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平成２９年第２回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２９年６月９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、ただいま

より文教厚生常任委員会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

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

たします。 

まず、教育委員会事務局関連の、議案第４０号、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。発言する前に、所属と名前を言って発言してくださ

い。 

それでは、教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） 委員会事務局長 東でございます。 

議案第４０号、平成２９年度高森町一般会計補正予算の案件でございます。 

担当係から御説明を申し上げます。よろしくお願いします。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） 教育委員会事務局次長兼学校教育係長 後

藤でございます。 

本日は、先ほど局長が申しましたとおり、社会教育係長が不在でございますの

で、全ての案件を私のほうから御説明をさせていただきます。 

まず、１０ページをお開きいただけますか。中ほどに、県支出金の９目に教育

費県補助金がございます。これは、さきに、昨年起こりました熊本地震、それに

よります復興基金を持ちだしての地域コミュニティ、神社・仏閣だったり、お寺

とかもろもろございますけども、要は文化財系に対する補助金、交付金でござい

ます。これが、４８３万９,０００円今回計上させていただいております。 

続きまして、１８ページをお開きいただけますか。すみません、下の１９ペー

ジになります。９款の教育費になりますけれども、事務局費と学校教育費につき

ましては、これは総務課所管の給与の部分でございますので、こちらからの説明

は割愛させていただきます。 

８目の教育費の熊本地震災害対策費というところで説明をさせていただきます。 

先ほど歳入で申しました熊本地震の復興基金を活用した部分、その部分の４８
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３万９,０００円が、ここで出てまいります。今回の分につきましては、昨年、高

森阿蘇神社関連の年の神（トシノカミ）神社を１カ所だけ修復をやっております。

その後、あと残り９件あったんですが、それを今年やることになっておりまして、

実際既に手を掛けている部分がほとんどありますが、その中で、それぞれの部分、

手出しが、県の補助金が半額だけで、要するに町はトンネルの状態でした。しか

しながら、県のほうが昨年の後半になりまして内容を変更してきましたので、町

からの持ち出しができるようになりました。それで、内部検討を重ねまして、そ

れぞれの残りの半分の部分、０.５の部分を町がその部分の８割を補助しようとい

うことで決定をいたしまして、今回計上をさせていただいております。 

それと、さらにですね、その後の調査及び呼び掛けでですね、５件ほどまた新

たに上がってまいりました。その５件と申しますのが、上色見熊野座神社の付属

部分ですね。それと河原の熊野座神社、それと草部吉見神社の下になります三郎

神社、それと、高森阿蘇神社の本体のほうの灯籠部分ですね。それと色見の六地

蔵、以上５カ所が上がってまいっております。 

それらを合わせまして、１９ページの一番下にございます８０５万４,０００円

というのをここで計上をさせていただいております。 

それではすみません、次の２０ページをお願いいたします。中ほどにあります、

今度は中学校費になります。中学校費の学校管理費がございますが、その中の需

用費、まずここに５０万円を計上させていただきました。これは東学園が、東学

園とこの４月からなりましたもので、各部活の部旗でありましたりのぼり旗であ

りましたり、そういったものの名称等を全て変えなくちゃ使えないということで、

ここにその部分の消耗品代として５０万円を計上させていただきました。 

それと、その次の１８の備品購入費になりますが、これにつきましては、高森

中学校のバストロンボーンそれと普通のトロンボーン、この二つを７５万６,００

０円で計上をさせていただいております。これにつきましては、ふるさと納税か

らの支出というところで内部で決定をしております。 

次に、学校施設管理費でございますが、これにつきましては、当初から上げさ

せていただいておりました東学園の渡り廊下の分でございます。その設計委託料

として６００万円を上げさせていただいておりましたが、これにつきましては、

その後、今年度に入りまして話を進めまして、取りあえず目の前に動ける、簡易

でいいからという話になりましたもので、そういうところで設計を組ませていた

だきまして、工事費といたしまして、渡り廊下のほうが１,５００万円、それとも

う一つは、高森中学校の警察官舎の南側になりますが、町の敷地と佐藤さんとい

う方の敷地で、砂利のところがございます、スクールバスの駐車場で。その町の
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敷地部分の舗装ですね、そこにどうしても水が大量にたまりますので、そこを解

消したいというところで４００万円を計上させていただいております。 

それと、最後になりますけども、その下の保健体育費になります。保健体育費

の負担金及び補助金ですが、この分で２０万円を高ＳＰＯのほうに負担金として

入れさせていただきます。これもふるさと納税のほうで支出をするということで、

内部的に決定をしておりますが、この２０万円と申しますのが、４月に幼児部分

の剣道教室を開いております。当初、６月の補正で出てくるのは大変失礼かと思

いますけれども、当初で見込めなかった部分がございまして、剣道部で人間が寄

り次第というところの部分がありまして、相応の人間が寄り、大会に参加ができ

るような状態になりました。そういうのによりまして、剣道着をですね、高ＳＰ

Ｏのほうで用意をすると、最初のみということになりますけれども、ということ

で今回計上させていただきました。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（立山広滋君） 今説明が終わりましたので、これから質疑を伺います。質

疑はありませんか。 

はい、どうぞ。 

○委員（牛嶋津世志君） １番、牛嶋です。 

今の、東学園の渡り廊下の部分の１,５００万円、補修工事の内訳はどういうふ

うな内訳になったのかを教えてください。 

それともう一つ、高森中の駐車場整備はどういう整備をするか。舗装するのか

な、ちょっとそれの確認です。 

もう一つ最後、高ＳＰＯで、剣道の補助金を出すけど、剣道の分を、どこの団

体が指導するか、指導者は誰かを、ちょっとそこの関係をお願いします。 

○委員長（立山広滋君） はい、どうぞ。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東でございます。 

まず１点は、東学園の渡り廊下ですね。後で資料をちょっと調べてまいります

けれども、ざっくばらんに言いますと、カーポート的な感じの２メートル５０セ

ンチのカーポートを１５０メートルでつないでいくということです。 

○委員（牛嶋津世志君） 下はコンクリート鉄筋等ですか。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） コンクリートはですね、もともと犬走りみた

いなところがありますので、それはそのまま活用して、どちらかというと、簡易

的なものです。というような形でやっていきます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（牛嶋津世志君） はい。 
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○教育委員会事務局長（東 幸祐君） この小学校のですね、袴に関しましては、少

年剣道クラブですね。袴は試合用になります。試合用の貸し出しです。通常は自

分たちで持っておりますので、試合用のときだけ使うような形で購入します。 

○委員（牛嶋津世志君） 指導は小学校から中学校まで。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） 小学校です。小学校のほうの剣道クラブです。

今１０名ほどおりますが、まだ人間がちょっと増えるということで、試合用とし

て購入するという形になります。 

駐車場はですね、アスファルトで、半分ですね。面積は向こうまでありますけ

ど、半分は佐藤さんという方の持ち物。 

○委員（牛嶋津世志君） 佐藤さんは手前かな。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） いや、奥のほう。 

○委員（牛嶋津世志君） 奥のほうが佐藤さん。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） 向こうはほとんど使いませんので、手前の約

１反、１,０００平方メートルありますので、そこだけを舗装します。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（牛嶋津世志君） はい、ありがとうございました。 

○委員長（立山広滋君） ほか、なかですか。 

はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

今出ました東学園の渡り廊下の建設の件ですが、当初では過疎債をしまして、

一般財源はゼロということでしたが、今回１,５００万円の計上で、全て一般財源

ということになっております。説明書きでは、補助が見つからなかったと話があ

ったですね。全部一般財源の金額ならかなりの持ち出しが大きいなというような

気もいたしますけれども、何か補助関係は見つからないのですかね。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東でございます。 

当初は６００万円の設計料です。で６００万円を組んでおったわけですけど、

これは建設しますと当然７,０００万、８,０００万円かかるわけですよね、設計

委託で６００万円ですので。地元のＰＴＡといろいろ協議しまして、できるだけ

早く、簡易なものでいいという、そんなに立派なものは要らないという話になり

まして、組み替えを行ったんです。その場合、過疎債というのは、その渡り廊下

には使えないという話、財政からのそういう話になりまして、組み替えて、じゃ

あ１,５００万円だったら、７,０００万円かけるより１,５００万円でいいという

話になったですね。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 
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渡り廊下での過疎債は使えない。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） 使えないですね。 

○委員（興梠壽一君） というと、当初ではその渡り廊下を建設しますということで

説明してあって、過疎債、設計のほうに６００万円入っておるんじゃないんです

かな、これは。設計費だけが過疎債ですか。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） はい。 

○委員（興梠壽一君） 工事費の中にはできないということですか。 

○教育委員会事務局長（東 幸祐君） はい、ですね。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、いいです。 

○委員長（立山広滋君） ほかはなかですか。 

はい、どうぞ。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

それぞれ補正の額もそれほどじゃないんですが、今、興梠委員が言われたよう

にですね、東学園にしろ高森町の教育環境にしろ、今教育長がいろいろ努力され

ておるようですけれども、意外と県の教育長も文科省の方針に沿った形でモデル

的にやっておられるわけですね。今興梠委員が言われたように、渡り廊下にしろ、

やっぱり義務教育学校にしてやっていくということは、当然小中学校一貫ですか

ら。やはりそうしたときに、県のほうからね、県単独でもいいけん、補助金をつ

くってもらうような努力はしてもらわんと、うちは義務教育学校にしゃんむりせ

んならせんでいいんです。今までどおりで何も問題ないんです。でも、それをす

るということであるのならば、やはり県のほうもそれなりの汗を流してもらわん

と、恐らく義務教育学校にしたならいろんな学校から研修に来られると思います

よ。やっぱりそうしたときの環境問題もあるわけだから、設計は過疎債を使って

もいいと。これは過疎債というのは、主に国から財源補てんをしていただけると

いうことなんですから、本来、県の教育庁からね、やっぱりある程度資金的な、

財源的な投資のほうもしてもらわんと、やっぱりいろんなことに手を挙げてやっ

ていただくのは結構なんだけども、やりますよ、じゃあ、これについては、うち

がモデル的にやりますから、ある程度予算的なところも、そっちもよろしくお願

いしますという活動もしてもらわんと、これは全てお人よしで終わってしまうで

すね。だけん、やっぱりそこあたりは気をつけてもらいたいと思います。 

それと、学校管理費の中で、今消耗品費が５０万円出ている。これは東小中、

要するに義務教育学校分なんだけれども、これは当初予算の中で、義務教育学校

にしていくときに、当然これはもう見えとった予算ですね。必要だと思うんです
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よ。だけん、そういうのは事前にね、当初予算の中で出しておかんと、需用費で

補正で５０万円と出てくるようなざまじゃ、これはだめですよ。だけんそこは気

をつけてください。 

あと、今牛嶋委員が言われたスクールバスのバス停、これはもうお願いしとっ

たことができるということで、非常に歓迎しております。一番思うのは、佐藤さ

んのところ、個人分、あそこがダンプばかりたいね。今２台か３台入っているた

い。そうすると、あと個人のほうも入りよらすらしいよ。一番懸念されるのは、

あそこにダンプをストレートに頭から突っ込みよらっさんとたい。ぐるーっと真

ん中にバックで入って来よらすたい、前向けてね。そうしたときに、やっぱり舗

装の仕方次第では、恐らく舗装ばね、打ち割らさっさんどかて思うとたい。 

だけん、そこあたりをね、佐藤さんのほうで借りておられる部分については、

やっぱり出入口はもう町の部分ば使って入られるわけだけん、十分そこあたりの

協議を進めてください。 

以上です。ここも答弁は要らないんだけども、今後そういうところは気をつけ

てください。よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） 答弁はよかですね。 

○委員（佐伯金也君） はい。 

○委員長（立山広滋君） はい。ほかにはなかですか。はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。楢木野君がおるけん、説明だけちょっと。 

先日、高スポの総会があってから、決算報告してあった分ですが、予算も立て

てあったんです。その中で、ちょっと後で気づいたつばってんが、予算書の中で

本年度３０万円町の予算が入っとったですね。本年度から、今度また特別会計の

繰り出しがなくなったんですね。となれば、高スポの一般財源は、その分だけが、

繰出分だけが浮く感じたい。それに上乗せで、その３０万円の上乗せ分がうくよ

うな感じになってね、プラスされるたい。その中で、今度何の支出を受けるのか

なと思ったら、マイクロバスの燃料分、何かが増えとったような気がした。それ

にしても、プラス・マイナスでいえば、予算的にはあまるかなと思った。何に使

ってあったのかな。使うようにしてあったつかな。 

○教育委員会事務局（楢木野秀徳君） 今までがですね、「ＴＯＴＯ」の補助をいた

だいてあります。それが今度なくなりますので。今回、「ＴＯＴＯ」で使用して

いたのは、指導者の謝金のほうと、あと備品購入代とかで「ＴＯＴＯ」のほうか

らほとんど出してもらったんです。それがなくなりますので、今度は指導者の謝

金等が今度こちらのほうで入っているみたいです。 

それと、マイクロバスに関してはですね、保険代です。保険代のほうが今回は
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うちのほうで持つことによって、町のほうの支出が増えます。 

○委員（興梠壽一君） 単純に、もう繰出金がなくなったけんが、その分だけで対応

できるんじゃないかなと思ったので、わざわざ町の予算を上げる必要はなかった

んじゃないかなと思ったものですから。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） 去年ですね、バスを買うときに、保険代は

そのバス代の中に全部入れてしもうとるです、ふるさと納税の中に。だけん、去

年は予算としては表に出てこんだったんです。だけん、ふるさと納税のほうの金

で全部払ってしもうとるんです。それでバス代が７５０万円程度かかった、その

バス代の中に入れとったんです。それが２台で３０万円ぐらいかかりますので、

それが今回からその中身に出てきたという、そういう形です。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかにはありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 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（立山広滋君） 討論なしと認め、この案について、採決します。 

議案第４０号、平成２９年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

定しました。 

以上で、教育委員会事務局に関連する案件については終了いたしました。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、本委員会に付託されました住民福祉課関連の、

議案第４０号、平成２９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。発言する前に、所属と名前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。どうぞ。 

○住民福祉課長（佐伯 実君） 佐伯でございます。おはようございます。 

本日、皆さんに御審議していただく部分につきましては、一般会計の歳入歳出

の補正ということでですね、後ほど担当のほうから詳しく説明があると思います
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が、その前にですね、先般文教厚生常任委員会で協議していただきました重度心

身障害者の医療助成金の過誤払いについてですね、現在までの御報告をこの場で

させていただくことをお許し願いたいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、どうぞ。 

○住民福祉課長（佐伯 実君） じゃあ、すみません失礼して、座って御説明をさせ

ていただきます。 

議員の皆様また該当者の方々、そして町民の方に非常に多大なる御迷惑をおか

けしてですね、このような事態が起こりましたことを、再度深くお詫びを申し上

げたいと思っております。 

４月２６日に熊日のほうで報道発表をさせていただいたものでございます。本

日までにですね、重度心身障害者医療費助成の過誤払いについてお電話と訪問に

て、全世帯を回ってきました。６３人の方の過誤が発生しておりまして、還付が、

まずお返しをする部分については、１４人の方がおられまして、１１万７,４８９

円、これは全額連絡がつきましたので、還付のほうをさせていただきたいと思っ

ております。 

それと、返金をしていただく方につきましては、全員で４８名の方でございま

して、返金に応じていただいた方につきましては１４０万３,７４９円、３４人の

方の分です。それと返金が困難、あるいは今後検討させていただきたいという方

につきましては５１万９,３４１円、１４人の方でございます。 

トータルとしましてはですね、還付の方が１１万７,４８９円、これは全額連絡

がついております。また、全体につきましては、過払いにつきましては１９２万

３,０９０円ということで、およそ７０％以上の方についてはですね、返還に応じ

ていただきました。これは我々の勝手なミスでですね、こうやって住民の方が応

じていただけたという、非常に我々としてはありがたいなというふうに考えてお

ります。 

また、返金困難な方につきましての状況については、本人が死亡されており、

どなたも連絡がつかないとか、生活保護に近い方、生活保護を今現在受給されて

いる方等々でありまして、これにつきましても今後もですね、お願いということ

で継続してまいりたいと思います。今後は医療関係の事務等々を再度見直して、

二重三重のチェックで誤りがないようにですね、今是正をしておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

以上がですね、重度心身障害者医療助成事業の過誤払いについての御報告でご

ざいました。 

以上、よろしくお願いします。 
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○委員長（立山広滋君） はい、分かりました。 

それでは、説明をお願いします。 

○福祉係長（眞原友紀君） 福祉係 眞原です。 

補正予算書、９ページのほうをお開きください。国庫支出金の３目の民生費の

国庫補助金、２節の子育て支援交付金でございますけれども、地域子育て支援事

業の補助金８６万８,０００円と、それから利用者支援事業ということで６６万８,

０００円の歳入の増でございます。 

同じく９ページの、３節福祉介護職員処遇改善加算の取得促進特別事業の補助

金として、国のほうより６万４,０００円入ってくる見込みでございます。 

それから、１５款県支出金の民生費県補助金の８節子育て支援交付金でござい

ますけれども、これも、先ほどの国庫負担補助金と同じで、３分の１ずつ入って

くる見込みでございます。 

それから、１１ページのほうをお開きください。２０款の諸収入の雑入でござ

いますけれども、先ほど課長のほうから説明がありましたけれども、重心医療の

過誤払いに伴う返還金につきまして９０万円歳入のほうを、予算を計上させてい

ただいております。 

続きまして、歳出のほうの説明をさせていただきます。１５ページのほうをお

開きください。社会福祉総務費の賃金の、臨時職員の賃金でございますけれども、

これにつきましては、臨時福祉給付金の賃金について、時間外手当のほうから賃

金のほうに組み替えたものでございます。 

それから、２目の障害福祉費でございますけれども、委託料は、先ほど歳入の

際に御説明申し上げましたけれども、障害福祉サービスの報酬改定に伴うシステ

ム改修の委託料のほうを計上させていただいております。それから、２０節のほ

うですが、これも先ほど課長が説明しました重心医療の未払い分の１１万７,４８

９円分の歳出予算のほうを計上させていただいております。 

続きまして、６目の高森東保育園費の報酬と旅費でございますけれども、これ

につきましては、職員が産休に入ります関係で、８月から非常勤保育士を雇わな

ければならないということで、今回計上させていただいております。 

それから、７目の子育て支援対策費でございますけれども、報酬といたしまし

て、子育て支援関係の非常勤職員の報酬、それから臨時保育士の委託料を報酬の

ほうに組み替えさせていただいたものでございます。 

それから、１８節備品購入費でございますけれども、子育て支援センターの巡

回用車両といたしまして、ふるさと納税を活用させていただいて、１台軽自動車

を購入する予定でございます。 
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以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） 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。 

はい、どうぞ。 

○委員（佐伯金也君） 佐伯です。 

今、雑収入のところで、一応過誤払い、重度心身障害者の医療助成金の過誤払

金が返還金が９０万円になっていますね。これは、本来は過誤払いした分全額と

いうのを書いておかにゃいかんとじゃなかろうかなと思うとたい。最初から、も

う分かった金額ではなくて、間違って払った分は一応返還してもらいますという

とが前提であるならば、一応全額を書いとって、そしてあと残り分についてはも

う未収でいつどういうふうな形で処理するかという形になってくるんじゃないか

なと思うとたいね。最初から、返還してくれた形だけの金額だけを出してありき

じゃいかんような気がします。 

それについて、ちょっと、今どがんふうにとらえたらいいのかということを教

えていただきたいなと思います。 

それと、子育て支援員、これは、昨日後藤議員のほうからも言われたけれども、

事前に雇用がされてたという事で、さっき課長のほうからちょっとあったけれど

も、まあ事業は進行しているわけだから、それに欠員が出れば補充して、どうに

かこうにかやっていかにゃいかんというのがあると思います。そういう点につい

ては、やっぱり慎重にやってもらいたかったなという気持ちですね。それについ

て、今後子育て支援センターの運営状況等も報告をしてもらいたいと思います。 

あと、この巡回用車両ね、これは総務課長のほうに聞いたら、車両台数結構あ

るそうです。今までは、子育て支援センターは何年かなるわけね、できてね。で

も、各地域でも巡回支援はされていたわけで、その間は恐らく町の公用車を使っ

てされていたんだけれども、どういう理由で公用車との併用ができなくなったの

かというのをお聞かせをいただきたい。２５台もあるんだから、併用できるんじ

ゃないかなと。毎日巡回指導者が出るのであるならばなかなか難しい問題がある

と思うんですが、１週間に何日かであるでしょうから、その点で併用ができない

理由というのがどういう形で出てきたのかということを教えていただきたいなと

思います。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、どうぞ。 

○住民福祉課長（佐伯 実君） すみません、佐伯でございます。 

まず１点目の、重度心身障害者の雑入につきまして９０万円上げておりますが、
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これは先ほど冒頭でも説明しましたとおり、１４０万円ほどの誤りが出ておりま

す、の答えです。これについては、この予算を立てる部分の前に、おおよそ９０

万円だろうということでですね、一応書いて、その差異がございました。 

まず、雑入で９０万円上げますが、調定というのが予算の中でありますが、そ

れにつきましては、返還をしていただく方向で全額を一応調定として上げます。

その中で、やはり我々が当初見込んでいた、ここはちょっと無理だろうというと

ころで、一応当たるんですけれども、予算については全額は上げないようなです

ね、今までの予算の中、税務も一緒なんですけどですね。全額は調定で上げて、

予算はその入ってくるだろうという部分が９０万円ということで、今回も上げさ

せていただいた部分でございます。 

続きまして、子育て支援の部分についての臨時というか、保育士の雇用につい

てでございますが、当初ですね、子育て支援センターにも保育士がおりました、

３月までです。色見保育園のほうで欠員が生じましたので、御退職をいただいて、

そちらのほうに保育士が急に行くようになりまして、その前にはもう継続してい

ただけるだろうということで予算を上げていたんですが、欠員が出ましたので、

保育士の募集をしてるんですが、なかなか保育士というのがおられませんでです

ね、今回学校の教員免許を持っておられる方１人とですね、それと地域福祉じゃ

なかった、子育て。 

○福祉係長（眞原友紀君） はい。１人は幼稚園教諭の免許を持たれている方、それ

からもう１人はですね、母子保健推進員を２０年間経験されておりまして、高森

幼稚園のほうにも１５年ほど勤務されているということで、経験と知識を有して

いる方ということで子育て支援センターの規則の中に適合するような方を選ばさ

せていただいております。 

○住民福祉課長（佐伯 実君） ということで、非常勤という部分の保育士ではなく

てですね、臨時という形で今回予算を組み替えて補正をさせてもらったものでご

ざいます。 

それと、公用車につきましては、子育て支援員が今３名おられますけれど、最

低週１回の草部とか野尻とか行ったり、障がいの方の見守りとかもありましてで

すね、最近出動回数が増えておりまして、うちのほうに軽のイースというのがあ

るんですけど、それをほぼ使っていただいているんですけど、我々原課のほうが

ほぼ使えないというような状況もありましてですね。回数的には少ないんですが、

専門のマークも付けて、そういった部分で住民の方にも知らしめるためにですね、

１台車を御用意させていただくということで、今回はふるさと納税を使った軽自

動車の購入をしております。 
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委員が御指摘のようにですね、確かに二十数台もあって、本当に１台も動かな

い日も確かにありますが、用が一緒にドッと詰まったときには、ほぼ公用車がな

いような状態です。それと公用車のあり方についてもですね、今度御提案をさせ

ていただきたいんですが、ある課がもう１年間を通して押さえているわけなんで

すね。そうしますと、使わん日も我々はサイボウズというので、口頭で言いまし

たけど、もう予約がしてあったもんだけん使えない状態なんです。そのときには

直接行って、今日使うかといろいろ協議しながらですね、やっているんですけど。

最近そういうのがとみに出てきたものでですね、このことについては、町は改善

しなければならないというふうには考えております。 

今言いましたように、ある程度啓発のための車ということも若干考えておりま

して、よければですね、子育て支援センターの裏にちょっとした空き地があるん

です。そこに車を常駐させたいなと。一回一回個人の車で来て返して、また午後

から借りに来るということも非常に時間の無駄でもあります。しかし、車という

のは、当然お考えのとおり高いものでありますので、そういった無駄なものとい

うのはまあ実際にはいけないんだろうと思うんですけど、一つは子育て支援セン

ターのＰＲのところもありますので、ボディにふるさと納税のシールと子育て支

援センター。 

○委員（佐伯金也君） ある程度、宣伝もあるたいね。 

○住民福祉課長（佐伯 実君） はい。書きたいなというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。はい、どうぞ。 

○委員（佐伯金也君） はい、分かりました。 

まあ、要するに調定はするんですね、歳入歳出で調定額というのが出てくると

思うんですが、それは決算のときにだいたい出てくるね、普通は。 

○住民福祉課長（佐伯 実君） そうです。 

○委員（佐伯金也君） まだ、この前この問題は出てきたばかりだもので、今からそ

ういうふうにしてから、該当者の人たちとお願いをしていって回っていきよる中

において、最初から調定ありきというとは、なかなかね、重度心身障害者の方た

ちに全額もらってせいという気持ちは私も全然ないんだけれども、ただ、帳面上

はね、やっぱり帳面上はやはり一応は全額雑入で入れとくべきじゃないかなと。

そして、最終的にどこで調定するかという問題が生まれるというふうに私は考え

ています。 

ですから、今回の件については、これはこれでまた余計に入ってきたときに、

また補正でプラスすればいいことですから、それはそれでいいんですが、本来は
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一応全額かなというふうな私は気持ちを持っておりましたから意見を出させてい

ただきました。 

あと、この子育て支援の職員さんの問題も、後藤議員が質問されたとおり、あ

そこは銀行強盗を防ぐためのように、構造的につくられておりますから、非常に

外から見にくいし、中が閉鎖的で、言うてみればあそこは監禁部屋みたいに見え

るわけね。開放的でないわけですよ。前はすぐ道路だし、やっぱり危険であるし

ということで、なかなかああいう環境の中に子どもを、まあ子どもも結構来てい

るらしいけれども、やっぱり仕事をするにしてもね、あそこの中で、箱の中で仕

事と言うたっちゃ、そう簡単にはやっぱりいらっしゃらないと思います。その中

で、よくいろんな資格を持っとられる人たちを捜し当てて、お願いをして、雇用

されたということは感心しております。 

ですから、今後はやっぱり環境的なところも考えてもらいたいと思いますし、

その辺については、いろんな事業があればね、やってもらいたいと。今度車を買

われるのも、ふるさと納税があるんだけれども、何かね、今見とくとね、ふるさ

と納税というのを打ち出の小づちみたいに役場の皆さん近ごろ思われているんじ

ゃないかなというふうに思います。町の地方交付税とか、いろんな過疎債、辺地

債、地方債使うときにはいろんな条件が絡む。それは面倒くさいから、じゃあ、

打ち出の小づちたたいて、それで車を買おうかというイメージ、これは佐伯課長、

あなたのおる課だけじゃないよ。これはほかの課も全部含めての話、役場の中ね。 

だから、やっぱりこれは、子育て支援事業というのは国が定めた事業であるな

らば、高森町というところは、やっぱり車がないとどうもいかんのです。そうだ

から、そこあたりをね、やはり頭を動かして、車が要るのならば打ち出の小づち

じゃなくして、何かの事業をね、補助率が低くても仕方ないじゃない、５割補助

でもいいじゃない。やっぱりそんなのを使って、そしてやはり一般財源を繰り入

れて、そして買えるような方向というのを考えていただきたいというふうに思い

ます。 

非常に厳しい話なんですけれども、まあ今後については、ふるさと納税につい

ては打ち出の小づちというような認識はね、まあ持たないほうが私はいいと思い

ます。 

あと、子育て支援センターの期限付の職員さん、そこのセンター長さんあたり

はどういう資格を持っておられるのか、教えてください。 

○福祉係長（眞原友紀君） センター長につきましては、学校教員免許それから幼稚

園教諭免許、それから保育士免許のほうを持っていらっしゃいます。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 
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○委員（佐伯金也君） はい。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかはなかですか。 

はい、どうぞ。 

○委員（興梠壽一君） すみません、興梠です。 

先ほど、副議長の方から話しがありましたけれども、重度心身障害者の分で、

これは１５ページの扶助費の１１万８,０００円が未払いの負担金だったですかね。 

○福祉係長（眞原友紀君） はい、眞原です。 

はい、そうです。今回組ませていただいた分が１１万７,４８９円でございます

ので、１１万８,０００円ということで計上させていただいております。 

○委員（興梠壽一君） これは、過払いの分は県とのほうの絡みはなかったのかな。

あるとすれば、この歳出のほうで何らかの処置をしとくべきではないかと思うば

ってんが。 

○福祉係長（眞原友紀君） はい、眞原です。 

それにつきましては、今現在県と協議中でございまして、実績報告のほうをさ

かのぼって提出をして、実績報告のほうが確定させていただいてから、それから

議会のほうに計上させていただこうかなというふうに思っております。 

○委員（興梠壽一君） はい、分かりました。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかはなかですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 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（立山広滋君） 討論なしと認め、本案について採決します。 

議案第４０号、平成２９年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

定しました。 

以上で、住民福祉課の案件については終了いたしました。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、本委員会に付託されました健康推進課関連の議
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案第４０号、平成２９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。発言する前に所属と名前を言って発言してください。 

それでは、健康推進課の説明を求めます。どうぞ。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長 阿南です。 

一般会計補正予算書の１５ページをお開きください。３款の社会福祉費、５節

につきましては給与関係でございます。 

続きまして、１６ページをお開きください。この説明につきましては担当係長、

補佐を兼ねております野中から説明させていただきます。 

○健康推進課長補佐兼健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

１６ページ、４款、１項、３目の健康増進費、１８節の備品購入費ですが、こ

れは保健指導用のタブレットとして計上したものです。保健指導の効率化のため

に、このタブレットを活用し、その上の使用料のところにあります保健指導教材

アプリというのを利用して、住民に対し保健指導をするものです。 

２３節は、２８年度実績に基づき返還が必要となりましたので計上しておりま

す。 

以上です。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長 阿南です。 

以上が今回の補正になります。 

歳入については、ありません。 

○委員長（立山広滋君） 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。 

はい、どうぞ。 

○委員（佐伯金也君） 野中さん、そのタブレットたい、大きさ的にはやっぱり持ち

歩き非常に。 

○健康推進課長補佐兼健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

教材が入っておりますので、見やすい大きさということで、ほぼＡ４サイズよ

りちょっと小さいぐらいのものを予定しています。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

そのタブレットは、僕も今度東京から買ってきたんだけども、タブレットを持

ってから、ＵＳＢを買ってきたら、ＵＳＢはタブレットに付けられんたい。要す

るに、いろんな情報が入っているやつがあるたいね、ＵＳＢの中にね。ああいう

のは、やっぱり接続するというのはあるのかな。インターネットだけでアプリを

インストールするのじゃなくして、外部のそういうふうな情報が入っているＣＤ

にしろＵＳＢにしろ、それを取り入れるというような機能もそがんとは備えてい
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るのかな。 

○健康推進課長補佐兼健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

タブレットについては、私も詳しく分からないんですけど、今回計上させても

らっているのはダウンロードで教材を入れて、１回ネット環境下でダウンロード

すれば、あと使用時には要らないということなので。 

○委員長（立山広滋君） よかですか。 

○委員（佐伯金也君） はい。 

○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） 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（立山広滋君） 討論なしと認め、本案について採決します。 

議案第４０号、平成２９年度高森町一般会計補正予算については原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

定しました。 

以上で、健康推進課に関連する案件については終了いたしました。 

お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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閉会 午前１１時００分 
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平成２９年第２回定例会総務常任委員会記録 

平成２９年６月１２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。定足数に達しておりますので、総務常任委員会を開会いたします。 

   これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

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

たします。 

   まず、ＴＰＣ事務局関連の議案第４０号、平成２９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。 

職員の方に申し上げます。予算書のページ順に御説明をお願いします。 

それでは、ＴＰＣ事務局の説明をお願いいたします。 

○ＴＰＣ事務局長（馬原恵介君） ＴＰＣ事務局長の馬原でございます。おはようご

ざいます。担当のほうから説明をさせますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○情報管理係長（今吉輝子君） 情報管理係 今吉です。 

   歳入のほうはございません。歳出について説明いたします。１３ページのほう

をお開きください。 

   １３ページの２款総務費、１項総務管理費、１９節のたかもりポイントチャン

ネル事業費の１８節の備品購入費になります。まずですね、編集用のパソコンの

２台、５９万円を計上しております。 

   こちらのほうはですね、現在ポイントチャンネル事務局のほうが職員が５名と

委託の１名で６名体制になっておりますが、編集用のパソコンが４台であり、編

集作業のほうが、一部の職員に片寄ってしまっていますので、取材や編集をバラ

ンス良く行うために２台を新たに購入するために要求しております。 

   その下のワイヤレスマイクロフォンが８万５,０００円です。こちらが現在３セ

ットで対応しておりますが、スタジオ収録と外のほうの収録が重なって不足する

ことがありますので、そのために１セット分を要求しております。 

   その下のオプティカルディスク・アーカイブドライブユニットの１３０万円に

なります。こちらは、現在のデータですね、撮りだめしております映像のデータ

がかなり大きくなっておりまして、保存がちょっと今の状況では困難な状況にな
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っておりますので、容量が大きいものと、あとまた管理しやすくするためのドラ

イブユニットとして１３０万円計上しております。 

   合計で１９７万５,０００円要求しております。 

   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（芹口誓彰君） 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（芹口誓彰君） 討論なしと認め、本案について採決いたします。 

議案第４０号、平成２９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。 

 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すけれども、

ただいま事務局からＴＰＣアンケート調査結果について説明したいという申し出

があっておりますので、ただいまからこれを許可し、説明をお願いいたしたいと

思います。 

○ＴＰＣ事務局次長（岩下 徹君） 事務局次長 岩下です。 

 お手元に、ＴＰＣアンケート調査結果をお配りさせていただきました。今年の

１月から３月にかけまして調査を実施しております。この調査の①番として、発

送数が２,７５０通で、回収された数が②番、１,１４７通。③回収率につきまし

ては４１.７１％。４割強の方から回収をしております。 

 内容について若干触れさせていただきます。問１、あなたの世帯の住所地をお

答えくださいということで、これはもう世帯数の多い高森地区が一番多いという

ことです。当然世帯数が少ない地区については、低い回答率となっております。 

 問２、あなたの性別を教えてくださいということで、男性の方が、この調査に

つきましては、世帯の中で一番テレビを見られている方に御記入くださいという

ことで書いておりますけれども、男性の方が５３％で御回答いただいているとい

うことになります。無回答も３％ございました。 

 問３、あなたの年齢を教えてくださいということですが、６０歳代が一番多く、

続いて７０歳代の方が多かったということです。１００歳代も一応１人というこ
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とで、結果にはなっておりました。以上です。 

 １枚、次のページを見ていただきまして、問４、高森ポイントチャンネルにつ

いてということです。見たことがあるという方が９３％で、見たことがない方も

５％おられました。 

 続いて問５、どのくらい御覧になっていますかということで、毎日が３２９通

ですね。そのグラフの右下のところに、問５から分かることというふうに書いて

いますけど、①番で毎日と週５から６回見ている方が３７.３％ということで４割

弱ぐらいがほぼ毎日といっていいかもしれませんけど見られているということで

すね。 

 続いて②番が週３から４日と、週１から２回ですね。まあここは週３から４回

にしたほうがいいですかね。週１から２回の方が、これもやっぱり４割弱、まあ

週１回か週４回ぐらいっていうことですね、が４割弱、３６.８％ぐらいですね。 

 最後に③番が月に数回の方が１６.４％ということです。月に数回ということは

週に１回も見ていないということになりますので、その下に書いてますけども、

番組自体は週１回入れ替わりますので、１週間まるまる要はその番組を見ていな

いというか、見られていない週があるということで、見ないで終わる放送内容も

あるということが分かります。１６.４％の方がそういう状況ということです。 

 問６番、一番よく見る時間帯はということですけれども、ここを見ていただい

て分かると思いますけども、１８時からのところですね、右側若干真ん中より右

めです、１８時以降から２２時ぐらいの間ですかね、午後６時から午後１０時ぐ

らいの間がやっぱり一番多い時間帯になるのかなと。 

 一番右はじは無回答ですけれども、夜の時間帯と朝の８時から１０時の時間帯

が多いということになっています。そのグラフの右側に書いていますけれども、

問６から分かることということで、さっき言いました１８時から２０時の時間帯

で３割以上の方が一番多く見られていると。これは複数回答ではありませんので、

その方が一番多く見ている時間帯ということです。まあ、そういうことで御了承

いただきたいと思います。 

 次、問７、御覧になる番組はということです。これは、グラフの右側に書いて

ますけど、視聴の多い順からということで順番に並べさせていただきました。１

番目が町からのお知らせが多いと。２番目が週刊情報高森、３番目がぶらり高森

で、４番目に議会中継も入ってきています。あとはイベント企画グランプリとか

うまかもんとかですね、という形で来まして、１０番目以降につきましてはです

ね、もう数が少なくなるということもありまして、以下はちょっと省略をさせて

いただきました。 
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 視聴の多い順、やはり行政情報というかですね、その辺りが見られているのが

分かるのかなというふうに思っています。 

 問７の次が、問８は飛ばしまして、最後に御説明いたします。 

問９ですね、御覧にならない理由を教えてくださいということで、一番多いの

がほかのチャンネルを見ているということ、その次がテレビ自体をあまり見ない、

次が何を放送しているのか分からない、興味がないと一番、その他がありまして、

最後に面白くなさそうということで、結局ほかのチャンネルを見ているとかいう

のも、やっぱり、ほかのチャンネルを見ていると何を放送しているのか分からな

いというのは通じる部分があるのかなと思います。何を放送しているか分からん

けん、ほかのチャンネルを見ているということにもなるのかなと思ってますんで、

やはりもっと分かりやすくですね、何を何時ごろ放送しているとか、その辺りの

改善とかが、必要ではないかというふうに考えております。 

 右側の問１０ですね、今後どのような番組が見たいですかということでありま

すけれども、一番多いのが、グラフの上に今度は書いておりますけれども、見た

い内容の多い順ということで、１番目が地域行事、イベント紹介が一番多い。続

いて、災害防災情報、やっぱりそういう部分も興味がある。３番目に町政情報と

いうことが入っています。 

後は、それぞれ入ってきておりますけれども、問７と問１０の部分からですね、

やっぱり町からお知らせする部分、町政情報の議会中継ももちろん含めてになる

と思います。その辺りがやはり見たいし、見られているということになるのかな

というふうに見ております。 

 次のページにいきまして問１１、今度はデータ放送に移ります。データ放送を

利用したことはということで、あるとお答えの方が７３.２３％ですね。７割強の

方が見られているということです。利用したことがないと、ないというのはもう

恐らく全くないということだと思いますけど、利用されていない方もこれだけ、

２０％以上いらっしゃるということです。 

 右側、問１２番、どの情報を御覧になりましたかということですけど、一番多

いのが、お悔やみですね、右側に書いてます、６８８件ということでね、ダント

ツで多いです、お悔やみ情報。続いて２番目が交通情報です。これは道路情報カ

メラとかも流すようにしていますので、特に、ミルクロードと俵山ルートの道路

情報を流していますので、その辺りはやはり見られている要因かなと思っていま

す。あとはイベント情報、行政情報、ごみカレンダーとかいろいろありますけれ

ども、特にお悔やみ情報、交通情報がダントツで多いということになります。 

問１３番、利用しない理由はということで、データ放送を利用しない理由です
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けれども、一番多いのが利用する必要がなかった。２番目がそもそもデータ放送

を知らないと。３番目がデータ放送の存在を知らなかったと、まあそういうこと

になっておりますけれども、やっぱりこれもポイントチャンネルと同じことで、

やはりもっと分かりやすくしていくことが大事なのかなというふうに考えていま

す。 

 そこの右側に書いていますけど、アンケート調査結果を受けてということで、

①番で、先ほども申し上げましたけども、町政情報の充実ですね、これを望むと、

望まれる声が多いことからですね、今後もですね、町からのお知らせの充実、こ

れはもう職員が出て住民の人のためになると思うことがあれば、どんどんテレビ

で流すということと、今回からですね、６月の定例会から初日のところをですね、

生放送をさせていただきましたが、町議会定例会の生放送を行うこととさせてい

ただきました。 

 それから②番目、データ放送についてはさらに見やすく、分かりやすくなるよ

うですね、今現在改良を行っております。もっと分かりやすく見やすくしていく、

ということで今改良中です。もう間もなくすると、皆さまに新しいデータ放送の

内容でお見せすることができると思います。 

 最後に、※印で問８のところは、印象に残っている番組と感想を御自由にお書

きくださいということでございましたが、回答数が２６１件ありました。さまざ

まな感想がございました。ここに書きますと数が多くなりますので、今回省略を

させていただきました。 

 問１４番につきましては、その他ＴＰＣへの御意見の回答数、これが３４９件

ありまして、数も多うございましたので、今回は省略をさせていただいておりま

すが、それぞれですね、賛否両論とか、いろんな御意見がございます。 

 例えば、問８ですと、なんさま体操の中山さんの語り口が大変良いですとかで

すね、ずっと続けてください、体にもいいですとかですね、議会中継が興味があ

るとか、そういう声とか昔の映像とか、いろんな意見がありますので、要約する

のが非常に難しかったので、そういうことでございます。子どもたちがたくさん

出ている番組とか、お年寄りが出られて、あの人がまだ元気だったつばいね、と

かいうふうに見ているとかですね、いろんな本当に意見・情報が、一つ一つすべ

ての要望にお答えすることは無理だと思います。できる部分とか、これはやっぱ

りこうやったほうがいいとかいう部分は素直に改善していくように、私たちも努

力をしていきたいというふうに思っております。 

 アンケート調査結果につきましては以上でございますが、今後ＴＰＣでも、こ

のアンケート調査をやりましたので、調査結果と最後にまとめで書いております
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けれども、調査結果を受けてこういうふうにやっていこうというところの部分ぐ

らいまで、今御説明した程度の内容でですね、ＴＰＣでも放送したほうがいいん

じゃないかというところで今考えているところでございます。 

 以上、事務局のほうから、ＴＰＣアンケート調査結果の御報告を終わりたいと

思います。 

○委員長（芹口誓彰君） はい、ただいまＴＰＣのアンケート調査結果について説明

がありましたが、何か御質問があれば受けたいと思います。 

○委員（本田生一君） ちょっといいですか。本田ですが。 

 今、問８については、印象に残っている番組の感想を選んで、数字を述べられ

ましたが、この問１４のたい、その他、ＴＰＣへの御意見のところで極端な意見

等はなかったか。 

○ＴＰＣ事務局次長（岩下 徹君） あります。もうすぐやめるべきとかですね、そ

ういう意見もあります。料金徴収のことに触れたりされているのもあります。例

えば年金生活最低で月１,０００円は高すぎるとかですね、そういうのもあります

し。実際に予算に見合った費用対効果があるのか疑問、同じような内容や、人物

ばかりが登場して税金を使って何か意味があるのか、もう少し考えていただきた

い、とかですね。もうとにかくはい、いろんな、一つ一つ言っていたら。 

 逆の意見もすごくあります。だからもちろんどちらかというと肯定派というか、

もっと前向きな意見とかですね、頑張られていると思いますとか、いろんな意見

もありますけど、逆の御意見ですね、今言ったような意見も。と、個人的な、リ

ポーターの髪の長さとかということとか、細かいことになると食べているときに

口のところに髪の毛がついているとか、そういうのも。とにかくですね。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにありませんか。 

○委員（立山広滋君） この住所地は草部南部は草南北部ってあるけど、部の間違い

じゃなかろうか。問１。 

○ＴＰＣ事務局次長（岩下 徹君） 失礼しました。ありがとうございます。 

 気づきませんでした、ありがとうございました。職員の中でも説明したんです

けど、この部分は指摘がありませんでした。ありがとうございました。あんまり

その辺、遠慮している職員もいると思うんですよね。そういうところを逆に言わ

ないと。でも言っていただいてありがとうございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○ＴＰＣ事務局長（馬原恵介君） ＴＰＣ事務局長の馬原でございます。 

 先ほどアンケート調査の結果を受けてということで、初日もですね、生放送を
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するようにしましたんですが、時間枠が２時間ということで、ですから先日も一

応１２時で終わっているんです。ですから残りの１時間については後日放送させ

てもらって、できましたら。 

○ＴＰＣ事務局次長（岩下 徹君） そうですね、録画中継の録画の分でもう一回。 

○ＴＰＣ事務局長（馬原恵介君） ということで一応録画ができますので、そういっ

た部分でどういった形でかはまた放送はしたいと思っております。 

それと一般質問についても、たまに放送時間の関係でちょっと時間がオーバー

する場合がありますけど、そのときについても、各議員さんの一般質問について

はまた個別で放送させていただいておりますので、テレビに映らなかった分につ

いては後日また放送はいたしておりますので、申し添えさせていただきたいと思

います。 

 それからもう１点、今料金徴収の件でちょっと話が出ましたのですが、料金徴

収につきましてはですね、ＴＰＣの事務局のほうでは行わずに政策推進課のほう

で、一応事務局づくりをいたしまして、今後検討していくことになるかと思いま

すので、また後ほど詳しくは説明させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○ＴＰＣ事務局次長（岩下 徹君） アンケート調査の結果については以上でござい

まして、もう一つ、これは予算の先ほどの備品購入の関係で一つだけ、もう審議

は終わられてるんですけども、補足で説明させていただきたいと思います。 

 今、データの容量が１９テラということです。もう多分相当使えないと思いま

すけど、撮りだめたデータが、例えば普通のパソコンで今の高性能の一番いいや

つで、だいたい１テラぐらいのパソコンに入るデータ容量です。それがもう１９

テラぐらい入っている、すごい容量になるということで、例えばそれはＤＶＤに

ずっと保存していくとなると、４,０００枚ぐらいになると。計算したらですね、

４,０００枚。 

 要はブルーレイディスクとかいうのがあって、ブルーレイディスクはですね、

ＤＶＤのだいたい５倍ぐらい入るんですけど、ブルーレイディスクでも８００枚

ぐらいに、今までの分だけでですよ、ここ２年、３年ぐらい。 

 今度お願いしているオプティカルディスクというのが、３.３テラバイトって言

ってから、もう全然ブルーレイとかＤＶＤとかと違うそういう仕組みのドライブ

で、とにかく大容量のデータが保存できる、テレビ局でもＴＫＵだけはまだ使わ

れてないように聞いたんですけど、ほかのテレビ局でも過去の映像を引っ張りだ

すのにとにかく早いと。何年前のあのデータ、例えば、祭りっていうので探し出

すと、だーっと祭りが出てきて、例えば吉見神社の祭りとか、そういうのがぱっ
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と出てくる、そういうやり方ができるんでですね、一つ一つ昔、あの年代のこれ

っていう、引っ張りだす必要がないというのでですね、すごくこれだけ費用、投

資はさせていただきますけれども、後の管理はですね、すごく、もう、効率良く

なるというところで、今後に向けた仕組みを入れていくというところで、やって

きたいと考えていますので、一応すみません、補足するところでございます。 

○委員（牛嶋津世志君） 今のについて、そのオプティカルディスク、それは結局あ

と何年間ぐらいはそれで間に合う予定ですか。 

○ＴＰＣ事務局次長（岩下 徹君） これ自体は本体なんですね。ディスクは、イメ

ージとしては、例えば昔ＣＤチェンジャーとか何かあったですたいね。一つのカ

セットに１０枚の光ディスクが入っていて、それを買って入れて、それは費用的

には１枚何千円なんで、消耗品で購入させていただきますけど、３.３テラ入ると

いうことで、今１９テラだからですね、これが五つあれば入ってしまう。 

 バックアップ用にもなるんですよね。ハードディスクだともうパーになる可能

性がある。バックアップ用で耐用年数が１００年以上、耐用年数があるという、

ＤＶＤだと、まあ５年ぐらいで劣化していくとかいうのがあるですね。それが一

つ大きいのと、もう一つはこのオプティカルディスクのディスク１、ディスク２、

今でいうと５ディスクぐらいまであるんですけど、編集ソフトがあって、例えば

吉見神社の平成２５年の夏祭りとかいうので、検索するとディスク１に入ってい

るというのですぐ教えてくれる。それでディスク１を入れてぱっと出せるという。

そういう感じですよね。すごく管理がしやすい。だけん、今２、３年の分でそれ

ぐらいですね、だいたいそれぐらいの感じで増えていくけども後の管理はすごく

楽ですね、良くなると思います。 

○委員（本田生一君） 今までの分でやっていくなら、管理しきらんもんねえ。 

○ＴＰＣ事務局次長（岩下 徹君） 僕らは来てですね、なんさま今、例えば高森あ

の人は誰が撮ったのって言っても出てこんとですよね。誰が撮ったというのが簡

単に。 

 縁側日記が誰が出たっていってもすぐ出てこんとですよ。それがですね、だい

ぶ管理がしやすいです。すぐに出ます。そういう感じでちょっと長くなりました

けれども。 

○委員長（芹口誓彰君） これでいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 本委員会に付託されました政策推進課関連の議案第４０号、
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平成２９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。 

   職員の方に申し上げます。予算書のページ順に説明をお願いいたします。 

   それでは政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

   歳入のほうから、担当者より説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○商工観光係長（石田昌司君） 商工観光係の石田です。 

   歳入関係の補正予算について御説明いたします。補正予算書の９ページをお開

きください。 

   第１４款国庫支出金、第２目の総務費国庫補助金の地方創生推進交付金で３０

０万円を計上しております。これは概要書の６ページに書いてあります地域資源

を活用した地域販路開拓事業の国庫補助金分として３００万円を計上しておりま

す。 

   以上です。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係の村上です。 

   続きまして予算書１２ページ、歳出１２ページをお開きください。２款総務費、

１項総務管理費のうち、１０節企画費、１報酬です。高森町情報通信施設利用有

料化実施計画策定委員会、委員報酬１８万円、伴います旅費、費用弁償としまし

て２万３,０００円を計上しております。 

   続きまして、１１目地域振興費、１９節負担金補助及び交付金です。地域コミ

ュニティ活動推進事業助成金、ふるさと納税を活用しました助成金１００万円計

上しております。ふるさと納税を活用しまして熊本地震からですね、地域活性を

計画しまして地域にあります祭りですとか地域のイベント、こちらに対しまして、

今年度に限り補助金を交付するもので計上しています。 

○交通政策係長（本川 宰君） 交通政策係 本川です。よろしくお願いします。 

   予算書の１３ページをお願いします。款２総務費、１項総務管理費、２２総務

費熊本地震災害対策費、１９負担金補助及び交付金、南阿蘇鉄道復旧支援対策実

行委員会補助金として６２万５,０００円を補正しております。 

   現在、南阿蘇鉄道復旧支援対策実行委員会というところでの補助金になります。

これは、夏終わりごろに長陽大橋の開通ということで報道でされておりますが、

その開通に合わせた南阿蘇鉄道のイベントを開催する予定としております。これ

は熊本県広域連携プロジェクト、スクラムチャレンジの補助金を活用して行う予

定としております。これが補助率が４分の３、イベントの経費として５００万円

を予定しておりまして、残りの負担金として、これは高森町と南阿蘇村合同で実

施する予定としておりまして、高森町、南阿蘇村で６２万５,０００円を補正とし
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て上げております。 

   以上です。 

○商工観光係長（石田昌司君） 商工観光係の石田です。 

   １８ページをお開きください。第６款商工費、第２目商工振興費で負担金補助

及び交付金として６００万円を計上しております。これは先ほど歳入のところで

説明しました概要書の６ページの地域資源を活用した新規販路開拓事業の事業費

として補助金が３００万円、２分の１で、その分の６００万円を事業費として歳

出のほうで計上しております。 

   続きまして、第３目観光費の報酬で１６７万５,０００円を減額しております。

こちらのほう当初非常勤職員を雇う予定でしたが雇いませんで、第７節の賃金、

こちらのほうのイベントの対応時の臨時雇用賃金として１１６万円を増額してお

ります。 

   以上です。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 以上で説明を終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で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（興梠壽一君） 興梠です。１２ページ、地域振興費で、地域コミュニティ活

動推進事業助成金、これは当初されておったのとまた別、当初じゃないかな、コ

ミュニティで毎年助成があった分とまた違うのかな、どうですか。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

   当初予算に計上しておりました通常版に加えて、要綱を変更しまして今年度に

限り、今まである祭りに助成金を上乗せして交付してするという計画でおります。 

○委員（興梠壽一君） 従来ですと、１件５万円だったかな、それに上乗せというこ

とは、また１件５万円、どういうような形で上乗せされるのか。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。 

   一応要綱を４月１日に改正しておりまして、要綱を読み上げますと、高森町地

域コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱、第５条、補助金の交付額は対象経

費の１０分の１０以内とし、５万円を上限とする。第２項、前項の規定にかかわ

らず補助対象事業を継続する団体には開始後節目（５年単位）前に前項の２倍以

内を上限額として補助金を交付できるものとする。第３項です、こちらの件が今

回の補正に上がっている部分です。その他町長が必要と認める補助対象事業を継

続する団体には別途予算の上限を定めて補助金を交付できるものとする。こちら

を適用しまして、これまでコミュニティ活動推進事業を実施されてきた団体を特

に夏祭りに関する経費に関しまして補助金を交付したいと考えているところです。 
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   以上です。 

○委員（興梠壽一君） それも５万円かな。 

○政策企画係長（村上純一君） 金額はですね、政策企画係の村上です。今ですね事

前に調べたところによりますと、色見の山鳥地区、草部地区活性化委員会、草部

南部地区の奥阿蘇ふるさと祭り、草部吉見神社総代会地域間交流事業、上色見地

区夏祭り実行委員会、上色見地区夏祭り、フェスタクラブライム、おかえりフェ

スタ、これは河原地区です。草部奥阿蘇吉見の森クラブ、草部イベント開催事業、

草部北部交遊会、草部北部交遊会活性化事業、こちらの７件ですね、こちらの部

分には交付したいと考えておりまして、残り３件ございますので祭り等としてお

りますので、これから公募をかけまして、地域の賑わい、熊本地震以降で地域の

賑わいが見込めるところを精査して補助金を交付したいと考えております。 

   以上です。 

○委員（興梠壽一君） ありがとうございます。これは本年度限りということですか

ね。さっきの説明では。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係 村上です。そのとおりです、今年度限

りです。 

○委員（興梠壽一君） 今年度限り。継続ではない。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係の村上です。ふるさと納税の活用事業と

なっておりますので今回のコミュニティ事業助成に関しましては、今回限りとい

う予算の提案をさせていただきたいと思っております。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。今までの説明を聞きますと、今まで祭りを

やっておられたところの地域も、特別またこう申請かなんかしなくていいわけで

すね。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係の村上です。今まで申請が上がっている

分もありますので、補助金の変更交付申請という形でこちらで内容を精査しまし

て補助金の交付決定が必要になってくると考えております。 

   以上です。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。その補助金の使用目的とかそういう項目の審査

をちゃんとしての決定になると。何を使うかという計画書みたいなのを出してあ

るんですね。 

○政策企画係長（村上純一君） 政策企画係の村上です。補助金交付申請書の添付書

類の中にイベント祭り等の、イベント計画書が必ず添付してあるように確認する

ようにしております。その後にこの要綱にもありますように実績報告書ですとか

私たち出向いて確認したりですとか、そういった部分で確認をするようにしてお
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ります。 

   今はポイントチャンネルがすべて取材に入っておりますので、そちらのほうで

も町民の方にも周知はできるのかなと考えております。 

以上です。 

○委員（本田生一君） ありがとうございます。祭りはね、少しでも賑わうようにな

るから。 

○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。 

   今の件につきましては概要書のですね、一番最後のページ、ふるさと応援基金

の活用事業の中の①ということで明記をしております。だいたい１０団体程度を

想定しておりますので、だいたい１０万円ずつぐらいかなあというふうに考えて

おります。 

   それからコミュニティ助成事業につきましては、交付要綱を別に定めておりま

して、交付要綱といいますか募集要項がございますので、その要項の内容に則し

ておりますので、自分たちが飲んだり食ったりする分とかですね、そういった自

分たちに入る分については補助対象外となっておりますので、あくまでもお祭り

に使っていただく経費ということでお考えていただければと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 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（芹口誓彰君） 討論なしと認め、本案について採決をいたします。 

議案第４０号、平成２９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。 

   以上で、政策推進課に関連する付託案件については終了いたします。 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） おはようございます。本委員会に付託されました生活環境

課関連の議案第４０号、平成２９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。 

   職員の方に申し上げます。予算書のページ順に説明をお願いいたします。 
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   それでは説明をお願いいたします。 

○生活環境課長（田上浩尚君） おはようございます。課長の田上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

   今回、生活環境課のほうで全部で歳入歳出４件出させていただいていますので、

歳入のほうから、担当者のほうから説明させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

   １０ページをお開きください。歳入です。１５款県支出金、２項県補助金、６

目商工費県補助金、１節熊本県自然環境整備事業補助金です。この事業は平成２

９年度自然環境整備事業の国立公園満喫プロジェクト枠に手を挙げましたところ、

先月、５月に県のほうから内示をいただきました。この事業は国立公園内の既存

施設の国際化及び老朽化対策を基本としたものを対象としております。千本桜内

にあります東屋は築３０年以上経過しておりまして、ベンチ、手すり及び床の老

朽化がひどく、腐食をしておりまして、大変危険な状態にあります。また景観も

損ねておりますので、この事業により東屋の改修を計画するものであります。一

応内示額としては６５万３,０００円です。 

○町民支援係長（野尻典男君） 生活環境課町民支援係 野尻です。よろしくお願い

いたします。資料の１８ページをお願いいたします。 

   歳出の補正につきまして御説明をさせていただきます。第５目湧水施設管理費

内の第１４節ですね、使用料及び賃借料ということで湧水トンネル公園の売り上

げに関します夜間金庫使用料、これは肥後銀行さんなんですけど、こちらのほう

が４月にですね、料金の改定によりまして値上げされましたので、このことによ

りまして７,０００円の増額をさせていただきました。 

   続きまして、第８目観光施設管理費、１２節役務費の中の鍋の平キャンプ場の

トイレのくみ取り手数料ということで、こちらのほうがくみ取りに際しまして、

通年の約倍の量になるということを見込んでおりますので単価から割り出しをい

たしまして、もともと７万５,０００円だったんですが、それに６万１,０００円

ですね、上乗せをさせていただきまして計上させていただきました。 

   以上でございます。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

   同じく１５節工事請負費です。１５０万円を計上しております。これは先ほど

歳入のほうでも説明しましたとおり、自然環境整備事業に係る事業費であります。

事業の予定としましては、草刈りの委託をしております関係上、９月の終わり、

もしくは１０月の初めには速やかに実施したいと思っております。よろしくお願
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いいたします。 

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ので、これから質疑を行いま

す。質疑はございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。夜間金庫使用料、これは年間いくらぐらいだった

ですかね。 

○町民支援係長（野尻典男君） もともと月がですね、前年度４,８６０円でした。今

年度が、改定された分が５,４００円です。 

○委員長（芹口誓彰君） 興梠君、いいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、ようございます。 

○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） 牛嶋です。鍋の平のキャンプ場の通年の倍というけれども、

今年はそんなに人間が来るような予定を組んであるとですか。今の状況でそぎゃ

ん来るとかなと思ってですね。 

○生活環境課長（田上浩尚君） 課長の田上です。 

   鍋の平につきましては、実を言いますと今年になって２月、３月の分で凍結防

止で水を出しているのが割れておりまして、その部分がかなり入った部分がある

ということで、大阿蘇清掃社のほうから見てもらうとその部分だろうということ

です。雨水等は入っていないということでございますので、入る場所を確認して

もらいますと、雨水でなくて、凍結防止で流すといった水の漏水の分であろうと

いうことで言われております。 

○委員（牛嶋津世志君） はい、分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） 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） 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（芹口誓彰君） 討論なしと認め、本案について採決をいたします。 

議案第４０号、平成２９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。 

   以上で、生活環境課に関連いたします付託案件については終了いたします。 
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   お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは委員会を再開いたします。本委員会に付託されま

した総務課関連の議案第４０号、平成２９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。 

   職員の方に申し上げます。予算書のページ順に説明をお願いいたします。 

   それでは説明をお願いします。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長の佐藤でございます。予算書については各担当

係から説明をさせていただきます。 

   まず財政係から説明を申し上げます。 

○財政係長（代宮司猛君） 財政係長の代宮司です。よろしくお願いします。 

   予算書の５ページをお願いします。債務負担行為の補正というところになりま

す。こちら歳出に関しては、農林政策課の件になりますけれども、債務負担行為

補正ということでこちらは財政担当でやっておりますので、担い手育成緊急支援

事業の推進車リースということで限度額を計上しております。２９年度の予算に

ついては予算書の１７ページのほうに計上されております。 

   次６ページにいきたいと思います。地方債の補正というところになります。こ

ちら町道整備事業の過疎債ということで、こちらを６６０万円追加しております。

また防災整備事業債の公共事業等債ということで、こちらは６７０万円の減額を

しております。 

   これの主な要因は、議会の本会議でも町長から話があったと思いますけれども、

横町・湧水館線の復興まちづくり関係のやつで事業をやろうと思っていたんです

けれども、補助金の補助率と起債の交付税措置も含めて、社交金と過疎債を使っ

たほうが有利であるということと、あとはちょっと補助金が、復興まちづくりの

ほうでは全額実施するのは難しい補助の内示が出ておりますので、そういった関

係で組み替えをしております。 

   続いて２番の廃止のほうにいきたいと思います。義務教育施設整備事業の過疎

債になります。こちらも議会の本会議のほうでも話があったと思いますけれども、

高森東学園の渡り廊下の建設関係の事業になります。起債がですね、渡り廊下が

ちゃんとした箱物で造ると、起債が使えるんですけれども、金額が安く押さえた

ということで、ちょっと起債の対象にならないというところで今回は減額をして

おります。 

   以上になります。 

○総務係長（岩下雅広君） 続いて総務係の岩下です。 
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   予算書の９ページをお開けください。歳入予算になります。第１４款第２項第

２目の第２節マイナンバーシステム整備補助金ですけども、こちらにつきまして

はマイナンバーシステムの改修補助金といたしまして、総務省のほうから１８万

２,０００円入ってくる予定でございます。こちらは内訳としましては、住基台帳

のシステム改修に３万円２,０００円、こちらは１０分の１０の補助です。あと、

団体名の宛名管理システムということで１２万９,０００円、こちらも１０分の１

０で補助金来ております。 

   そのほかに地方税システムということで、２万１,０００円、こちらが３分の２

の補助となっております。これを合計して１８万２,０００円の歳入が見込まれま

すので計上させていただいております。 

   以上です。 

○財政係長（代宮司猛君） 財政係長の代宮司です。 

   引き続き予算書の９ページなんですけれども、消防費の国庫補助金で復興まち

づくり総合支援事業補助金というのがあります。こちらが先ほど説明しました横

町・湧水館線にかかわる補助金の関係になります。こちら組み替えておりますの

で、横町・湧水館線にかかわる分は全額減額しております。 

   次、１０ページを御覧ください。一番下のところになります。県支出金の総務

費県委託金で権限移譲事務委託金というのがあります。こちら自立支援医療の支

給認定にかかわる審査事務ということで５万円ということになっております。 

   １１ページ、基金繰入金になります。財政調整基金を３,４５２万５,０００円、

ふるさと応援基金繰入金を１,２９０万円、高森町災害基金繰入金を６２万５,０

００円繰り入れという形で予算計上しております。財政調整基金に関しては、歳

入歳出を調整するために計上しております。またふるさと応援基金に関しては概

要書に載せておりましたけれども、ふるさと納税関係の事業ということで１,２９

０万円の繰り入れを行っております。災害基金の繰入金に関しましては南鉄のほ

うの実行委員会ですね、そちらのほうに充てるための経費として６２万５,０００

円を繰り入れております。 

   続いて２１款の町債のほうに移りたいと思います。こちらは先ほど、地方債の

補正のところで説明した内容と一緒になるんですけれども、道路整備事業債と過

疎債ですね、こちら６６０万円と、防災施設整備事業債、公共事業等債を６７０

万円減額。過疎債の義務教育整備事業債を６００万円減額ということになってお

ります。 

   以上です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係の岩下です。 
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   続いて歳出予算で１２ページをお開けください。歳出予算の補正につきまして

は、今回４月の人事異動に伴います人件費の入れ替えをしております。当初の予

算編成の時期には、まだこの人事案件が内示が出ていない状況でしたので、３月

時点の状況で予算を計上しておりましたので、４月１日の人事異動に伴って予算

の組み替えをしております。第２節、第３節、第４節給料、職員手当、共済費に

つきまして、各費目人事異動に伴う予算の増減組み替えをしております。 

   そのほかに今回の補正予算で計上させていただいております内容につきまして

説明したいと思います。 

   １２ページの第２款、第１項、第８目の車両管理費の第１２節役務費ですけど

も、こちらは１０万６,０００円の増額をしておりますが、物資輸送車自賠責保険

料ということで自賠責保険料、車検整備手数料、法定点検手数料ということで計

上しております。こちらにつきましては旧の給食配送車を物資輸送車として再利

用をしたいと思いまして、車検を受けるための経費でございます。同じく２７節

の公課費につきましても、旧の給食配送車を利用するための車検を受けるための

重量税となっております。 

   次に１３ページをお開けください。第１２目の電算費ですけども、こちらの役

務費につきまして、ＬＧＷＡＮのセキュリティクラウドアクセス回線通信料とい

うことで、これは委託料に組み替えをしております。その下のインターネット通

信料につきましては、セキュリティ強靭化によりまして、今のＬＧＷＡＮ端末か

らインターネットの接続が閲覧できるページとできないページで分かれておりま

して、業務に支障をきたしているところもあります。ということで各課に１台、

インターネット専用回線を引かせていただきまして、その端末でインターネット

を使用しての業務を行うということで、この約８カ所分の通信料をここで計上さ

せていただいております。 

   次の１３節の委託料につきましては、先ほどのＬＧＷＡＮのセキュリティクラ

ウド保守委託料ということで、役務費からの組み替えと社会保障・税番号制度シ

ステム改修委託料ということで、１９万４,４００円を計上させていただいており

ます。こちらは先ほどの歳入の項目に出た分の歳出の分です。 

続きまして１６目の交通安全対策費の１９節負担金補助及び交付金につきまし

ては、防犯灯整備事業補助金ということで、こちらは当初要望が出ているにもか

かわらず当初予算に計上漏れがありましたので、今回計上させていただいており

ます。１カ所分です。３万８,０００円となっております。 

   続きまして２０目の庁舎等管理費、こちらの需用費と工事請負費につきまして

は食堂改修ですね、以前うららさんが食堂をされていました、その改修をして、
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そこに農林政策課を配置するというような内容でございます。これに伴いまして、

光熱費として、ＬＥＤ機器の増設のため９万９,０００円、工事請負費で２７０万

円を計上させていただいております。 

   １９ページをお開けください。第８款第１項第３目の消防施設費で１１節の需

用費で修繕料を２７万９,０００円計上しております。こちらは防火水槽の配管工

事を、修繕ということで２７万９,０００円を計上しております。地区は、永野原

地区の防火水槽の配管工事ということです。 

   続きまして第４目の防災管理費、こちらにつきまして、第１１節の需用費の消

耗品につきましてはふるさと納税のお金を使いまして、ポロシャツを職員と議員

さんと駐在員さんに作るということで、一目で町関係者と分かるように、このポ

ロシャツを作って皆さんに着ていただこうということで、その経費を計上させて

いただいております。 

   その下の食糧費につきましては、今まで防災訓練の消耗品ということで、１６

万円ほど計上してありましたが、主に防災訓練の時に使われる経費といたしまし

て、参加された方へのお茶、飲み物とかの支給が主でございましたので、この食

糧費に組み替えさせていただきまして、防災訓練の時に支出しやすいように組み

替えをさせていただいております。 

   次の１３節の委託料につきましては、先ほど財政のほうからお話がありました

とおり、横町・湧水館線の事業の組み替えによる減額でございます。１４節の使

用料及び賃借料につきましては防災行政無線の電波使用料ということで、平成２

９年１０月１日からですね、電波法の改定予定が見込まれておりまして、この金

額増額される見込みでございますので、今回計上させていただいております。 

   以上で終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） 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。質疑はございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。今も最後の、消防費の需用費の消耗品ポロシャ

ツ等がある。これはどういうときに着るようにお願いするとかなと、これを着て

どこかに行くようなタイミングで着るのかな。それと、もらってもどうして着て

いいか分からないと思いますので。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係の岩下です。これは有事の際ということで一つし

ております。職員の場合は、防災服ということで、上着と作業服みたいな青色の

服があります。消防団は消防の活動する消防団服があります。で、駐在員さんも

ですね、昨年ジャンバーを、一応支給しております。帽子はその前からずっと支

給されておりますので、有事の際はそういったものを着用していただくとこの方
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はこの役職というのがすぐ分かるようになっているんですけども、職員の場合は

ですね、冬場はその上着でいいんですけども、夏場がＴシャツとかですね、肩の

ところに少し庁章があるＴシャツがあるんですけども、それじゃちょっと見にく

いということで、ポロシャツを準備させていただこうと思っております。このポ

ロシャツにつきましては職員はもちろんですけども、駐在員さん、あと議員さん

ですね、職員の中でも非常勤、臨時職員の方にも一応支給する予定です。 

   以上です。 

○委員（興梠壽一君） 関連でいいですか。興梠です。今の９０万円の、その中で消

耗品費が７９万円、ポロシャツ分ですかね。残り１１万円は食糧費。概要書では

すべてが何かみんな９０万円ポロシャツになっているとばってんが、この食糧費

というのをもう一遍説明をお願いしたいと思います。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係の岩下です。 

   この食糧費につきましては同じ需用費の中でですね、当初予算では消耗品で防

災訓練消耗品ということで１６万円計上してありました。そのうちの１１万円は、

食糧費のほうに組み替えをするような形になります。その内訳としまして、だい

たい１地区１万円の１１組織分ということで、１１万円ということで食糧費に計

上させていただいております。先日も草部地区の防災訓練がありましたけれども、

その時のお茶代とか、あと、消防署のほうから来ていただいてはしご車の体験乗

車とかもあったんですけれども、その時に来ていただいた消防職員の方への昼食

代とかも含まれております。 

   以上です。 

○財政係長（代宮司 猛君） 財政係長の代宮司です。補足させていただきます。 

ポロシャツは９０万円を計上しています。それを概要書に載せているんですけ

ども、この１１万円を組み替えてますので、９０万円から、消耗品費自体は９０

万上げた分と１１万を差し引いた部分があるので予算書上は７９万円となってい

ます。 

○委員（興梠壽一君） 難しいなあ。その１１万円組み替えたものはどこにあっとね。 

○財政係長（代宮司 猛君） その食糧費のほうに移っているので、消耗品費自体は

ポロシャツ代がプラス９０万円と、その食糧費に組み替える分マイナス１１万円

があるので、消耗品費としては７９万円になっています。 

   その下の食糧費のほうに１１万円という形で計上しているという形になってい

ます。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。すると今は防災訓練の時に補助するということで

すが、あれは経費として申請すれば使った費用はみてもらうような形になってた
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んじゃなかったかな。防災訓練のところは。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

   私がちょっと知ってる範囲では、社会福祉協議会のほうで、たしかまた違った

名前で、３万円っていう助成金があると思います。それは自主防災組織の中で自

由に使える、自由に使えると言ったらいけないんですけども、使っただけ、とい

うことですかね。 

○委員（興梠壽一君） ３万円増分だったかな。 

○総務係長（岩下雅広君） はい、たしかそうだったです。 

○委員（興梠壽一君） カレーとか出したならば、その費用の分はみてもらうような

感じになっていたような気がするだけど。 

○総務係長（岩下雅広君） それとは別に防災訓練の時に例えば来られた方にお茶を

配られたりとか、いろいろ資料を作るための印刷代とか、そういうふうなかかっ

た分はこちらに一応予算計上してあったんですよ。昨年はたまたま熊本地震の影

響でですね、あまり防災訓練をされるところはなかったということで、差し引き

もなかったんですけども、今年度は当初から各地区で予定がされておりまして、

予算を見ましたら、以前から防災管理費の消耗品ということで、防災訓練の消耗

品ということで組んでありましたので、その分を食糧費に組み替えさせていただ

いて、その分のお茶代ということで、出せるようにしたような次第でございます。 

○委員（興梠壽一君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ございませんか。 

それでは、私のほうからちょっと１点だけ、いいですか。芹口でございますけ

れども、先般草部地区で防災訓練をいたしました。去年避難所を開設して一番困

ったのが現状草部の避難所と、こちらの役場の災害対策本部の情報伝達、これが

全くできなかったということで大変苦労したわけでございますが、そういった経

験を踏まえて今後は情報伝達訓練まで含めての防災訓練をしたわけですけれども、

今配備してあります駐在員さん、それから消防団の幹部の方に対しまして、防災

無線、これについては全く地区内でも入らないところがだいぶんあるということ

で役に立ちませんでした。それからこっちの、対策本部と役場との通信は係長が

持ってきました無線機ですね、あれを経由して伝達をするというような方法をと

りましたけれども、係長が持ってきました無線機、これはだいたいいくらぐらい

するのか、あれがあれば非常に便利がいいと思いますけれども、そういった参考

にですね、ああいった無線機を配置するような計画ができないものか、お尋ねし

たいと思いますけれども。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 
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   あの無線機につきましては、アナログ式のトランシーバーということで、草部

総合センターと草部中学校のほうに中継のアンテナを立てさせていただいており

ます。そのアンテナを使いまして当日は総合センターのほうから私がこの役場の

本部と通信をしたような状態でございます。あのトランシーバーにつきましては、

駐在員さん、消防団のほうにも配布はしてあります。やはりあのトランシーバー

はみんなそうなんですけれども、間に山があったり建物があったりするとどうし

ても届きにくいということで、ちょうどあそこの総合センターと役場は、ここの

役場の屋上にもアンテナが立っています。そのアンテナと総合センターの間には

何もないということで、電波が届くような状況になっているんですけれども、中

学校とこの役場は間に山がある関係で直接届かないということが分かりました。

今後その障害対応のために、車載用のアンテナを考えたいと思います。今ちょっ

と無線機を購入した業者さんにいくらぐらいかかるかの見積もりを取っている状

況でございます。車載機のアンテナを付ければ消防団の方は車に乗りながらでも

総合センター、または中学校のほうとでも通信ができると思います。その各施設

にアンテナを立てているのは、草部と野尻のほうには立ててあります。色見のほ

うでしたら、色見総合センターと町民体育館のほうにも立ててあったと思います。 

   ということで、今そういう対策をとっている状況でございますので、草部地区

はたまたまこの前の防災訓練でそういう通信テストできましたけれども、今後は

各地区で行われる防災訓練の時も、できるだけこちらのほうも呼びかけてそうい

った通信訓練もやっていきたいと思います。 

   以上です。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。今の件について関連なんですが、その無線

機は各地区の全部に配布してあるわけ。何台ぐらい置いてあるわけですか。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

   各駐在員さんに１台ずつと消防団に２台と、あと各分団長に１台は渡してあり

ます。 

○委員（本田生一君） 分かりました。 

○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（芹口誓彰君） 討論なしと認め、本案について採決をいたします。 

議案第４０号、平成２９年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお
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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。 

何か資料が配ってありますが。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長 佐藤です。先ほど財政係のほうから資料を配

っておりますが、財政調整基金の今後の取り上げ方についていろいろ国とかの考

えとか等が示されておりますので、一応状況報告ということで、財政係からお話

をさせていただきます。 

○財政係長（代宮司猛君） 財政係長の代宮司です。 

   資料を二つお配りしております。一つが平成２９年第７回経済財政諮問会議議

事要旨というものと、もう一つが財政調整基金等の増加というものになっており

ます。国の状況を議員の皆さまにお知らせしといたほうがいいかなと思いました

のでちょっと資料を用意して説明させていただきたいと思います。 

   こちら、５月１１日に経済財政諮問会議が開催されておりまして、その中で議

事の二つ目に、経済財政一体改革というところで、国と地方というところがあり

ます。 

   具体的には、４ページの下から５ページぐらいにかけてが、地方の行財政改革

についてということで議論があっておりますけれども、この中で５ページの上か

ら１段落目ぐらいですかね、４行目ぐらいからなんですけれども、こちらで図表

を示して話がされているんですけど、この資料がこちらの財政調整基金のやつの

ほうになります。 

   自治体の基金の積立残高は２１兆円に達していると、これは全国の自治体の基

金の残高ですね。 

   図表３のところですね、基金の積立水準が高い自治体では財政力が弱く、６５

歳以上の人口の比率が高いという特徴があると。 

   その下ですね、財政力が弱いところで基金が積み上がる理由がよく分からない

とか、こういった形でですね、これは民間議員の方が言われているんですけど、

民間の視点からこういった厳しい指摘があっております。 

   その下のほうに必要なものはしっかりと支出し、必要のないものは効率化する

と、顕著に増加している自治体については実態と背景を分析し、自治体が説明責

任を果たすよう促すとともに、国・地方を通じた地方財政計画への反映等の改善

方策を講じるべきではないかという形で、民間議員のほうから提案があっており

ます。 
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   これで次の６ページを開いていただきたいと思います。６ページは高市総務大

臣が回答されている内容なんですけれども、下のほう、ちょっと黄色で見にくい

かもしれないですけど、引いているところがあると思うんですけど、財政調整基

金等の積み立ての状況については分析等にも取り組んでいくということで、これ

が近々各市町村に調査が来る予定ということになっています。 

   次が７ページを御覧いただきたいと思います。これも榊原議員という、下のほ

うですね、これも民間の方の議員になるんですけれども、線を引いているところ

を読ませていただきます。地方交付税で財政移転を行っている中で自治体の基金

積立残高が２１兆円にも達しているのは地方では使い切れない財源が積み上がっ

ているからではないか、そういった印象を受ける。基金が積み上がっていること

について自治体はきちんと説明責任を果たすことが必要である。それをしなけれ

ば地方税を納めている企業、あるいは住民の理解を得られないのではないかとい

うことで、こちらも話があっています。 

   こういった話があっている中で、地方が貯金を持ってきているというのと、あ

とは国が一番財政状況が悪いというのもあるので、交付税を減らそうという議論

がここで出ている部分になります。単純にお金があるから、その分を単独事業で

やって基金を減らせばいいかっていうとそうでもなくて、８ページのところを御

覧いただきたいと思うんですけれども、中ほどにこちらも黄色で線を引いている

んですけれども、こちらも民間議員の髙橋議員という方が、基金以外にも地方単

独事業が年間２８兆円という非常に大きな数字であるということで、単独事業に

関しても結構指摘をされている部分があります。なので、財調があるから単独ば

使えばいいかというとそういう話でもないのかなというふうに考えています。 

   夕張市が財政破綻した後、国のほうは地方に財政健全化を求めてきてまして、

その結果、ほぼすべての自治体が財政健全化の傾向にあります。それに伴って、

積立金も増加しているという状況にあります。 

   先ほども言いましたけれども、国というか財務省が、地方がお金を持っている

ので交付税を減らしたいという思惑があると思います。うちの場合、九州北部豪

雨とか熊本地震を経験していまして、そういった中で緊急的にお金が必要という

のはかなり大きいと思います。 

   議員の皆さまにも今参加していただいている公共施設あり方検討協議会とかが

ありますけれども、庁舎とかは既に建設して３５年経っています。中央小なんか

もですね、昭和５５年ぐらいに建設なので、４０年近い建物になっています。ほ

かにもやっぱり高度経済成長からその後ぐらいにインフラってかなり整備されて

ますので、今後インフラの大規模修繕とか、あとは改築とか新たに新築するとか
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というのがやっぱりどうしても必要になってくるので、その辺りを考えながら貯

金していく必要があるなというふうに僕自身は考えています。庁舎建設とかはは

っきり言って補助金とか交付税措置がある地方債とかの活用というのがかなり難

しい状況です。なので、やっぱり町で貯めて対応していくしかないというのが実

情だと思いますので、その辺りを含めてやっぱり基金というのは必要なのかなと

いうふうに考えています。 

   国のこういったお金があるから交付税を減らそうという流れもありますので、

無策でそのまま財政調整基金に貯めておくとやはりちょっと減額とかという議論

になりかねないという部分もありますので、内容に関してはちょっとまだ町長と

も相談して、総務課長とも相談してなんですけれども、今後できれば特定目的基

金で公共施設の管理とか新築とか改修に備えた基金というのを考えていったほう

がいいんじゃないかなというふうに考えています。 

   一応私からの説明は以上になります。 

   あと、すみません、こちらの基金が載っている資料なんですけれども、次のペ

ージがうちの町の財政状況を載せております。こちらはなかなか分かりにくい言

葉が多いと思うんですけれども、基準財政需要額と、基準財政収入額、簡単に言

うと基準財政需要額っていうのは、普通交付税を算出する時に使われる積算資料

になるんですけれども、だいたい１年間で町が運営していく上で必要な経費とい

うふうに考えてもらえばいいかなと思います。逆に、基準財政収入額っていうの

は、１年間でだいたい標準的な税収の７５％と、あとは地方剰余税なんかを足し

たものになります。これの差引基準財政需要額のほうが多いので、これから収入

額を引いた分がだいたい普通交付税という形で交付される形になります。 

   その基金額と大枠でしているところの下に、基金合計割る基準財政需要額とい

うのを２３年でいくと０.９５とかという数値を出していますけど、これが、先ほ

どのその前のページの資料で出ている図表１のところに出ています、市町村の基

金積立残高の推移のところで、基準財政需要額に対する基金積立残高の比率とい

うところになります。うちがだいたい１倍ぐらいになるって形ですね。 

   ただ、この基金の中には特定目的基金も含まれておりまして、この特定目的基

金のうち約２億円が鉄道関係の基金になっています。約９億円が農業用水の基金

という形になっていますので、１１億円ぐらいはそういった関係の基金ですね。

それも含めて、これは民間議員さんが作られた資料なのでそれも含めたざっくり

したところの資料になると思うんですけれども、そういった形で数字が出ていま

す。 

   その下の標準財政規模というところもちょっと出しているんですけれども、標
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準財政規模というのは、これもちょっとあまりなかなか聞き慣れない言葉だと思

うんですけれども、町が通常収入するであろうという経常的な一般財源というこ

とになります。 

   具体的には、税収と普通交付税と臨時財政対策債の合計という形になります。

だいたいうちの町が２８億円ぐらいで推移しているところなんですけれども、こ

れを財政調整基金を標準財政規模で割ると０.５という数字が、平成２７年度の場

合出ます。ここの数字もですね、比較的高森町は結構高い割合にあると思います。

全国的にはここの数字が０.２から０.３ぐらいと。うちの町は結構財政調整基金

は町の財政規模に対しては多く持っているというところになります。 

   あと、次のページは、これは今までの経済財政諮問会議とかの流れを受けて全

国市町会が６月７日に決議されている内容に、今言われた経済財政諮問会議の内

容を踏まえて決議されている部分があります。 

   ページ数でいくと１０ページの最初のところ、一番最初のところの中段ぐらい

ですね。ここでも、経済財政諮問会議等においてはというところで、ここも基金

のことが触れられております。 

   また、表記が１２ページのところです。こちらの（３）番、近年の地方におけ

る基金の増加をもって地方財政計画の歳出の適正化等を速やかに行うべきとの議

論があるがというところで、ここも基金のことについて決議を全国市町会のほう

で反対するということで決議がされています。 

   あと、最後のページになりますけれども、６月９日付の熊日新聞の記事になり

ます。右上のところなんですけれども、蒲島知事が交付税削減論に反発というと

ころで、記事も載っておりましたので掲載しております。 

   一応私からの説明は以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりましたけれども、諮問会議でも、榊原さん、

髙橋さん、これは民間の代表の方の事例ですので、民間から言えば、そういった

スタンスでの考え方に基づいた案件だろうと思いますけれども。やはり地方は、

今地方創生ということでいろんな方が取り組んでおります。ただ基金があるから

交付税を削減するとかいうそういう短絡的な考えはちょっとおかしかなと思いま

す。 

   ただ、今言われましたように基金もある程度目的基金として積み立てたほうが

今後はやはりなるかと思います。そういったことも考えていただきたいというふ

うに思います。 

ほかに何か御意見ありませんか。この件につきまして。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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   ないようでございますから、総務課関連につきましてはこれで終わりたいと思

います。 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは始めたいと思います。本委員会に付託されました

税務課関連の議案第４０号、平成２９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。 

   職員の方に申し上げます。予算書のページ順に従って説明をお願いいたします。 

   よろしくお願いいたします。 

○税務課長補佐（丸山雄平君） 税務課長補佐兼地籍調査係長の丸山です。 

   予算書の１４ページをお開きください。２款総務費、７項国土調査費、１目地

籍調査費です。１２節と１３節のほうに予算を計上しております。この予算につ

きましては３月の委員会において、前任者から引き継ぎを受けておりますが、一

度説明は差し上げているということでお伺いしております。 

今回の補正については、１２節役務費につきましては昭和６２年度調査の高森

町大字高森１５７１番地の５の境界にですね、当時地籍錯誤が発生しているのが

今回確認できまして、隙間が生じたような状態で図面ができております。その分

を補正するにあたりまして、今度その隣接地番について分筆が施されまして、そ

の際にそのずれについて確認されております。その分を分筆のほうの手数料以外

にですね、登記手数料が発生しますので、その分については町の資料のほうに錯

誤があったということでその分を計上しております。全部で５万７,０００円が登

記手数料として計上しております。 

   １３番目の委託費ですが、こちらは大字中、大字草部地区の境界についてです。

大字草部のほうの調査が２７年度にございまして、２８年度に図面の確認を地権

者にしていただきましたところ、隣接のところにあります里道についてずれがあ

るということで、草部地区の調査の折に地権者から大字中のほうの図面に誤りが

あるのではないかという申し出がございました。 

   大字中のほうの図面の立会者と確認をしましたところ、大字中のほうが踏み立

て道が見た目であったところをそのまま大字中のほうで調査をしましたところ、

実際の里道につきましてはもう少し上の段にあったと。これは大字草部のほうを

ずっと調査していった結果そこが重複したような状態になりましたので、その点

につきまして両方の地権者に立ち会いをしていただきまして、今回改めてその部

分だけ測量をし直しということに地権者からの申し出についてはお答えをしてお

ります。 
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   ３月の委員会においてその点については説明があったかと思いますが、その分

の費用が２１万５,０００円、予定では、打設する杭が約１０本ほど新たに打ち直

しまして、その分の測量をするということで予定しております。よろしくお願い

いたします。 

   以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 税務課からは以上になりますか。以上、説明が１件だけあ

りましたので、質疑ございませんか。 

○委員（本田生一君） 本田です。今の件についてですが、それはもうだいたい両方

とも解決しとるわけたい、話はね。 

○税務課長補佐（丸山雄平君） 大字中側はですね、児玉さんの親戚の方の土地を代

理で見られておりまして、隣接地権者が辻さんという方なんですが、その方との

立ち会いで本人さんたちもそこでオーケーを出されたわけですが、その際に土地

については、見た目の道路が踏みたて道で通りやすく変わっておりましたので、

そこで間違いないというふうに大字中のときには調査が終わっております。 

   大字草部のほうの、自分の土地をずっと調査で拾いだしていきよったら、もと

もとの道はもっと上の段だったはずと、その辺を大字中のほうの地権者の辻さん

にも申し上げたところ、それは私たちもよく、その土地については、重蔵さんと

言われますけれど、もう亡くなられておりますので、奥さんがはっきりは分から

ないと。でもう、そこの地権者の方が言われるとおりだと思いますということで

納得をいただきましたので、一応測量ができる状態にはなっております。 

   以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） なければ終わりたいと思います。 

続いて討論を行います。討論はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論なしと認め、本案について採決をいたします。 

議案第４０号、平成２９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。 

   以上で、税務課に関連いたします付託案件については終了いたします。 

   お疲れでございました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

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．観光振興に関する事項、以上、９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（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で決定いた

しました。 

   以上で本日の日程は全部終了いたしました。これで総務常任委員会を閉会いた

します。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時５８分 
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平成２９年第２回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２９年６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、農林政策課関連の議案第４０号、平成２９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。発言する前に、所属と名前を言って発言してくださ

い。 

また、予算書のページの順を追って説明してください。 

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） おはようございます。農林政策課の後藤です。 

   これより補正予算につきまして、御説明申し上げます。それぞれページを追っ

て説明してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

   まず歳入につきまして、担当係長より順次説明をお願いいたします。 

○農林振興係長（植田雄亮君） はい。おはようございます。農林政策課の植田です。 

   それでは補正予算書９ページをお開きください。県支出金、県補助金、農林水

産業費補助金、５節のですね、鳥獣被害対策費補助金１,０８５万８,０００円に

ついて御説明します。これは猟友会に対しまして、捕獲の報奨金の上乗せを行う

ことによりまして、駆除意欲の向上を促しまして、農作物被害の軽減を目的とし

た報奨金になっております。国費でありまして、あ、すみません、県費なんです

けれども、国のほうからの補助金で、イノシシ及びシカの成獣６７８頭に対し８,

０００円。またイノシシの幼獣１０頭に対して１,０００円の上乗せということで

合計の１,０８５万８,０００円を計上させていただいております。 

   続きまして、１０ページをお開きください。県支出金、県補助金の１０節、中

山間地域等直接支払事業補助金、マイナス４５万４,０００円。これにつきまして

は、毎年度ですね、推進交付金というものが本体交付金と一緒に出ておりました

けれども、それがですね、推進交付金、本体交付金が別々に切り離して支出を県
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のほうからされるということで、これにつきましては本体交付金から切り離して

４５万４,０００円減額、またその下の１２節のですね、中山間地域等支払事業推

進費県補助金として、４３万１,０００円増額させていただいております。 

○農林政策課審議員（荒牧 久君） 農林政策課審議員 荒牧です。 

   同じく款・項・目一緒です。節が１３団体営農業農村整備事業補助金、７００

万円を計上しております。これは先日全体協議会の中で御説明を申し上げました、

坊ヶ平のため池のですね、地質調査、それから実施設計に対する補助金です。７

００万円を計上しております。歳入につきましては、以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） はい、続けてお願いします。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林政策課 植田です。 

   それでは、歳出のほうに移らせていただきたいと思いますので、補正予算書の

１７ページを御覧ください。農林水産業費、農業費、農業振興費の報酬、マイナ

ス６３万円。担い手育成支援専任アドバイザー報酬となっておりますけれども、

これは当初ですね、週５で計上しておりましたけれども、現在週３の雇用になっ

たための減額となっております。ただこれについては、担い手育成緊急支援対象

となっております。 

   次に１４節使用料及び賃借料２８万円、担い手育成緊急支援事業推進車リース

料となっておりますけれども、これはですね、認定農業者、また地域の営農組織

を中心とする担い手を確保するために、営農状況に応じた補助の巡回等のきめ細

かい経営推進を進めることが必要なため、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。 

   １０目農業活性化施設費、１１節需用費で、修繕料で８０万円計上いたしまし

た。これは４月１３日に４トンダンプのシャーシが折れまして、修理に約６１万

円かかることから、２９年度の修繕額を見込みまして、８０万円を計上いたしま

した。 

   以上です。 

○農林政策課審議員（荒牧 久君） 農林政策課審議員 荒牧です。 

   款・項、同目です。目の１１農地整備費、節１３委託料２,２００万円を計上し

ております。これは先ほど申し上げました、坊ヶ平の堤体の補強工事に伴う地質

調査６００万円、それから、坊ヶ平の堤体補強工事の設計委託１,６００万円を計

上しております。合わせて２,２００万円です。 

   ただこれがですね、地質調査次第なんですけども、これはもう掘ってみないと

分からないということで、地質調査次第によっては設計委託も変わる可能性も出
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てくると思います。そこら辺りをですね、申し伝えておきたいと思います。 

   以上です。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林政策課 植田です。 

   同ページ、１７ページの林業振興費、需用費、消耗品ですね、２０万円を増額

計上させていただいております。これは現在南郷檜のテスト出品をさせていただ

いておりますけれども、今年度につきましては、９月にですね、阿蘇森林組合高

森支所で行われます銘木樹のほうでもテスト出品を出そうと思っております。そ

の際にナンバーリングするための刻印を作成するために、２０万円計上させてい

ただいております。 

   また、１３節委託料、マイナス２０万円、木工品の商品開発及びマーケティン

グ調査で２０万円減額しておりますけれども、これはですね、現在山村活性化支

援交付金という事業を基に南郷檜のブランド化を進めておりまして、金額の調整

ですね。ということで、消耗品費を上げたもので、委託料を２０万円削らせてい

ただいております。 

   次に、鳥獣被害対策費の負担金補助及び交付金、有害鳥獣駆除の助成金として

１,２３９万２,０００円を増額させていただいております。 

   先ほど歳入でも御説明さし上げたとおり、イノシシですね、６７８頭分の成獣、

幼獣に対しては１０頭分、シカの成獣も６７８頭分、またサルについては３頭分

の合計になっております。 

   当初、７４０万円組ませていただいておりましたので、今回は、すべての総額

として１,９７９万２,０００円かかりますので、その差額の１,２３９万２,００

０円を増額計上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 後藤です。 

   説明が一つ漏れておりました。５ページにお戻りいただきたいと思います。担

い手育成緊急支援事業で推進車を購入する予定でございますが、リース契約とい

たしますために、負担行為を計上させていただいております。 

   期間は平成３０年度から３４年度、限度額は２１２万円です。付け加えて御説

明いたします。 

   以上でございます。 

○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。 

芹口委員、どうぞ。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 
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   有害鳥獣の駆除対策で、その対象の、払うとの確認として、しっぽを切って写

真を撮ってということになっていると思いますが、現在しっぽを切ってその残り

の体をそのまま山だったり畑に置いたまましてあるということで、何とか役場に

言ってくれんかという話があったものですから、そういったところは指導してい

ただきたいと思います。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林政策課 植田です。 

その件につきましては、多々いろいろ話を聞きます。基本的には山に埋葬する

というふうにはなっておりますけれども、そのままだったことでほかの有害獣が

食べにくるとか、カラスがつつきに来るとかですね、また道ばたにそのまま捨て

てあるとかいう話がありますので、それについては適宜指導をしていきたいと思

います。モラルの問題ですけどですね、あとは御本人さんの意識の向上を図るこ

とかなというふうに思っております。 

○委員（芹口誓彰君） それまで含めての助成金ということで考えていただいて。 

やはりそこはきちっとしていただかないと。トラクターで牧草の中をたたきよ

ったら、ガチッというたところに骨があったとかですな。ほかの人に迷惑のいか

ないように、ひとつ指導をお願いします。 

○農林振興係長（植田雄亮君） はい、分かりました。 

○農林政策課審議員（荒牧 久君） 埋葬する写真まで付けたら。 

○委員（芹口誓彰君） 埋葬する写真までね。 

○委員（森田 勝君） それまで付けるといいです。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林政策課の植田です。 

埋葬写真の添付とかいうことをですね、検討する必要があるのかなあとは思い

ます。ただ解体して、食肉用にしたりとかいうこともありますので、そういった

ことも含めたところで、多分自分で解体して、店には出せないので配ったりとか

よくされる方もいらっしゃるので、そういったところも含めてですね、今後猟友

会の方とかと話して、そういったことがないように指導していきたいと思います。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ほかにないということでございますので、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（後藤三治君） 討論なしと認め、本案について採決します。 

議案第４０号、平成２９年度高森町一般会計補正予算については原案のとおり
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可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

定いたしました。 

 以上で、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） おはようございます。 

本委員会に付託されました建設課関連の議案第第４０号、平成２９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。発言する前に、所属と名前を言って発言してくださ

い。また、予算書のページの順を追って説明してください。 

それでは、建設課の説明を求めます。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田です。おはようございます。 

   一般会計補正予算につきまして、担当係長より今から御説明申し上げます。よ

ろしくお願いします。 

○土木係長（土井谷顕君） おはようございます。土木係の土井谷です。 

   平成２９年度高森町一般会計補正予算について御説明申し上げます。高森町一

般会計補正予算書の歳入の９ページをお開きください。１４款国庫支出金、２項

国庫補助金、７目土木費国庫補助金、１節土木社会資本整備総合交付金です。当

初町道横町・湧水館線測量設計業務は復興まちづくり総合支援事業にて予定して

おりましたが、補助率が有利な社会資本整備総合交付金に財源組み替えを行うた

め、５８８万２,０００円を増額補正しております。 

   続きまして歳出の１８ページをお開きください。７款土木費、２項道路橋梁費、

２目道路新設改良費、１３節委託料です。１,７００万円増額補正しております。

津留・宮ノ前線と天神・尺司線については熊本県の設計審査を受けた結果による

ことと、平成２９年度の人件費等の単価が平成２８年度単価より増額になってい

ることと、改良時の舗装構成を検討するため地質調査を追加したこと以上３点の

ことより増額しております。 

   １９ページをお開きください。横町・湧水館線については歳入でも御説明いた

しましたが、復興まちづくり総合支援事業にて予定しておりました測量設計業務

を補助率が有利な社会資本整備総合交付金事業に財源を組み替えたために計上し

ております。 

   続きまして歳出の２１ページをお開きください。１０款災害復旧費、１項公共
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土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害復旧費、１３節委託料です。１００

万円を計上しております。これは大字草部地内にある町道柳谷・木郷線の路肩が

平成２９年５月１２日から１３日の豪雨により崩壊いたしました。国の災害復興

事業の査定を受けるために委託料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。 

   今説明がありましたが、横町線についてお伺いします。これは恐らく町長が６

月定例会の中で、３０年度以降に災害道路に順次指定していくというような話で

ございましたが、この道路は町の方が、前から湧水トンネルの北側に設置予定に

していたところでございまして、これは私たちも災害道路に適した道路じゃない

かと思っておりますが、中に住宅などが密集しておりまして、設計段階でどうい

うふうな道路になるかちょっとはっきり私たちも分かりませんが、町としてはど

のような道路を造っていくかということを説明をお願いしたいと思います。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

   横町・湧水館線、今現在で計画している内容は、延長が２６０メートルです。

道路の幅員は５メートル。今現在湧水トンネルの北側にある、もうできてしまっ

ている道路には歩道がもう既に設置してありますので、災害道路という観点から

歩道も一緒に計画する内容になっております。５月までに法務局の調査を行いま

して、現在での土地の調査まで、調査は完了しております。 

   以上です。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

   今、歩道も設置がされるということで、歩道はだいたい１メートルか、２メー

トルくらいですか。 

○土木係長（土井谷顕君） 土木係 土井谷です。 

   歩道は今現在既設の歩道は２メートル程度だったと思うんですけど、それと同

等の幅、幅員にしようと今考えております。 

○委員（森田 勝君） 分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 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］ 
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○委員長（後藤三治君） 討論なしと認め、本案について採決します。 

議案第４０号、平成２９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

定いたしました。 

   続きまして、議案第４１号、平成２９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。 

   それでは、建設課の説明を求めます。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

   平成２９年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を御説明させて

いただきます。今回の補正は４月１日付の人事異動に伴う人件費の補正にあり、

歳出予算のみの計上としております。 

   補正予算書の６ページをお開きください。第１款水道費、第１項業務費、第１

目一般管理費におきましては、職員の人件費に係る給料、職員手当等、共済費に

ついてそれぞれ見込額における補正を計上しております。第４款予備費について

は人件費補正による調整額を計上しました。 

   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、本案について採決します。 

   議案第４１号、平成２９年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算については、

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

定いたしました。 

以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

します。 
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   閉会中の継続調査については、１．農林水産業に関する事項、２．土木行政に

関する事項、３．水道事業及び農業用水事業の運営に関する事項、以上、３項目

を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

しました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで、建設経済常任委員会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時４２分 


