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午前10時00分開議 

○議長（永友 良和）  おはようございます。只今から本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３１号 

日程第２．議案第３２号 

日程第３．議案第３３号 

日程第４．議案第３４号 

日程第５．議案第３５号 

日程第６．議案第３６号 

○議長（永友 良和）  日程第１、議案第３１号高鍋町税条例の一部改正についてから日程

第６、議案第３６号平成２９年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第１号）まで、以

上６件を一括議題とし、１議案ごとに総括質疑を行います。 

 まず、議案第３１号高鍋町税条例の一部改正について質疑を行います。質疑はありませ

んか。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  １２番、中村末子。同一生計配偶者とありますが、今までとど

こが違うのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  税務課長。 

○税務課長（杉  英樹君）  税務課長。お答えいたします。 

 今年度の税制改正により、平成３１年度分の個人住民税から納税者の合計所得が

１,０００万円を超える場合、配偶者控除が適用を受けることができないという規定が設

けられました。その改正に伴いまして、今回については文言の見直しを行うもので、平成
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３０年度までの配偶者控除についての変更はございません。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第３２号高鍋町子ども医療費助成に関する条例等の一部改正について質疑を

行います。質疑はありませんか。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  １２番、中村末子。施行期日が１０月１日から施行するとあり

ます。１０月まで３カ月しかありませんけれど、各病院、家庭への周知方法についてはど

のような流れ、いわゆるスキームでいくのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  福祉課長。 

○福祉課長（中里 祐二君）  福祉課長。今後の計画についてでございますが、今議会の議

決をいただけるということになりましたら、７月からシステムの改修、それから県内の医

療機関等への通知を行いまして、９月に保護者への文書による通知、それから申請の受け

付け、受給者症の交付を予定しております。そのほか学校を通じましての広報、それから

町の広報誌等も活用しながら周知を図っていく計画でございます。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第３３号平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第１号）について質疑を行

います。質疑はありませんか。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  １２番、中村末子。町長となられて初めての査定となりました

けれども、どこが特徴的部分であるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。今回の補正予算の特徴的な部分としましては、子ども医療

費の助成の無料化に関する経費と、職員の人財育成のための研修費、ふるさと納税推進の

ためのアドバイザー謝礼などを計上させていただいております。 

 そのほか、中央公民館屋根防水事業、総合体育館大規模改修事業、施設老朽化対策事業

ですね、それを含む。また、避難所等無線ＬＡＮ環境整備事業、松本地区急傾斜地の崩壊

対策事業などの防災対策事業などを計上させていただいているところが特徴的な部分と考

えます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  １２番。それでは、国庫支出金、県支出金が増額または減額さ

れております。その概要について説明を求めたいと思います。町債については、後年度で

の交付税及び何らかの国県からの支援対策があるのか、町単独でもやるのか、そこのとこ

ろお伺いをしたいと思います。 
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 彩りのむらづくり資金が当初、昨年などと比較すると大幅な減額となっていますが、イ

ベントをするにあたりこの予算で賄えるのかどうか、または継続は力なりという言葉があ

りますが、四季彩のむらイベントを継続しないとこれからの観光資源としての価値が薄れ

てくるのではないと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。まず、国・県支出金などの増減について

でございますが、国庫支出金につきましては、交付決定及び内示等の通知があったもの、

補助申請予定のものを計上しております。 

 社会資本整備総合交付金につきましては、内示額により当初予算から５,４２９万

１,０００円を減額補正しております。また、学校施設環境改善交付金は西小第三棟トイ

レ改修工事を予定しておりましたが、申請が不採択となったため、当初予算から５４７万

１,０００円を減額しております。 

 再編関連訓練移転等交付金につきましては、ＬＥＤ防犯灯取替事業、子ども医療費助成

事業、町単独道路改良事業、西小の外トイレ改修事業、東中体育館横トイレ改修事業など、

３,６４１万２,０００円を申請予定であります。  

 次に、県支出金につきましては、交付決定及び内示等の通知があったもの、補助申請予

定のものを計上しております。重度障害者医療費補助金及びひとり親家庭医療費補助金は、

子ども医療費助成の無料化を活用するほうが対象者にとって有利となるため、当初予算よ

り減額するものでございます。古墳・標柱看板等整備事業費補助金は、交付額が決定した

ことにより減額でございます。 

 次に、地方債の交付税措置及び国県からの支援策の有無に関する御質疑でございますが、

交付税措置につきましては、社会資本整備総合交付金事業債、総合運動公園整備事業債、

急傾斜地崩壊対策事業債、小型ポンプ積載車購入事業債に係る元利償還金の一部が、後年

度の基準財政需要額に算入されることとなっております。また、地方債に対する国県の支

援対策につきましてはございませんが、交付税措置のない地方債につきましても地方財政

法に基づく財源調達の手段として活用していくものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（渡部 忠士君）  産業振興課長。彩りのむらづくり補助金でございますが、

町職員で構成しております団体が、四季彩のむらにおきまして公益財団法人地域社会振興

財団の交付金を用いて、四季彩のむらメンバーとともに行う各種の活動を使途とするもの

でございます。 

 減額の理由につきましては、当該団体におきまして平成２９年度のイベント内容の一部

見直しを行ったことによるもので、財団にはその経費を申請しまして、今回申請額どおり

の内示がありましたことから、予算計上させていただいたものでございます。当該団体に

よります四季彩のむらにおけるイベント活動につきましては、今後とも継続して行ってい
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くということでございましたので、町といたしましても四季彩のむらの観光資源の価値を

高めていくことができますよう当該団体とともに、四季彩のむらの活動を積極的に支援し

てまいりたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  １点だけ、実は国庫支出金の中の、先ほど説明がありました小

学校費補助金が補助が受けられないという状況であるということが説明がありました。や

はり、これは要望が非常に高い部分でありますので、また後で再編関連訓練移転等交付金

などもありますので、ここはぜひ私は達成していかなければならない部分じゃないかなと

いうふうに思いますけど、執行部としてはどのようにお考えなのか。その方向性が出てい

るのか、出ていないのか、そこのところだけでもお答え願えればと思っております。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。学校関係の施設の工事関係ですね、学校

施設環境完全交付金を使ってやろうとしていたわけですけど、今回、残念ながらこれにつ

いての採択がされなかったと。 

 トイレ改修も含まれているわけなんですけど、これにつきましては西小学校のトイレ改

修についてこれでやろうと、改善交付金でやろうとしていたわけなんですけど、そのほか

にもトイレ改修がございますので、西小の先ほど外トイレと言いました。それと東中学校

の体育館横のトイレ、これもやろうと、今後やろうとしていたところ、計画していたわけ

なんですけど、これが再編関連等の移転交付金が出るようになりましたので、これについ

ては、２つのトイレについては再編関連の交付金でやろうと、充当しようということで、

今回進めております。 

 以後も、トイレ改修についてはこの交付金が活用できるんじゃないかなと思っておりま

すので、これを考えているところでございます。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。１７番、青木善明議員。 

○１７番（青木 善明君）  １７番。それでは、総務環境常任委員会、産業建設常任委員会

関係の質疑をさせていただきます。 

 只今、町長のほうから特徴的な部分も述べていただきましたけれども、今回３億

６,５００万円という多いのか少ないのかは別といたしまして、１７ページの文書広報費、

役務費、ホームページアドレス更新手数料、どういう更新なのか、それから委託料、広報

番組放送事業委託、これら毎年上がってきていると思いますが、内容は同じなのかどうか。 

 それから、その下のほうに先ほど町長も述べられましたように、アドバイザーのことに

触れられましたが、どういう方を考えておられるのか。それから、その下のクレジット

カード決済システム、これも多分新規ではないかなと思うんですけども、こことその下の

舞鶴公園周辺整備工事約１,３００万円、どういう工事を予定しておられるのか。 

 それから次のページ、１９ページですけども交通安全対策費として交通安全施設設置工

事費が約４１６万６,０００円、どういう交通安全の施設を考えておられるのか。その下
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が、クラウド環境利用料、約４２１万円。自治体クラウドというのが最近よく、総務省も

推奨しているんですけども、このことの環境の整備なのか。 

 それから、２７ページに空き家対策計画策定業務委託ですけども、空き家の実態調査を

終えたということで、それを踏まえての計画の策定業務だろうと思うんですけど、どうい

う策定なのかをお尋ねいたします。 

 それから、３１ページの公園建設費の中に工事請負費２,４００万円が上げてあります

が、この内容をお尋ねします。 

 それから、３３ページ、消防費ですが、中型自動車運転資格取得補助金、これが一般質

問でも出ておりましたけれども、免許取得の法律改正によって中型免許が、消防自動車を

運転するのに必要ということで、助成額と何人ぐらいを予定しているのか。その下にハ

ザードマップ、これは国土交通省が浸水地の見直しをした背景があると思うんですが、そ

れに伴う作成であると思うんですが、いつごろ配布予定なのか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。政策推進課関係の御質疑が幾つかありま

したけど、それについてお答えいたします。 

 まず、文書広報費のホームページアドレスの更新手数料についてでございますが、平成

２９年度、今年度から全国一斉に始まった自治体情報セキュリティ強化対策の一環として、

町のホームページは宮崎県が構築した宮崎県情報セキュリティクラウドを経由して配信す

ることとなったため、その経由に必要な設定、主にホームページアドレスの変更を行うも

のでございます。 

 次に、広報番組放送事業委託の概要についてでございますが、従来本庁で実施しており

ましたＭＲＴ宮崎放送によるテレビ広報及びＦＭ宮崎によるラジオ広報を同様の形態で実

施するものでございます。今回、肉づけ予算としましたので、今回の補正予算に計上した

ものでございます。 

 次に、財政管理費のふるさと納税推進事業費の中のアドバイザー謝礼、これにつきまし

てはふるさと納税のさらなる推進のために先進自治体の運営を手掛けている有識者の方が

いらっしゃいますけど、その方や民間事業者の方から商品企画等について、相談や助言を

していただくためのものでございます。 

 それと、次がクレジット決済システム手数料についての御質疑でございますが、これは

ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの導入に当たりまして寄附を、クレジッ

ト決済により受け付ける際に係る経費でございます。クラウドファンディングとは、町が

行うを事業をインターネット上で紹介しまして、その事業に共感、賛同された方から寄附

を募るものでございます。 

 予定事業としては、キャベツ畑のひまわり祭りとか、高鍋城灯篭祭り、これに対してこ

の事業に対して寄附を賛同いただける方に寄附を募っていこうという考えのもとにしてい
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るものでございます。それに対する専用ホームページによるクラウドファンディングシス

テムの使用料等を計上したところでございます。 

 それと、舞鶴公園周辺の整備工事につき１,３００万円計上しておりますけれど、これ

今舞鶴公園の横の嶋田圃場跡地の整備をしておりますけど、ここは今砂利敷きでございま

す。整地はしておりますけど、ここに一部を駐車場として舗装をするものでございます。

その費用でございます。 

 以上ですか。 

○議長（永友 良和）  クラウド環境、１９ページ。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  失礼しました。もう１点、クラウド環境利用料の概要に

ついてでございますけど、本町においては仮に庁舎の倒壊等が発生するような大規模災害

が発生した場合でも住民情報が保護され、業務が速やかに再開、継続できるための仕組み、

いわゆるクラウド化を進めているところでございます。具体的に、今年度中に本庁に設置

している住民情報等を管理しているサーバーを外部に設置しまして、それをインターネッ

ト回線により本庁とつないで各業務を行う環境を整え、平成３０年度から本格的に稼働さ

せる予定としているところでございますが、今年度予定しております仮運用に必要な機器

の本体の費用、補修、サーバーの設置費用等に相当する額を利用料として支払うものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  総務課長。総務課関係の３点について答弁をいたします。 

 まず、交通安全施設設置工事でありますが、これにつきましてはＬＥＤの防犯灯の整備

事業であります。内容としましては、第９地区連協のほうから子どもたちの通学路となっ

ております県道高鍋西都線及び高鍋杉安線の沿線は防犯灯が少ないために、防犯及び安全

面において危険であるとの理由で防犯灯の設置の要望が提出されております。 

 あわせまして、国の再編交付金を活用、この事業につきましては再編交付金を活用する

のでありますが、防衛の第１種区域、堀の内、下永谷、上永谷、新山の地域も加えまして

ＬＥＤの防犯灯を整備するものであります。 

 続きまして、消防団員の中型自動車運転資格補助金でございますが、新しい免許制度が

施行されまして本部の水槽つきポンプ車、これ８トンあるんですけど、それを運転する際

におきましては中型免許が必要となったために、現在３名の本部団員が運転できない状況

となっておりまして、これにかかる費用１６万円を補助するものであります。 

 続きまして、洪水ハザードマップの関係でございますが、もう御承知のとおり国が新た

に洪水想定区域図を公表したために、今般、洪水ハザードマップを作成をいたしまして、

１万部を作成する予定でございますが、配布予定につきましては本年度３月までに配布を

したいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 



- 140 - 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。まず、空き家対策計画策定の件でござい

ますが、空き家等の現状と課題を整理し、基本的方針の検討、具体的施策の検討を行い空

き家対策について本庁としてどういうふうに進めていくかという計画書を策定するもので

ございます。 

 それから、３１ページの公園建設費の工事請負費の２,４００万円でございますが、こ

れは公園長寿命化計画に基づき、高鍋総合運動公園、通称町営球場でございますが、その

駐車場等の舗装を改修するものでございます。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第３４号平成２９年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  １２番。繰越金３,７００万円を投入し、国保税の住民負担を

軽減されるということの説明がありましたが、平成２８年度繰越金は３億円となるとのこ

とですが、どうして全額とはいいませんが、せめて１億円投入できなかったか、その理由

は何かお伺いしたいと思います。 

 医療の高度化、高薬価が要因で医療費高騰があるようなんですが、医療現場での高度化

とはどのようなものか、また厚生労働省では具体的にどのような高額の薬価が承認されて

いるのか、なされようとしているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。まず、繰越金をせめて１億円投入できな

かったのかについてでございますが、繰越金につきましては精算に伴う平成２８年度国庫

負担金等へ償還金の財源、及び現状で医療費が大幅に伸びている中での被保険者の将来負

担を考慮し、留保をしているものでございます。 

 次に、医療の高度化についてでございますが、医療の進歩は目覚ましく、新しい治療法

や薬品などが次々に開発をされております。医療現場におきましては、医療の高度化に伴

いさまざまな診療・検査技術が導入され、求められる技術レベルも高くなるとともに、安

全性を高めることにも重点が置かれ、一つ一つの作業も煩雑になってきているとのことで

ございます。 

 次に、高薬価についてでございますが、現在高薬価の医薬品として主に上げてられてお

りますのは、Ｃ型肝炎治療薬のハーボニー及びゾバルディ、肺がん治療薬に適用拡大され

ましたオプジーボ、同様にがん免疫剤としてことしから保険収載されましたキイトルーダ

がございます。今後も、新薬承認に伴う医療費の動向を注視してまいりたいと考えており

ます。また、薬価制度におきましては、国においてこれまで２年に１回とされてきました

薬価改定が毎年実施となるという基本方針が決定されたとのことでございます。 
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○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第３５号平成２９年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第３６号平成２９年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  １２番、中村末子。不明水が発生したのか、それとも予想して

いるのか、お伺いしたいと思います。 

 事業認可区域変更が発生したのかどうか確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（永友 良和）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。不明水につきましては、どの自治体も対

応対策に苦慮しているときいております。当町におきましても、まとまった雨が降ります

と浄化センターへの流入量が増加傾向にあるため調査を入れるものでございます。 

 それから、事業認可図書の作成につきましては、区域の変更はございません。２７年の

下水道法の改正に伴いまして今後の管理を含めた事業計画書の作成が必要となったためで

ございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 以上で、総括質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第３１号から議案第３３号までの３件につきましては、お手元

に配付しました付託議案審査日程表のとおり、所管の各常任委員会に審査を付託すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３１号から議案第３３号までの３件につきましては、各常任委員会

に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第３４号から議案第３６号の３件につきましては、議長を除く

１５名をもって構成する特別会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査する

ことにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第３４号から議案第３６号の３件につきましては、議長を除く１５名

をもって構成する特別会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

決定いたしました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

 正副委員長の互選を行いますので、議員の皆様は第３会議室にお集まりください。 

午前10時29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時31分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

 先ほどの特別会計予算審査特別委員会の設置に伴いまして、正副委員長の互選が行われ

ましたので、結果について御報告いたします。 

 特別会計予算審査特別委員会、委員長に青木善明議員、同副委員長に津曲牧子議員がそ

れぞれ互選されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（永友 良和）  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時32分散会 

────────────────────────────── 

 

 

 

 


