節繰出金で、簡易水道特別会計への繰出金を９,０００円減額しております。

これは繰出額の確定により不用額を減額したものです。以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

３７ページをお願いいたします。歳出で衛生費合併処理費です。旅費を９,００

０円減額しております。 

続きまして、３８ページをお願いします。需用費、燃料費を１万６,０００円減

額しております。負担金補助及び交付金７１６万３,０００円を減額しております。

当初、３５基浄化槽を見込んでありましたが、全部で１６基しか申請があってお

りませんので、その分を落として減額しております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳出の４２ページをお開きください。土木費の道路橋梁費、１道路維持費、１

３の委託料は、入札による委託業務費の決定と社会資本整備総合交付金の事業費

の確定により１,５４４万８,０００円減額しております。 

歳出の４３ページをお開きください。１５工事請負費は町道維持工事の入札に

よる請負工事費の決定により３０９万６,０００円減額しております。１８の備品

購入費は１５０万円減額しております。 

次に、２道路新設改良費です。１３の委託料は、入札による委託業務費の決定

と社会資本整備総合交付金の事業費の確定により２,３９１万５,０００円減額し
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ております。１５の工事請負費は、新設改良工事の入札による請負工事費の決定

により２,６００万円減額しております。以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

４３ページをお開きください。土木費の住宅管理費です。賃金を３５万６,００

０円、需用費、光熱水費２２万６,０００円、委託料８万５,０００円、使用料及

び賃借料５万円、原材料費１８万５,０００円をそれぞれ減額しております。 

続きまして、住宅建設費です。消耗品費を５,０００円、委託料４,０００円、

工事請負費２７万７,０００円をそれぞれ減額しております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳出の４８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。１公共土木施設災害復旧費、１３の委託料は、豪雨災害復旧事業査定に伴う

測量設計委託費の決定により８万４,０００円減額しております。１５の工事請負

費は、豪雨災害による復旧工事の請負工事費の決定により３,８０３万４,０００

円減額しております。 

次に、２熊本地震公共土木施設災害復旧費、１３の委託料は、熊本地震災害復

旧事業査定に伴う測量設計委託費の決定により２７万５,０００円減額しておりま

す。１５の工事請負費は、熊本地震災害による復旧工事の請負工事費の決定によ

り４９３万３,０００円減額しております。以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

３の熊本地震住宅災害復旧費です。委託料を１万６,０００円減額しております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

同じく４８ページです。災害復旧費の農林水産業施設災害復旧費です。農地等

災害復旧費、１５の工事請負費は農地等災害復旧工事の請負工事費の決定により

１２１万円減額しております。 

○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

はありますか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

３８ページの合併処理浄化槽についてお伺いします。当初３５基見込みで出さ

れたということで、最終的には１６基しか付けてないというような話がございま

したが、現在町で何％ぐらいの合併処理の取り付けが行われているのか。それか

ら、先ほど３５基も上げておるのに１６基しか取り付けがなかったということで、

何でそういう少なかったかということの説明をお願いします。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

何パーセントかは、ちょっと今すぐにはわかりませんけど、当初は３５基みて
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ありましたのが、何で１６基に減ったかといいますと、はっきり言うて一人暮ら

しの人とかは、三十何万も負担を出してさす人はあんまりおらっさんとですよね。

新しい家を、この浄化槽には２種類ありまして、新築した家に新規でするやつと、

汲み取りを転換して浄化槽に替える、この二通り扱ってます。減ったのは、ちょ

っと申し込みがなかったのは、去年、一昨年は三十何基あっておりましたので、

また今年も三十何基で上げていました。実際は、５人槽が１０基です。そして７

人槽が６基しか申請があっておりません。 

○委員（森田 勝君） 今説明がありましたが、この浄化槽は、先ほども言ったよう

に金額も結構一人暮らしなら高くて大変だとは思いますが、やはり町からの補助

金もある程度出ていると思いますので、できるならそういう話の仕方で、無理に

ということはこれは言われませんけど、常時付けてもらって出来る限り環境整備

のほうをきちっと、また町のほうとしてもそういう説明の仕方でお願いしていき

たいと思います。 

○委員長（後藤三治君） 他にありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） すみません。私のほうから１つだけ聞きますが、４３ペー

ジ、土木費の１８節の備品購入費１５０万円減になっとるばってん、これは何で

１５０万円も減ったのか。何か買わなかったのかを聞きたいと思います。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

この備品購入費は、除雪用の排土盤を購入するために予算を組んでおりました

が、２８年度は前原地区と中原地区に除雪用の排土盤を配備する予定でございま

したが、それを注文しなかったので、１５０万円まるまる減額しております。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長 沼田です。 

これにつきましては、今、土木の土井谷係長が申しましたとおり、一応年度当

初に上がっていたと思います。ただ、その後に要望があったのかどうか、私も６

月からですのでわかりませんけど、その後要望がなくて、もう年が明けて、もう

雪の降る時期となって、その後、もうその地区でも必要じゃないのかなというこ

とで、今度落とした次第であります。絶対必要ということならば、また当初予算

に、今、何機かは上げておりますので、それについて対応したいと思います。一

応予算の調整というか、不用額になったらいけないと思って、その分補正で落と

させていただきました。以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明はわかりましたけれども、せっかく当初予算で計上し

たならたい、その年は使わないかもしれんけれども、もし降ったときには間に合

わんこともありますので、やっぱり計画されたのは、せっかく議会で議決を受け
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取るわけだけん、購入するのはしていただかんと。そういう形で不用額で落とし

てもうらうといかんなと、私は思いますので、今後注意していただきたいと思い

ます。 

他にありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 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２０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。 

［「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。 

次に、議案第２４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。 

   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。 

平成２８年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）を御説明させて

いただきます。 

まず、４ページをお開きください。第２表地方債の補正は、起債事業の確定に

伴い、過疎債・簡水債ともに１１０万円、合計２２０万円の減額補正をしており

ます。地方公営企業等災害復旧費債では、熊本地震の災害復旧分を査定により５

４０万円の減額を計上しております。 

７ページをお開きください。歳入について御説明します。第１款使用料及び手

数料の水道使用料現年度分については、３８０万円減額しております。熊本地震

の影響により、水道係は現場対応で約３カ月間徴収が出来なくなり、その後徴収

の努力をしましたが、昨年度と比較すると徴収率が下がりました。また、第２節

過年度分につきましては、大口滞納が解消しまして、５０万円の増額とさせてい

ただきました。 

第２款国庫支出金の簡易水道事業国庫補助金につきましては、平成２８年熊本

地震の配水管等の修繕などに要した経費分の補助金として１１６万９,０００円を

計上させていただきました。 

第３款繰入金につきましては、元金と利子分の公債費が確定しましたので、１

万円の減額とさせていただいております。 
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第６款の諸収入の水道申込加入金については、町内にて集合住宅が建設され、

その分の加入金を６６万９,０００円増額させていただいております。 

第７款地方債につきましては、先ほどの４ページで御説明したとおりです。 

続きまして、歳出です。８ページをお願いします。 

第１款水道費の第７節賃金については、漏水調査の賃金を３０万円増額させて

いただきました。第１２節役務費では不要見込みの９万２,０００円を減額させて

いただきました。第１５節工事請負費ではメーター機取替工事及び町道中学校西

口線水道本館敷設替工事の入札残を１６６万７,０００円減額いたしました。第２

７節公課費では、消費税の中間及び確定申告後の不要見込みを５７万３,０００円

減額いたしました。 

第３款災害復旧費では、財源の組み替えを行っております。 

第４款予備費では、７２０万円を調整のため減額いたしました。 

以上です。 

○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。 

［「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２４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

定しました。 

続いて、議案第２５号、平成２８年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予

算についてを議題とします。 

   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。 

平成２８年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算（第２号）について御

説明させていただきます。 

今回は、歳出予算のみの調整を行っております。６ページをお開きください。

第９節旅費につきましては、不要見込みを１,０００円減額しております。第１１

節需用費では、電気料及び修繕料の年度末までの不要見込みの２６０万６,０００
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円と３６万９,０００円、それぞれ減額しております。 

第２款予備費については２９７万６,０００円を増額しております。 

以上です。 

○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。 

［「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２５号、平成２８年度高森町農業用水供給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

定しました。 

続いて、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題とし

ます。 

   建設課の説明を求めます。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

１７ページをお願いします。土木費の使用料、住宅使用料現年分です。４,３８

１万６,０００円を計上しております。滞納繰越分１６２万４,０００円を計上し

ております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳入の２０ページをお開きください。国庫支出金の国庫補助金、７土木費国庫

補助金、１土木社会資本整備総合交付金は１億７,５５０万円計上しております。

この補助対象事業の内訳は、町道７路線の路面性状構造調査設計業務委託、高森

町管内１９橋の橋梁近接目視点検業務、同じく管内４橋の橋梁詳細設計業務、同

じく管内２橋の橋梁補修工事、町道津留・宮ノ前線測量設計業務、同路線の樋渡

橋ボーリング調査業務、町道天神・尺司線測量設計業務、西原・前原線復旧復興

防災道路整備工事、町道片山・下山線道路改良工事です。 

以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

その上の４目の衛生費国庫補助金２８４万２,０００円計上しております。 

続きまして、土木費の国庫補助金、住宅社会資本整備総合交付金３００万円を



 － 9 － 

下町団地の外壁塗装に計上しております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

その下、３狭あい道路整備等促進事業費補助金は３５０万円計上しております。

これは町道須坂・天神線の用地買収契約に伴う用地代、立木補償費、登記事務費

用が対象になっております。 

以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

２４ページをお開きください。県の支出金衛生費県補助金であります。２８４

万２,０００円を計上しております。内訳は、汲み取りからの転換と新規合わせて

２３基を見込んでおります。県補助金の３分の１と国の３分の１となっておりま

す。 

○委員長（後藤三治君） 歳出、続けてください。お願いします。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

７７ページをお願いします。合併処理費です。旅費を１万円、需用費を１万６,

０００円、負担金補助及び交付金を８５５万３,０００円計上しております。内訳

は先ほどのとおり、５人槽、７人槽、１０人槽を見込んでおります。汲み取りか

らが１０戸、新設が１３基みております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳出の４４ページをお開きください。総務費の総務管理費です。１６交通安全

対策費、７賃金は４８万円計上しております。 

歳出の４５ページをお開きください。１４使用料及び賃借料は３６万円計上し

ております。１５工事請負費は２００万円計上しております。これは町内の路側

線や停止線等の区画線の整備です。１６原材料費は２４７万８,０００円計上して

おります。７賃金と１４使用料及び賃借料と１６原材料は、交通安全施設整備と

して町内の破損したカーブミラーやガードレールの取り替えを行うものです。 

以上です。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

同じく４５ページの１７目水資源対策費、２８節繰出金については、簡水債の

償還にかかる２分の１を繰出金として計上しております。また、簡易水道経営戦

略策定にかかる繰出金を事業費の同じく２分の１計上しております。水道経営戦

略とは、今後１０年間の水道の経営について、現状の把握及び今後の施設整備計

画などを包括的に計画し、今後の水道運営の指針とするものです。こちらは平成

３０年度まで繰出額について交付税が措置されます。 

以上です。 
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○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳出の９４ページをお開きください。土木費の土木管理費です。１土木総務費、

旅費は１万円計上しております。 

歳出の９５ページをお開きください。１１需用費は１万５,０００円計上してお

ります。１９負担金補助及び交付金は２６万円計上しております。これは中九州

地域高規格道路や阿蘇管内国県道の期成会等へ支払う負担金です。 

続きまして、土木費道路橋梁費です。１土木維持費、７賃金は４００万円計上

しております。これは町道の維持補修作業や冬季の融雪剤散布作業や除雪作業の

賃金です。１１需用費は５７３万１,０００円計上しております。これは町道凍結

時に散布する融雪剤等消耗品や道路パトロールに伴う燃料費や町道の維持修繕料

です。１２役務費は１４４万３,０００円計上しております。これは除雪サポータ

ーが町道除雪作業を行うため、事前に保険をかけておく保険料や町単独事業によ

る町道の分筆登記手数料です。１３委託料は６,４５０万円計上しております。こ

れは社会資本整備総合交付金の補助事業を受けて行う委託料４,０００万円と、町

単独の委託料２,４５０万円です。補助事業の内訳は、町道７路線の路面性状構造

調査設計業務、高森町管内１９橋の橋梁近接目視点検業務、同じく管内４橋の橋

梁詳細設計業務です。単独事業の内訳は、色見環状線測量設計業務、道路台帳修

正業務、町道敷小木撤去を行う町道景観向上対策です。 

歳出の９６ページをお開きください。１４使用料及び賃借料は４７０万円計上

しております。これは町道維持作業や町道除雪作業の機械借上料と除雪サポータ

ーによる除雪作業の機械借上料です。１５工事請負費は４,１８０万円計上してお

ります。これは社会資本整備総合交付金の補助事業を受けて行う工事請負費１,３

００万円と、町単独の工事請負費２,８８０万円です。補助事業は、町内２橋の橋

梁補修工事です。単独事業は、町道の側溝改修工事や視距改良工事や舗装整備工

事です。 

歳出の９７ページをお開きください。１６原材料費は１１０万５,０００円計上

しております。１７公有財産購入費は５０万円計上しております。１８備品購入

費は４０万円計上しております。１９負担金補助及び交付金は９６０万円計上し

ております。これは道路愛護事業補助金です。 

次に、２道路新設改良費です。７賃金は９６万円計上しております。９旅費は

４万円計上しております。１１需用費は３０万３,０００円計上しております。１

２役務費は１０６万円計上しております。これは郵便料と他町道須坂・天神線道

路改良工事に伴う分筆登記手数料です。１３委託料は２,２５０万円計上しており

ます。これは社会資本整備総合交付金の補助事業を受けて行う委託料です。内訳
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は、町道津留・宮ノ前線測量設計業務委託、同路線の樋渡橋ボーリング調査業務

委託、町道天神・尺司線測量設計業務委託です。１４使用料及び賃借料は１９９

万３,０００円計上しております。 

歳出の９８ページをお開きください。１５工事請負費は１億９,４５０万円計上

しております。これは社会資本整備総合交付金の補助事業を受けて行う工事請負

費です。内訳は、西原・前原線復旧復興防災道路整備工事、町道片山線道路改良

工事です。１６原材料費は１００万円計上しております。１７公有財産購入費は

５００万円計上しております。これは町道須坂・天神線道路改良工事に伴う用地

契約後に支払う用地代です。１９負担金補助及び交付金は９６５万９,０００円計

上しております。これは県道津留・柳線と主要地方道竹田・五ヶ瀬線の単県道路

事業にて発生する負担金と公共的施設事業による部落道整備負担金です。２２補

償補填及び賠償金は１００万円計上しております。これは町道須坂・天神線道路

改良工事に伴う立木補償代です。 

歳出の９９ページをお開きください。土木費の河川費です。１河川総務費１９

負担金補助及び交付金は３７万円計上しております。次に、２河川維持費賃金は

１２万円計上しております。１３委託料は１７０万円計上しております。これは

坊ヶ平川河川内の清掃と高根切川護岸整備費です。１４使用料及び賃借料は５万

円計上しております。１６原材料費は２０万円計上しております。 

以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

同じく９９ページをお願いします。土木費住宅費の住宅管理費です。賃金７５

万６,０００円、旅費１万円、需用費６９１万４,０００円、役務費９１万７,００

０円を計上しております。 

続きまして、次の１００ページをお願いします。委託料３７４万８,０００円、

機械借上使用料１０万円、原材料費３０万円、負担金補助及び交付金１万７,００

０円を計上しております。 

続きまして、住宅建設費です。旅費を５,０００円、需用費を１万４,０００円

計上しています。委託料です。下町団地の外壁塗装の設計業務委託を５４万円計

上しております。工事請負費を下町団地３棟６戸６００万円を計上しております。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

歳出の１２７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。１公共土木施設災害復旧費、７賃金は１００万円計上しております。９旅

費は１万円計上しております。１１需用費は１１万２,０００円計上しております。

１４使用料及び賃借料は１００万円計上しております。１６原材料費は７０万円
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計上しております。７賃金と１４使用料及び賃借料と１６原材料費は、災害時に

発生した土砂撤去作業等の費用です。 

次に、林道災害復旧費と農地等災害復旧費です。９旅費を１万円計上しており

ます。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ただいま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。 

２点ほどお尋ねします。９６ページ、概要書等に書いてありますけれども、橋

梁関係の詳細設計とか、いろんな事業が載っておりますけれども、これは将来橋

梁をあつかうのか、どういった将来の方向といいますか、方向性をお聞きしたい

と思います。 

それから、道路愛護関係の草刈り補助、これは当初、興梠議員からも質問があ

りまして、御答弁があっておりますけれども、特に１級町道、永野原・河原線か、

非常に地区内でも距離が長くて、とても部落だけでは対応できない。単価４０円

もらっても対応できないというような話も聞いておりますので、そういった大き

い距離の長い１級町道、これの草刈等について、どういった考えをもっておられ

るのか聞きたいと思います。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

橋梁の詳細設計業務の後のことについてお答えします。橋梁詳細設計業務委託

を出しまして、詳細な橋梁の状況調査をいたします。その後、調査内容によって、

どのような箇所が橋梁自体破損があるのかとかというのを詳細設計でまとめまし

て、まとめた後にどういった橋梁の補修工事をしたらいいのかというのをまた考

えます。その内容によって、部分的な補修でいいのか、また内容によって、もう

どうしても架替工事を行わないといけませんという結果が出れば、架替工事をし

なくてはならないと思っております。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田です。 

芹口議員の御質問にお答えいたします。 

先ほど道路愛護の草刈りの件ですけど、町道永野原・河原線ですかね。あのと

ころにつきましては、確かに距離が長くて、もう地元で出来ないところもあると

いうことで、委託してというか、刈られる方を選定して、頼んで、地元じゃなく

てその方が何人かでチームを組んでやっていただいているところです。 

道路愛護につきましては、今度１０円あげました、経費をですね。駐在員とか

にお諮りして、今後、将来的には本会議でも申しましたとおり、できないところ
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は業者の方の委託ですかね、そういうところで、もうどうしても高齢化で、地域

で草刈りをして自分たちの通る道路、生活道路は自分たちで綺麗にしていただく

というところが理想ですけど、どうしても高齢化とかが進んでいましてできない

というところにつきましては、これは今年度検討して、来年度から業者の方に来

ていただくような、そういう時期に来ていると思いますので、そこを検討してい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） 他にありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ありませんか。他にはないということでございますので、

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２７号、平成２９年度高森町一般会計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。 

続きまして、議案第３１号、平成２９度高森町簡易水道事業特別会計予算につ

いてを議題とします。 

   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。 

平成２９度高森町簡易水道事業特別会計予算について御説明させていただきま

す。 

４ページをお開きください。第２表地方債つきましては、発電機導入また大村

水源地の改良工事等に伴う事業債として、過疎債を７２０万円、簡水債を７４０

万円計上しております。 

続きまして、７ページをお願いします。第１款使用料及び手数料、水道使用料

については、現年度分９,３１０万円、滞納繰越分２１０万円を計上しております。 

第３款繰入金については、一般会計のところでも御説明したとおりです。 

第４款財産収入については、簡易水道事業基金からの基金運用利子を７４２万

５,０００円計上しております。 

８ページをお願いします。第５款繰越金は１,４６２万５,０００円を計上して

おります。 

第６款諸収入は、水道加入申込金を前年度に比べて９７万円増額しております
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が、これは町内のアパート建設が進んでおりますので、その加入金が増額するも

のと見込み計上しております。第１目雑入では、弁償金を１万２,０００円計上し

ております。 

第７款地方債は、先ほど４ページのところで御説明したとおりです。 

続きまして、歳出です。９ページをお開きください。第１款水道費で、第１節

報酬、９節旅費、１１節需用費、１２節役務費は、毎年度の経常的経費を計上し

ております。 

１０ページをお開きください。１３節委託料では、水道の管理運営上必要な委

託契約に加え、大村地区の取水施設設計業務委託、先ほど一般会計のところで御

説明した水道事業経営戦略計画作成業務委託及び峰の宿地区町営化に伴います認

可事務委託を計上しております。第１４節使用料及び賃借料は例年どおりです。 

１１ページを御覧ください。１５節工事請負費では、例年どおりの量水器取替

工事に加え、復旧復興計画にもあります非常用時発電機の導入工事として、野尻

水源地及び小倉原水源地にて行いたいと思います。また、峰の宿タンク撤去工事

では、以前、町営化されていたときのタンクが民有地に残っており、所有者の方

から撤去要望がありましたので、タンクを撤去いたします。大村地区の水源改良

工事では、１２月開会中に建設経済常任委員の皆さまに視察いただきました後、

主な取水口をコンクリートで固め、パイプにて直接タンクへの送水を行っており、

応急的に異物が混入しないようにしております。現在のところ、水が濁る等の苦

情はあっておりません。しかし、今後、根本的に水質を改善するために、全ての

取水口に異物が混入しないように取水口に屋根を被せたり、コンクリートで固め

る工事の経費について計上しております。１６節原材料費、１９節負担金補助及

び交付金、２７節公課費は例年どおりですが、１８節備品購入費では量水器取替

工事に伴うメーター器の購入に加え、水道係のデジタルカメラが故障しておりま

すので、カメラの購入と峰の宿の町営化に伴う塩素滅菌器の購入費を計上してお

ります。 

第２款公債費では、水道事業にかかる償還金を計上しております。 

次に、１２ページをお開きください。予備費については７１６万円を計上して

おります。 

以上です。 

○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（森田 勝君） ちょっとお尋ねします。先ほど大村地区の話があっておりま

した。私たちも現場に訪れて現状を見てきたわけでございますが、先ほどから説
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明にあったように、屋根、それからコンクリートで異物が混ざらないような設計

をするというようなことでございます。できますなら、私たちも確認はしました

が、地域の人たちのいろんな話も聞きながら、この工事は進めていってもらいた

いと思います。なぜならば、やはり業者なり、また行政のほうであつかわれた後、

トラブルがないようにするためには、やっぱり地域の人たちのある程度の意見を

取り入れたりしてやっていったほうが、私はいいんじゃないかと思っております

ので、その点についてはよろしくお願いしておきたいと思います。 

それから、ちょっとこれは話が変わりますが、現在、水道工事関係はちょこち

ょこはあっておりますが、大々的な工事はやられておりませんが、町内の敷設管

はだいたい何十年ぐらい経っとるかをお聞きしたいと思います。津留南在から町

内までですね。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

水道管の敷設年月日につきましては、高森地区は昭和５０年代にほとんど鋼管

が入っておりますが、中にはその敷設替えにおきましてＶＰ管とか、塩化ビニー

ルの管にかえているところがありますので、混在しているような状態になってお

ります。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

なぜ私がこの質問をしたかというと、水道係は御存じと思いますが、南在のほ

うで水道が破裂したか、漏水したかわかりませんが、原因はちょっとはっきり聞

いていませんが、その破れか何かしたけん補修ばしなはったて私は思います。そ

の点はどぎゃんだったっですか。そこばちょっと教えてもらいたい。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

先日の冬野地区のだと思うんですけれども、谷川さんの木の前のところが、あ

そこはコンクリートの下に水道管が入っていまして、恐らく前から少しずつは漏

れていたと思いますけど、それがやっぱりいろいろ地震があったりとかでどんど

んどんどんずれが、水が激しく出るようになって、先日の水道管破裂につながっ

たと。それに伴いまして、冬野地区の配水池の水位が下がりまして、というのが

ありましたので、順次、それを見つけましたら修繕工事を行うようにしておりま

すので。 

○委員（森田 勝君） はい、わかりました。 

○委員長（後藤三治君） よろしいですか。他にありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

水道事業の経営戦略計画書作成、これについてはやはり必要かと思いますけれ

ども、それと同時に、この前の決算審査のときにも話しましたけれども、管路図、
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こういうのは是非やっていただいて、デジタル化をして、すぐ漏水があれば、ど

こが漏れよるかわかるようなそういった体制づくりというのも非常に大切かと思

いますので、是非、これは来年度予算にも組んでいただいて、やはり管路図の作

成については、特に急ぐべきと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田です。 

確かに９月の決算のときに芹口議員から管路図のデータ化ということでお聞き

しております。私たちも考えております。一応、２８年度と２９年度については

大村地区ですかね、そこの分でちょっと傾注して、予算を注ごうかということで

今やっているところです。９月の決算のときに予備費等も大分あるのでというこ

とでおっしゃったのは、私たちもそれはわかっておりますので、当初予算で当初

で上げるべきものと思いますので、今後またそれで検討していきたいと思います。

その節はよろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） 他にありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） すみません、私から一つだけ。この峰の宿水道事業認可事

務、峰の宿の水源は今どこなんですか。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

峰の宿の水源につきましては、峰の宿の県道ですよね、確か。県道が通ってま

すよね。あそこのところにイーヒョン観光さん、本間さんがその部落の中に水源

としてポンプアップできるようなのを造って、配水池がそれこそ部落の上のほう

にありますけど、そちらに送っている状況です。 

○委員長（後藤三治君） その本間さんとの話はもうできとるわけ。水源がそこに変

わるとだろう。 

○水道係長（白石孝二君） はい、そうです。いやいや、同じ水源をそのままその今

の機械等をそのまま町営化して、あとは管理を町で行うということです。 

○委員長（後藤三治君） 本間さんが掘った井戸を借用しよったっじゃもんね。多分、

本間さんの井戸だけん。どがんなっとると。 

○水道係長（白石孝二君） いや、もう部落に譲渡してると聞いたんですけど。 

○委員長（後藤三治君） 譲渡してある。本間さんの水はどこから来よると。本間さ

んはその為に作って置かしたと思うばってん。それで足るけん、峰の宿に分けて

やらすとじゃなかったつかな。 

○委員（田上更生君） 田上です。もともと本間ゴルフが整備するときに、社宅があ

ったんですよね、飯場で。その水源で、その社宅の水で、水ばそのまま峰の宿に

譲渡してあるとですよ。そげん話は聞いていました。 
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○委員長（後藤三治君） 譲渡してあるとですか。 

○委員（田上更生君） そげん話は聞いてました。 

○委員長（後藤三治君） そこはちょっとはっきりしとかんとね、後でもめると大変

なことになるけん。 

○委員（田上更生君） ちょうどあの峰の宿と百刈に入る道路の入ってすぐ左側。 

○委員長（後藤三治君） 本間さんは別に。 

○委員（田上更生君） 別に掘ったやつに本間ゴルフの水路は、それとそこはもう社

宅が長くあったけんですね。工事現場の飯場が、そこの水源だけ掘っとらすたい

ね。 

○委員長（後藤三治君） 前は中村の下から取りよったもんね。 

○水道係長（白石孝二君） そうです、そうです。 

○委員長（後藤三治君） それがもう工事が大変だけん、それがあるけん借用しよっ

たような形だったったい。完全譲渡というのが無償かなんかで終わっとるわけね。 

○水道係長（白石孝二君） というふうに聞いております。 

○委員長（後藤三治君） 調べときなはらんと、後々またあそこの会社だけん、何か

問題があったら大変なことになるけん。 

○委員（田上更生君） 土地の人にそのままそれは譲られて、それを峰の宿が利用す

るという話です。 

○委員長（後藤三治君） それは良いことだけん、峰の宿としては良いことだけん、

それはしてほしかばってん、後でもめないように。 

○水道係長（白石孝二君） 確認をします。 

○委員長（後藤三治君） 確認をしとってください。 

他にありませんか。無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３１号、平成２９度高森町簡易水道事業特別会計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。 

次に、議案第３２号、平成２９年度高森町農業用水供給事業特別会計予算につ

いてを議題とします。 

   建設課の説明を求めます。 
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○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

平成２９年度高森町農業用水供給事業特別会計予算について御説明させていた

だきます。 

６ページをお開きください。第１款財産収入については、国債または大口定期

の利息に変更はありませんので、例年どおり計上させていただいております。 

第２款繰入金では３００万円を計上しております。 

第３款繰越金では７万４,０００円を計上しております。 

続きまして、７ページをお願いします。第１款農業用水費では、安全に農業用

水を供給できるよう必要な経費として、ポンプの電気代の光熱水費や各配水池間

のテレメーター通信料などを計上しております。 

第２款予備費として９９万５,０００円を計上しております。 

以上です。 

○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（森田 勝君） 森田です。 

お伺いします。この別所ポンプ場から芝原の上のほうにポンプアップがされて

おりますが、途中で送水管が、御存じと思いますが、個人の土地の中を通って芝

原のほうに送ってあるところもあるし、また農業用水管もあそこの下にずっと通

っとるところがあります。それで、地主の方が私がちょくちょく会うたびに、こ

の道路ば買ってくれとか、そぎゃん話が出とるとですよね。何でかというと、私

の宅地の中に道路を造っとると。それで、役場関係者がいつも水道関係者が通っ

たり行ったりして、できるならその用地を買ってもらえんどかという話も聞いた

りもしますので、今どういうふうな形で役場は対応されているのかを聞きたいと

思います。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

借地関係につきましては、以前から引き続き、借地料をお支払いしているとこ

ろがありますが、そこについてはちょっとまた個別に聞き取り等をして対応した

いと思います。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

それから、御存じのように、上のほうにタンクがあります。あのタンクの道路

も何か聞くところによると、車がいつも出たり入ったりしよるし、そういうとき

は町としては何も一言もないというような話も聞いたりもしますので、そういう

ところはぴしっとされとかなくては、またちょくちょく小さい金額かもしれませ

んが、これが本人が、私にも何回か水道ばストップするとか、農業用水ばストッ
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プするとかいうような話も聞いたりもしたし、そういうところはぴしっと引継ぎ

もしてもらわんと、担当が代わった度に何か違う話が出てきたりするというよう

な話も聞いていますので、その点についてもよろしくお願いしていきたいと思い

ます。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 他にありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 無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、これから本案について採決します。 

議案第３２号、平成２９年度高森町農業用水供給事業特別会計予算については

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、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。 

建設課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 本委員会に付託されました農林政策課関連の議案第２０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発言してくださ

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） こんにちは。農林政策課長の後藤です。 

平成２８年度高森町一般会計補正予算（第１０号）につきまして、歳入から歳

出へと、順に担当係長より説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○農林振興係長（植田雄亮君） こんにちは。農林振興係長の植田です。よろしくお

願いします。 

それでは、平成２８年度高森町一般会計補正予算書（第１０号）の１８ページ

を御覧ください。 

１８ページの県支出金、県補助金、目でいきますと農林水産業費県補助金の主

なものについて説明させていただきます。農業振興費補助金の減額ですけれども、

主に青年就農給付金１５０万円の減です。これについては７５万円の個人に対す
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る補助がありますけれども、それが２人、要件が合致しなかったということで、

これは減額しております。環境直払いについても２７万２,２５０円の減額ですけ

れども、これもお一方、この事業に乗っかっていた畑について、ちょっと事業に

乗せれるような状態ではないということで、取り下げの申し出がありましたので、

それについて減額をさせていただいております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係長の古澤です。 

同じく１８ページの３になりますが、農業委員会補助金ですけれども、現在、

交付決定いただいとる分、または内示をいただいている分の最終調整ということ

になります。農業委員会交付金が８,０００円を減額し、総額１５７万４,０００

円とするものです。 

それから、最適化交付金が追加がありまして、９６万３,４００円を追加して総

額が２０７万４,０００円になります。 

機構集積支援事業補助金ですけれども、農地利用最適化交付金と農地、現在の

利用状況調査がダブるために、こちらを減額して１５万１,０００円を減額するも

のです。 

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。 

それでは１９ページを御覧ください。節の４林業振興費補助金についての減額

ですけれども、森林整備地域活動支援交付金、これは森林組合が森林計画をつく

る際に対する補助金ですけれども、実績に応じて減額をさせていただいておりま

す。間伐材供給安定化緊急対策事業補助金についても、間伐の量が当初の目標よ

りも下がったということで減額をさせていただいております。 

ほかの畜産振興事業費補助金、７節ですね。これについても阿蘇あか牛草原再

生事業補助金、これは牧野に対する有刺鉄線等の補助ですけれども、これは牧野

組合からの要望に応じて減額をさせていただいております。 

また、１０多面的機能支払交付金２８９万１,０００万の減、また多面的機能支

払事業推進費補助金、１１節ですね、２２６万７,０００円については、これは実

績に応じて減額をさせていただいておりますけれども、２９年度以降についても

事業の推進をしていきたいと思いますので、当初予算でも少し多めには組まさせ

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。 

１２の阿蘇火山降灰対策事業補助金につきましては、前、議員さんに説明をい

たしましたとおり、管図の作成等につきまして事業を実施する予定がなくなりま

したので、それに対する補助金の減額をしております。 
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○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、１３節中山間地域等直接支払事業補助金５４１万６,０００円の減

額についてですけれども、これについては当初、緩い傾斜、いわゆる緩傾斜の畑

についても事業に組み込めるのではないかというふうに計画しておりましたけれ

ども、傾斜を測った際に、田んぼと採草放牧地のみ該当するということで、畑に

ついては本事業に乗っからなかったということで減額をさせていただいておりま

す。 

１５節土地利用型農業構造改革推進事業補助金、これは奥阿蘇草部について機

械等の補助を行いましたけれども、これについても入札残ということで減額をさ

せていただいております。 

次に、１９節中山間地域等担い手収益力向上支援事業補助金７４万円の減なん

ですけれども、これについては当初予定していた面積が、共済との突合による減

になりましたので、それについて７４万円の減となっております。 

次に、経営体育成支援事業補助金７４６万６,０００円の増額ですけれども、こ

れは地震について、被災者向けの経営体育成支援事業補助金の第３回目の要望ま

で現在のところ終わっておりますので、それについて増額をさせていただいてお

ります。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

歳入等につきましては終わりましたので、歳出について御説明をいたします。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係長の植田です。 

それでは、補正予算書の３８ページを御覧ください。歳出の主なものについて

御説明させていただきたいと思います。農林水産業費、農業費、農業振興費の１

９節負担金補助及び交付金なんですけれども、これの青年就農給付金、マイナス

１５０万円は歳入で述べたとおり、２人計画よりも少なかったということになっ

ております。 

また、多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金についても、歳入

で説明したとおり、当初の目標よりも少なかったということなんですけれども、

平成２９年度以降についても更なる推進を目的として予算を組まさせていただい

ておりますので、後ほどまたよろしくお願いしたいというふうに思います。 

それでは、３９ページを御覧ください。３９ページの次は畜産事業費について

説明をしたいと思います。報償金については品評会の残ということになっており

ます。１９節の負担金補助及び交付金の１６９万円についても、先ほど御説明し

ましたとおり、牧野等に補助をしておりますけれども、有刺鉄線等の数が牧野組
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合から上がってきた要望が少なかったということで減額させていただいておりま

す。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係長の古澤です。 

その下、農業委員会費でございますけれども、明らかに今年度、歳出見込みが

ないものとして、賃金の農地利用状況調査員の賃金、それから旅費の全国農業委

員会会長大会があったんですけども、地震の直後でございましたので、行かれま

せんでしたので、この分を減をさせていただきます。 

その下、農業経営基盤強化事業費につきましては、財源の組み替えでございま

すので、３,０００円の財源の組み替えをしております。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

１０目の農業活性化施設費、１１節の需用費で、燃料費を１０万円、修繕料を

２０万円計上しております。１３節委託料で２７万円、有価物搬入委託料で１０

万円、堆肥舎設計管理業務委託料で１７万円、この１７万円については熊本地震

により建築基準法が改正され、当初必要でなかった路盤調査を行わなければなら

なくなり、その費用に１７万円を計上いたしました。 

１５節工事請負費７４０万円、内訳は堆肥舎建設工事請負費で、当初の計画で

は１０月２１日に県より交付決定通知をいただきました。そして、１０月２８日

に設計入札を行う予定でしたが、町負担金を過疎債に取り組むため、過疎地域総

合整備計画の変更及び議会承認手続きに時間を要し、設計委託入札の遅れとなり

ました。そして、熊本地震により、建築資材の入手難、資材価格の高騰、人手不

足による賃金単価の上昇等により価格が大幅に増大したため、１月２４日に設計

見直しをし、２月１３日に設計額が確定されましたが、それでも価格が大幅に大

きいので、３月議会において７４０万円を補正で計上いたしました。 

１６節原材料費２６万円、現在、原料の搬入が大幅に増えましたので、２６万

円を計上いたしました。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

今の農業活性化施設の説明のところで一部訂正をさせていただきたいと思いま

す。「過疎債」というふうに説明があったと思いますけど、正しくは「辺地債」

でございます。 

それでは、１１目の農林水産業費の降灰対策費を説明させていただきます。需

用費の燃料費の減です。１２節の役務費、これは上津留の給水スタンド等の設置

するところの土地の登記手数料として１５万円と、それから分筆登記手数料とし

て４０万円計上しておりましたが、減額させていただきます。 

続きまして、４０ページをお開けください。上津留地区農業用水供給施設整備
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設計業務委託料を当初２,４００万円計上しておりましたけれども、事業実施がで

きないということで減額しております。 

使用料及び賃借料、これも同様に用地取得に対して土地交渉等に必要が生じる

可能性があるということで計上いたしましたが、減額いたしました。 

１５節の工事請負費も同様に１億１,０００万円減額です。 

それから、１７節公有財産購入費も、先ほど申し上げましたように給水スタン

ドの設置用地を買収するということで取得する予定でしたけれども、減額させて

いただきました。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係長 植田です。 

続きまして、１２目農林水産業費、熊本地震災害対策費として、１９節負担金

補助及び交付金を８９５万６,０００円増額の計上させていただいております。こ

れは歳入でも申しましたとおり、熊本地震におけます被災者向けの事業として、

総額で４,６２０万２,０００円計上です。現在のところ、１０名の方がこれに対

して申請をされております。 

次に、林業振興費のほうに移りたいと思います。林業振興費についても負担金

補助及び交付金の計上ですけれども、先ほど申しましたとおり、森林整備地域活

動支援交付金、また間伐材供給安定化緊急対策事業、合わせまして２０２万９,０

００円の減額です。これについて両方ですね、森林組合に対する補助ですけれど

も、実績に応じて減額を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。 

以上でこちらからの説明を終わります。 

それから、先ほど１点説明が漏れておりました。６ページをお開けいただきた

いと思います。繰越明許費、繰り越しを御承認いただくということでございます。

農林水産関係では、平成２８年度の震災復旧緊急対策経営体育成支援事業、先ほ

ど植田係長が説明した分の４,４９５万２,０００円を繰り越して次年度に実施を

させていただきたいと思います。 

同様に、堆肥舎建設事業も設計委託とそれから管理委託を今しておりますけれ

ども、これにつきましてはまだ年度内に事業遂行ができないということで、次年

度に繰り越して実施させていただきたいと思います。また、堆肥舎建設について

も同様でございます。 

以上で説明を終わります。 

○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。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○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２０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。 

続きまして、議案第２７号、平成２９年度高森町一般会計予算についてを議題

とします。 

   農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

平成２９年度の高森町一般会計予算の農林政策課に関する件につきまして、歳

入より順に御説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

１７ページをお開きください。５目農林水産業費使用料、２節の農業機械使用

料で１５０万円、農業機械使用料過年度分で１,０００円を計上しております。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係長の植田です。 

２０ページを御覧ください。国庫支出金、国庫補助金、農林水産業費国庫補助

金節、節で森林環境保全直接支援事業、山村活性化支援交付金として７６６万７,

０００円を計上させていただいております。これについては南郷桧のブランド化

を目指した予算として、３カ年で、国のほうに承認をいただいております２９年

度においては２カ年目ということで、この金額を計上させていただいております。 

続きまして、２４ページを御覧ください。県支出金、県補助金、５目の農林水

産業費県補助金として、節農業振興費補助金２,０８１万３,０００円。内訳とし

ましては、担い手育成支援事業補助金１１６万３,０００円、これは現在は草部出

張所に甲斐さんがいらっしゃいますけれども、そういった方を農業の専門アドバ

イザーとして雇う分の人件費等に充てさせていただいております。 

次の環境保全型農業直接支払交付金２４０万円、これについても反８,０００円

の補助を行っておりますけれども、それについても来年度また事業推進というこ

とで増額をさせていただいております。 

続きまして、青年就農給付金なんですけれども、青年就農給付金についても、

個人については７５万円、夫婦についてはその１.５倍の１１２万５,０００円を
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１年間で支出するものですけれども、これについても個人で現在新規で２名の方

と夫婦の１名の方が新規で要望を上げておりますので、その分について増額して

１,７２５万円計上させていただいております。 

次の数量調整円滑化推進事業費補助金、新需給システム推進事業補助金として

１４万５,０００円、これは米の生産調整に対する事務費となっております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係長の古澤です。 

次の３番農業委員会補助金でございますけれども、現在、所要額調査等に報告

しているもの、若しくは今年の実績にて予算計上しております。農業委員会交付

金１２５万４,０００円、農地利用最適化交付金が２０７万４,０００円、機構集

積支援事業補助金につきましては、若干今年より多くなっておりますけれども、

全国農地等の関連が経費にかかるということで、現在要望額として出しておりま

すので、その額を記入しております。５５万４,０００円です。 

それから、耕作放棄地解消特別事業の補助金単県事業ですけれども、これにつ

いては例年どおり当初において３０万円の計上をしております。 

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。 

２５ページの県支出金、県補助金、４目４節の林業振興費補助金についてです

けれども、森林整備地域活動支援交付金４８６万円、間伐材供給安定化緊急対策

事業補助金として１,１２２万円計上させていただいております。先ほど２８年度

の補正でも説明しましたとおり、森林整備計画を促進するために森林組合等に支

払う補助金、また間伐についても実績に応じて支払いをして、２８年度同様の計

上をさせていただいております。 

次の鳥獣被害対策費補助金、これは有害鳥獣被害対策事業、特定鳥獣適正管理

事業として、合計の８３万円計上しておりますけれども、上記の有害鳥獣対策事

業については、猿についての県からの補助金、下の特定鳥獣適正管理事業につい

ては、鹿に対して県が１,０００円補助するものであります。 

次の６畜産振興事業費補助金３１０万円、これは説明で放牧活用型草原等再生

事業補助金となっておりますけれども、これはもともとの阿蘇あか牛草原再生事

業となっております。違いとしましては、実施主体が県から国に変わったという

ことで、金額的についてはだいたい１１牧野分の想定されている金額を３１０万

円計上させていただいております。 

次の経営所得安定対策推進事業費補助金１２２万４,０００円、直接支払推進事

業とありますけれども、これは生産調整等をするために、地域農業再生協議会、

現在は農協に事務局がありますので、そこに全額お支払いをして事務を行ってい
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ただいております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係長の古澤です。 

８番農地中間管理機構集積協力金２６５万円について御説明をします。一応経

営転換協力金の該当として７００アール、それから耕作者集積協力金について２

００アールを見込んでおります。２８年度から非担い手から国が認める担い手、

認定農業者であるとか、新規就農者等しか該当にならなくなりましたので、実質

の集積は他に面積がございますけれども、この協力金の該当になるものは先ほど

申し上げたとおりということで２６５万円を計上させていただいております。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係長の植田です。 

９目多面的機能支払交付金３,７４３万６,０００円を計上させていただいてお

りますが、内訳としましてはこの事業については３つ分かれております。農地維

持支払交付金、資源向上支払交付金の共同活動、資源向上支払交付金の施設の長

寿命化ということで、３つに分かれております。それぞれ２,２７６万円の４分の

３、７６１万円の４分の３、１,６６８万７,０００円の４分の３ということで、

その合計でこの金額を出させていただいております。 

次の中山間地域等直接支払事業補助金３,８２２万４,０００円なんですけれど

も、これについても昨年度から引き続き、また追加の要望等をとって、傾斜を測

定して支払いを行って、事業促進を行っていきたいと思っております。 

次の１１目農業共済加入促進事業補助金１４万円、これは新規事業として、現

在、農業共済のほうの加入率が低いということで、例えば地震のときとかは補助

がでますけれども、その際に共済にかたっとくと、より良い補助率で災害等から

の復旧が目指せるということで、国のほうが現在は半分、県と町からは補助があ

りませんでしたけれども、県のほうが４分の１、市町村が８分の１補助すること

で、農業共済の加入促進しようという事業で、来年度からスタートいたします。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係長の古澤です。 

２７ページの県委託金の農林水産業の県委託金ですけれども、農業委員会委託

金ということで８万５,０００円、これは国有農地の処分管理について県から委託

を受けている分の収入になります。 

それから、同じく農業者年金基金からの委託金３５万円、それから農地中間管

理事業の委託金ということで９万４,０００円を計上させていただいております。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

２８ページをお開きください。１６款財産収入、２項の財産売払収入、２目の

生産品売払収入、１節の生産品売払収入で、堆肥と牧草わらの販売料で６００万

円を計上しております。２節の生産品売払収入、過年度分で１,０００円を計上し
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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。 

３目の不動産売払収入でございます。現在、ガラスハウスを町のほうに戻して

いただきまして、今売り払うことで２８年度中に売り払う予定でございましたけ

れども、熊本地震等の影響によりまして、どうしてもちょっと事務が進められな

かったということでございます。基本的には農林政策課より生活環境課のほうに

財産を移管いたしまして、そちらで売り払いという手続きをとりますが、これま

で農林政策課が携わってきたということで、一緒になって２９年度は売り払いに

向けて動くということで予算を計上させていただいています。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

３０ページをお開きください。２０款の諸収入、４項雑入、２節雑入で、農業

振興費で３９６万円を計上しております。これは丸美屋からの納豆残渣を搬入し

ておりまして、１パレット５,０００円の６パレットで、１回が６パレットで、掛

け月１１回の１２カ月で３９６万円を計上しております。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

歳入が終わりましたので、これより歳出の説明をいたします。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係長の植田です。 

それでは、７７ページをお開きください。農業総務費のほうから説明をさせて

いただきたいと思います。１９節負担金補助及び交付金については、ほぼ前年同

様の計上をさせていただいておりますけれども、一つ世界農業遺産推進事業市町

村負担金として６０万８,０００円計上しておりますが、これについては平成２９

年度はＪ-ＧＩＡＨＳ世界農業遺産の事務局が熊本県にあると、今度は熊本県が担

当ということで、均等割等を含め、開催特別負担というものを出してくれという

ような要望がありましたので、前年比で約１０万円程度増額をさせていただいて

おります。 

次に、目の農業振興費について説明させていただきます。まず、報酬ですね。

担い手支援専任アドバイザー報酬として１６３万４,８００円、これは現在、草部

北部のほうで甲斐さんを雇用して、認定農業者の再認定、また掘り起こし、また

南部の法人の立ち上げと、またその後の支援とかで、人を１人入れております、

その分の報酬となっております。 

次、人・農地プラン策定委員会委員報酬ということで、現在７地区で人・農地

プランを策定しておりますけれども、それの担い手を見直したりするときの委員

の報酬となっております。 

多面的機能支払交付金、非常勤職員報酬として１６３万５,０００円計上させて
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いただいておりまして、これについても事業の推進が今後も必要不可欠でござい

ますので、同事業で上げさせていただいております。 

共済費についても、その非常勤職員等の共済費です。旅費、需用費、役務費に

ついては、前年比と同じような金額を計上させていただいております。 

それでは、７９ページを御覧ください。１９節の負担金補助及び交付金なんで

すけれども、これについても前年比とほぼ変わらないような数字ですけれども、

下から２番目の阿蘇地域若者雇用等連携事業負担金として６３万７,０００円、こ

れは加速化交付金、要は地方創生の加速化交付金で、阿蘇郡全体で地域の若者の

掘り起こしを行って、ＪＡが窓口となって若者の農業に対する雇用の促進を図っ

ていこうということで、この負担金を計上させていただいております。 

次の中山間直接支払事業事務局費、町負担金として８１万４,０００円計上して

おりますが、これについては現在、中山間等多面的機能支払交付金は事務局を設

けて、自分たちで要は農家さんからの負担金で事務局の運営を行っておりますけ

れども、中山間について、全ての集落がただ加入しているというわけではござい

ませんので、町のほうからも、今のところ計上額としては８１万４,０００円、約

半分程度の、人１人の人件費、または事務費として必要になってきますので、そ

の分を計上させていただいております。 

次に、畜産事業費についてですけれども、報償費、優良牛品評会報奨費という

ことなんですけれども、これについては２９年度以降、現年度２８年度も議員の

皆さま方の御足労を煩わせずに、南阿蘇村と同様の快適な品評会を行って、県の

共進会に出るための予選会というような位置付けで今後も進めていきたいという

ふうに思っております。 

需用費、負担金補助及び交付金等については、そのまま２８年度同様の金額に

なっておりますが、名称が放牧活用型草原等再生事業補助金３１０万円となりま

すが、歳入で申しましたとおり、これは旧阿蘇あか牛草原再生事業となっており

ますので申し添えます。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

今の説明で１９節で畜産関係の南阿蘇畜産振興協議会負担金ということであり

ますが、これは南阿蘇畜協が統合されたということで、それにつきまして畜協さ

んのほうで畜産まつりというようなものを今年度から新たに始めたいということ

でございましたので、それについての負担金でございます。 

それでは、４目の農林業地域改善対策事業費の説明をさせていただきます。先

ほど申し上げましたように、ガラス温室の売却に向けて、これから動いていくわ
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けでございますけれども、昨年、管理をお願いしまして、定期的にずっと管理を

していただいておりますので、今年度、年間一応組んではおりますけれども、売

却があるまでということで予定しております。賃金が６０万円、役務費のこれが

建物共済の保険料ですね。これは１年分ということで計上させていただいており

ます。 

以上です。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係長の古澤です。 

次、５番の農業委員会費の役務費までほとんど変更はございませんけれども、

１３の委託料につきまして、今年度は上から２番目フェーズ２、全国農地ナビの

取り込み委託ということで、フェーズ２という全国農地ナビから、うちが持っと

ります農地台帳への取り込み作業に要する費用でございます。 

それから、同様に住基連携対応支援委託と固定連携対応支援委託というものの

経費が、新たにフェーズ２に変わりまして、計上する必要があるということでご

ざいます。 

それから、一番下の農家台帳データ整備事業業務委託ということですけれども、

現在賃金において１人補助しておりますけれども、２年目に当たりますので、臨

時継続は無理ということで、できないということでございます。名称は農家台帳

整備といういつもの業務に加えまして、本年度は翌平成３０年に農振の全体見直

しを控えておりますので、その準備、基礎調査も含んでやっていただくというこ

とになっております。 

次の農業者年金事業費につきましては、ほとんど例年と変わりございません。 

それから、農業経営基盤強化事業費でございますけれども、先ほども説明いた

しましたけれども、１９節の負担金補助及び交付金の、８２ページですけれども、

農地中間管理事業にかかる機構集積協力金、経営転換協力金を７００アール、耕

作者集積協力金の該当分２００アールを推定して予算計上しております。国がい

う担い手に集積しないと、この協力金に該当しないということになりましたので、

認定農業者若しくは認定新規就農者に集積したものについて、この該当になると

いうことでございます。 

それから、次の８目農地費でございますけれども、農業振興地域整備促進協議

会委員の報酬として６万円、それから農振関係の県に我々がお尋ねなり協議に行

く旅費、それから同じく協議会の費用弁償ということで２万３,０００円を計上さ

せていただいております。 

以上です。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 
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同じく８２ページですけど、１０目農業活性化施設費、１報酬で５８５万４,０

００円は去年と同額です。 

８４ページをお開きください。賃金、旅費とも、去年と同額です。１１需用費

で、消耗品費については本年度アグリセンター入口の看板が腐食して、もう全然

字が見えなくなっておりますので、その看板代として１７万７,０００円を計上し

ております。計の４７５万６,０００円です。修繕料が去年は８０万円でしたけど、

１４年を経過しておりまして修理もかさみますので、２９年度は１００万円の修

繕料を計上しております。役務費が１１０万１,０００円、去年と同額です。委託

料が３８６万６,０００円、これは有価物搬入委託料で、先ほど説明しましたけど、

歳入のほうで３９６万円を計上しておりますので、この中から委託料を運用した

いと思います。それと、警備委託料で、今まで警備会社が入っておりませんでし

たので、現金とか扱いますので、委託料としまして２０万２,１７６円を計上して

おります。使用料及び賃借料は去年と同額です。原材料費は、作業員は去年より

１名増員しましたので、原料代が倍以上、昨年度より入っておりますので、原料

代が８８万５,６００円を計上しております。合計の１０２万３,０００円を計上

しております。 

次、１８節の８４ページをお開きください。１８節の備品購入費で、２９年度

は３回目の１５０万円を払うように計上しております。今回は昨年と一緒です。 

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。 

それでは、目の１１農地整備費について御説明します。この目は新たに２９年

度から増目をさせていただいております。理由としましては、委託料を御覧いた

だきますと、換地等調整業務委託、草部南部地区農業基盤整備と、これで３４０

万４,０００円計上しておりますが、いよいよ３２年度の区画整備に向けた取り組

みを今後もさらに進めていくということで、農地整備費ということで目を増させ

ていただいております。委託の換地等調整業務委託なんですけれども、相続関係

とか、そういった地籍が終わってないような事情もありますので、そういったこ

とでこの金額の委託料が必要ということで計上させていただいております。 

１９節の負担金補助及び交付金については、高森町公共的施設整備事業１３７

万６,０００円、これいわゆる５割事業について計上しております。 

次に、農林水産業費、林業費、林業振興費について御説明させていただきたい

と思います。報酬１７４万７,０００円、幹事報酬、これなんですけれども、現在、

阿蘇南郷桧ブランド推進協議会を幹事会を数回行っております、その分の報酬で

す。非常勤職員報酬は、現在、森林組合に１人常駐して、南郷桧をブランド化す
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るために雇用しております、その分の報酬となっております。共済費もその方の

共済費となっております。 

それでは、次の８５ページを御覧ください。賃金１０万円、これは町の林道の

補修をするために管理していただく賃金となっております。報償費等については

変更はございません。主な変更点としまして、委託料１３節なんですけれども、

一番下に木工品の商品開発及びマーケティング調査２７０万４,０００円計上して

おります。合計の４１５万６,０００円となっておりますが、これについても南郷

桧をブランド化するときに端材を使ったアロマオイル、現在はアロマオイル、ま

たは絵馬を作ったりだとか、そういったものを開発するための調査費として計上

させております。この南郷桧については、歳入の山村活性化支援交付金７６６万

７,０００円をそのままこっちの歳出のほうに持ってきておりますので、町の持ち

出しというのは基本的にないというふうに考えていただいて結構です。 

１５節の工事請負費４００万円、林道阿蘇東部線白線及び区画線の整備４００

万ですけれども、現在、林道の阿蘇東部線がもう林道と呼ぶには、それ以上の交

通量がありますので、白線とか区画線が消えて、現在のところ、なかなかこう厳

しいような状況にあります。そういったものを、まだ町の管理ということで責任

の所在が町にありますので、こういったところの整備も今後もやっぱり必要なの

かないうふうに思っております。原材料費はそのままですね。負担金補助及び交

付金についても今年度と同額を計上をさせていただいております。 

次に、８６ページを御覧ください。鳥獣被害対策費についてですけれども、こ

れについてもほぼ同額ですけれども、まず賃金の２０万円、大型囲い罠移設賃金

として、現在、上津留地区において２つの大型囲い罠を設置しておりますが、費

用対効果の観点から、なかなか厳しいということで、町の持ち物でありますので、

移設をして、現在、上津留の方に管理を任せておりますが、その方の農地に移設

をして、もう全て自分で管理をしていただこうということで、その移設費等につ

いては町が見ようじゃないかということで計上させていただいております。 

１３の委託料２５４万２,０００円、これについては広域鳥獣クラウドシステム、

それの保守点検委託と運営体制の整備委託なんですけれども、色見、上色見で、

現在２９基設置しております広域鳥獣クラウド事業の委託料というのは、ランニ

ングコストとして今後もかかってきますので、２９年度以降も計上させていただ

いております。 

それでは、次の８７ページを御覧ください。１４節使用料及び賃借料３０万円、

先ほど申しました大型囲い罠移設に際に、機械の借上料ということで計上させて

いただいております。負担金補助及び交付金については、ほぼ同額の計上をさせ
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ていただいております。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） 担当から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２７号、平成２９年度高森町一般会計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。農林政

策課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○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しま

した。 

なお、本日は午後から建設課関係の道路を４カ所現地調査をしたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで建設経済常任委員会を閉会します。 

お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時１０分 


