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平成２９年２月第８８回内子町議会臨時会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２９年２月１４日（火） 

○開会年月日   平成２９年２月１４日（火） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１４名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

８番  山 上 芳 子 君         ９番  才 野 俊 夫 君 

  １０番  下 野 安 彦 君        １１番  林     博 君 

  １２番  山 崎 正 史 君        １３番  寺 岡   保 君 

  １４番  中 田 厚 寬 君        １５番  宮 岡 德 男 君     

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長   亀 岡   弘 君 

税 務 課 長  入 海   孝 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会計管理者  安 川   徹 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課長  林 愼 一 郎 君     産業振興課長  山 本 真 二 君 

小田支所長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  稲 葉   勉 君 

自治・学習課長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君     農業委員会会長  上 岡 孝 光 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第２号） 

平成２９年２月１４日（火）午後 ４時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 招集あいさつ 

日程第 ４ 議長選挙について 
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日程第 ５ 議案第 ３号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第 ４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第 ５号 内子町副町長の選任について 

日程第 ８ 議案第 ６号 内子町教育委員会委員の任命について 

日程第 ９ 議案第 ７号 内子町固定資産評価員の選任について 

日程第１０ 議案第 ８号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１１ 議案第 ９号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１２ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１３ 愛媛県後期高齢者医療広域連合議員の選挙について 

日程第１４ 内子町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

 

○追加議事日程（第２号の追加１） 

追加日程第 １ 議長の議会運営委員の辞任について 

追加日程第 ２ 議長の議会改革特別委員の辞任について 

○追加議事日程（第２号の追加２） 

追加日程第 ３ 議会運営委員の選任について 

追加日程第 ４ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１４、追加日程第１から追加日程第４まで 

 

午後４時００分 開会 

○副議長（寺岡 保君） ただ今から、第８８回内子町議会臨時会を開会致します。開会にあた

りまして、去る２月１０日にご逝去されました、故、池田洋助議長のご冥福をお祈りし、つつし

んで黙とうをささげたいと思いますので、ご一同様、ご起立をお願い致します。 

○議会事務局長（堀本増隆君） 黙とう。 

〔一同黙とう〕 

○議会事務局長（堀本増隆君） お直り下さい。ご着席下さい。 

○副議長（寺岡 保君） ありがとうございました。 

本臨時会には、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育長、代表監査委員及び

農業委員会会長の出席を求めております。また説明員として出席通知のありました者は、副町長、

及び各課長・班長等の１６名であります。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○副議長（寺岡 保君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１４番中田 厚寬議員、

１５番宮岡 徳男議員を指名します。 
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日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○副議長（寺岡 保君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち、会期決定の件

を議題とします。 

お諮りします。会期は、本日１日限りとし、会議時間は議事終了時までとします。これに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○副議長（寺岡 保君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日１日限りとし、閉会の時刻は、議事終了時とすることに決定しまし

た。なお、本日の議事日程は、お手元に配布しております、議事日程第２号のとおりであります。

 

  日程第 ３ 招集あいさつ 

○副議長（寺岡 保君） 「日程第３ 招集あいさつ」を受けることにします。 

○町長（稲本 壽君） 議長。 

○副議長（寺岡 保君） 稲本町長。 

〔稲本 壽町長登壇〕 

○町長（稲本 壽君） 開会に当たり、ご挨拶を申し上げます。本日、ここに平成２９年２月内

子町議会臨時会を招集致しましたところ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらず、

ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

まず、最初に去る２月１０日に急逝されました内子町議会議長、池田洋助氏に追悼の意を述べ

させていただきます。池田氏は、平成１７年４月に内子町議会議員に当選以来、３期１１年余り

にわたり議員を務められ､平成２７年５月からは議長に就任され、議会活動を通して町行政の推進

に大変大きな役割を果たしていただきました。議員の中でも一番の若手で、なおかつ現職の議長

であり、今後も永く内子町のためにご尽力いただけるものと思っておりました中での突然の訃報、

誠に残念でなりません。町長として、そのご功績に心から感謝申し上げますと共に、哀悼の誠を

捧げ、心からご冥福をお祈り申し上げます。 

本臨時会は、先般の内子町長選挙後、最初の議会でありますので、町長と致しまして、町政を

執行するに当たり所信の一端を述べ、議員並びに町民の皆様のご理解ご協力を賜りたいと存じま

す。私は、このたびの内子町長選挙におきまして、町民の皆さま方から無投票という厳粛なるご

信託を賜り、内子町の舵取り役を任されました。今この重責に身の引き締まる思いでいっぱいで

ございます。これまでの８年間の経験を生かしつつ、初心に立ち返り、内子町のさらなる発展の

ために全力で邁進する所存でありますので、ご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

米国では、新しく就任したトランプ大統領により、これまでの政策を転換する大統領令が矢継

ぎ早に施行され、世界中に大きな混乱を招いています。ＴＰＰからの離脱をはじめ、移民規制の

実施、さらには、気候変動対策のため昨年１１月にようやく発効した、世界１９６ヵ国が参加す

るパリ協定からの離脱も視野に入れていると言われています。我が国も、自動車の輸出入や米軍

基地の費用負担で、名指しで批判されるなど、今後の両国関係も予断を許さない状況になってい

ます。混迷を深める国際情勢が、我が国の施策や国民生活にどう影響するのか、今後の動きを注
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視したいと思います。国内では、地方創生の動きが加速しています。平成２９年度当初予算案に

は、１兆７千億円余りのまち・ひと・しごと地方創生関連予算が計上されており、内子町として

もそれら関連予算の活用を図りながら、施策を推進していきたいと考えております。 

さて、３期目の内子町政を進めるに当たり、私は、第２期内子町総合計画『町並み、村並み、

山並みが美しい、持続的に発展するまち』を基本に、『内子町まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ン及び総合戦略』の実現に全力で取り組んで参ります。 

まず、この町の将来を担う子どもたちのことを考えます。内子で育った子どもたちが、この町

で、また自分の人生で、豊かな未来を築けるような素地をつくっていきたいと思います。これは、

教育行政に関わることですから、私はあまり踏み込まず、距離をおいた方が良いと思っておりま

すが、実社会に出たときに、宗教や文化が違う人たちと、しっかりとコミュニケーションをとっ

てビジネスが展開できるような、そんな若者に育ってほしいと思っています。そのためには、内

子の中学校を卒業する子どもたちは、この程度の英語のレベルで、これくらいのコミュニケーシ

ョンができる若者に育てていくんだという、目標をしっかりと掲げていただきたい。そういう目

的意識を持って、英語教育に力を入れてほしいと思います。また、ふるさと教育にも力を注いで

ほしいと思います。内子町には、永年営まれてきたいろいろな産業があります。これらの産業を

途絶えさせることなく、さらに発展させていくためには、子どもの頃から、町内の企業や、農業、

林業に携わる素晴らしい人たちの薫陶を受ける機会をつくり、将来自分もそういうものを作りた

い、こんな仕事に就きたいと思える環境づくりが必要です。そういう環境の中で、地域に関心を

持ち、将来内子町で暮らしたいという若者が育つことを期待します。 

次に、「働く人に元気を」ということでございます。２期目に引き続き、地場産品の販路拡大と

農家の担い手確保に取り組み、多様な雇用を創出していきたいと考えています。これまで同様、

東京や大阪など大都市圏での販促活動を行うとともに、台湾をはじめ海外への地場産品の紹介や

物販活動にも力を入れたいと思います。豊島区での内子フェアなどの交流事業を通して､経済的な

人脈も構築されてまいりました。それらの方々からのご紹介で、内子の産品を取り扱っていただ

ける機会も増えてきております。今後も、多くの方に内子ファンになっていただき、地場産業の

振興、雇用の創出につなげたいと思います。また、内子町の基幹産業である農業の分野では、担

い手の高齢化が深刻な状況となっています。若い人たちにどう引き継いでもらえるか、それが今

の課題です。そのためには、農産物の品質向上、ブランド化、新規作物や加工品開発によって販

売力を身につけるとともに、後継者の育成や新規就農者の確保が必要です。農業の魅力を若者に

伝え、彼らの事業継承や起業を支援したいと思います。 

 次に、林業の六次産業化を進めたいと考えております。これまで準備を行ってまいりましたが、

平成２９年度からはいよいよ形にしていく作業に入ります。内子の木に付加価値をつけ、販路を

確保し、発電などもしながら、内子の木を使い切る、循環する仕組みをつくりたいと思います。

これまで検討してきた地域商社の設立や、バイオマスの新たな活用を通して、関係する皆さまと

ともに、林業の六次産業化に向けて、目に見える一歩を踏み出したいと思います。 

 次に、内子商店街の無電柱化に取り組みたいと思います。現在の商店街は、高圧線を伴う高い

電柱に複数の電線が張り巡らされており、景観を阻害する大きな要因になっているとともに、防

災上の課題にもなっています。この電柱、電線がなくなり、きれいな青空が見えるようになった
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とすれば、これまでとは違った空気感が商店街にも流れてくるのではないかと思います。そうし

たなかで、新たに商店街に進出される方が増えてくるのではないかと想像します。これは、四国

電力やＮＴＴ西日本などの通信会社、なにより地域の皆さんの協力がなければできませんが、ス

ケジュール感をもって達成できればと思います。  

次に、町内滞在型の舞台・芸術の誘致に取り組みたいと思います。平成２８年に国内を訪れた

外国人観光客は２，４００万人を超えたそうです。内子を訪れる外国人の数も急速に増えていま

す。これからは、世界に向けて情報を発信していかなければなりません。その手段は、芸術・文

化・歴史だと思っています。一昨年、森山未來さんが、1 か月内子町に滞在し、町の方たちとコ

ミュニケーションを図りながら、素晴らしい舞台を最後に見せて下さいました。あのようなもの

が毎年、あるいは２年に一度でもいいからできる環境が整うなら、内子座文楽を越えて、日本だ

けではなく、世界から大勢のお客様が来てくれるはずです。内子座や共生館、スバルの舞台はも

とより、小田川の空間や、泉谷の棚田、小田深山など、内子の持つ様々な素材を使って、大勢の

皆さんに来ていただけるような仕組みを考えていきたいと思います。そのためには、英語が必要

になります。料理ももう少しグレードアップしたものが必要でしょう。宿ももっと必要です。東

京を目指さなくても、この町で世界と出会える、そういう町を皆さんとともにつくっていきたい

と思っています。 

次に、「安全・安心のまち」であります。これまで、学校等の耐震化を進めてまいりましたが、

自治会館や消防の詰所など、いざというときに拠点となる建物が老朽化していたり、十分な機能

を備えていなかったりする所がございます。これらの改修も計画的に進めてはおりますが、災害

はいつ起こるかわかりません。計画を多少前倒ししてでも早めに仕上げたいと思っています。ま

た、現在運行しているデマンドバスも、より利便性の高いものにしていきたいと考えています。

安心して暮らせる町をつくるため皆さんのご協力をお願いいたします。 

最後に、今年はえひめ国体の年です。秋には全国から選手や関係者の皆さんが内子町に来られま

す。これらの皆さんが気持ちよくプレーし、滞在できるよう、しっかり準備をして、当日は、全

町民をあげて応援したいと思います。 

 以上、３期目の就任に当たり、所信を述べさせていただきましたが、このほかにも取り組まな

ければならない課題はたくさんございます。町の健全財政に留意しながら、必要なものには投資

し、あらゆる方面に目を配り、一つ一つの業務を進めたいと思います。言うまでもなく、まちづ

くりの主役は町民の皆さんです。自治会を中心として、住民自らが地域に関わり、活動すること

で、元気な魅力ある地域が生まれます。その活力を失わないよう、人口ビジョンを念頭においた

施策を展開し、持続的に発展し続けるまちを目指していきたいと思います。 

以上、町長就任にあたっての思いを述べさせていただきました。議員各位におかれましても、

魅力ある内子町を創造していくため、引き続きご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。さて、本臨時会に町長として提出いたします案件は、条例の改正２件、人事案件６件の合計

８件でございます。それぞれの案件につきましては、その都度、ご説明申し上げますので、よろ

しくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ、臨時議会招集のごあいさつとさせていた

だきます。どうぞよろしくお願い致します。 

○副議長（寺岡 保君） 以上で、招集あいさつを終了しました。 
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  日程第 ４ 議長選挙 

○副議長（寺岡 保君） 「日程第４ 議長選挙」をおこないます。 

これは、池田議長ご逝去に伴い、議長欠員となっていることから実施するものです。選挙の

方法は、投票によることに、ご賛同を得ておりますので、投票でおこないます。 

議場を閉鎖します。 

ただ今の出席議員数は、１４名であります。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１番、久保美博

議員、２番、森永和夫議員を指名します。 

投票用紙を配付させます。念のため申し上げますが、投票は単記、無記名であります。投票用

紙には、被選挙人の氏名を記載願います。 

投票用紙の配付漏れは、ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○副議長（寺岡 保君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

 異状なしと認めます。 

ただ今から、投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願

います。 

○議会事務局長（堀本増隆君） それでは投票をおこなっていただきますが、まず１番、久保美

博議員。２番、森永和夫議員。３番、菊地幸雄議員。４番、泉 浩壽議員。５番、大木 雄議員。

６番、山本 徹議員。８番、山上芳子議員。９番、才野俊夫議員。１０番、下野安彦議員。１１

番、林 博議員。１２番、山崎正史議員。１４番、中田厚寬議員。１５番、宮岡德男議員。最後

に、寺岡 保議員。 

○副議長（寺岡 保君） 投票漏れは、ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○副議長（寺岡 保君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

これより、開票を行います。久保美博議員、森永和夫議員、開票の立会をお願い致します。 

開票が終了しましたので、開票の結果を報告します。 

投票総数１４票。 

うち有効投票１４票。 

無効投票０票です。 

有効投票のうち、下野安彦議員、５票。中田厚寬議員、８票。宮岡德男議員、１票。以上のと

おりであります。 

 この選挙の法定得票数は、４票であります。 

したがって、中田厚寬議員が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 ただ今、議長に当選されました、中田厚寬議員が議場におられますので、本席から会議規則第

３３条第２項の規定によって当選の告知をします。 
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 議長就任のご挨拶があるようでしたら許可します。 

○１４番(中田厚寬君) 議長。 

○副議長（寺岡 保君） 中田議員。 

○１４番(中田厚寬君) ただいま、あいさつの機会を与えていただきましたので、一言、御挨拶

を申し上げます。議長という大役を仰せつかりまして、大変身の締まる思いをしております。今

後におきましては、議員各位の皆様、町の理事者の皆様方のご支援とご指導を受けながら、未熟

な私でございますけれども、残された任期の議員活動を一生懸命務めて参りたいと思いますので、

皆様方のご指導を心よりお願いを申しあげまして、議長就任のあいさつと代えさせていただきま

す。よろしくお願い致します。 

○副議長（寺岡 保君） ここで暫時休憩をします。４時４０分から会議を始めます。それまで

暫時休憩を致します。議員全員協議会を致しますので、委員会室へお集まりをいただきたい。 

 

午後 ４時３０分 休憩 

 

午後 ４時４０分 再開 

 

○副議長（寺岡 保君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 ただ今、中田議長から議会運営委員、並びに議会改革特別委員の辞任願が提出されました。 

お諮りします。議長の議会運営委員の辞任について、並びに議長の議会改革特別委員会の委員

の辞任についてを日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２とし、直ちに議題にすることにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○副議長（寺岡 保君） 異議なしと認めます。 

 よって、議長の議会運営委員の辞任について、並びに議長の議会改革特別委員の辞任について

を日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２として直ちに議題とすることに決定しました。 

 

追加日程第１ 議長の議会運営委員の辞任について 

追加日程第２ 議長の議会改革特別委員の辞任について 

○副議長（寺岡 保君） 「追加日程第１ 議長の議会運営委員の辞任について」「追加日程第２ 

議長の議会改革特別委員の辞任について」を一括議題とします。 

 地方自治法１１７条の規定により、中田議長の除斥を求めます。 

〔中田厚寬議長退場〕 

○副議長（寺岡 保君） お諮りします。中田議長の議会運営委員、並びに議会改革特別委員の

辞任を許可する事にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○副議長（寺岡 保君） ご異議なしと認めます。 

 よって、中田議長の議会運営委員、並びに議会改革特別委員の辞任を許可することに決定しま

した。 
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 中田議長の除斥を解除します。 

〔中田厚寬議長入場〕 

○副議長（寺岡 保君） これで、副議長の職務は終了しました。中田議長、議長席にお着き願

います。 

○議長（中田厚寬君） ここで、暫時休憩をします。１５分後に委員会室で全員協議会を開催致

します。 

 

午後 ４時４３分 休憩 

 

午後 ４時４６分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 ただ今、時刻は午後４時４６分を過ぎております。審議内容から考えますと、午後５時までに

終了することは難しいと思われますので、内子町議会会議規則第９条第２項の規定により会議時

間を議事終了時までと延会することを宣告致します。 

 暫時休憩を致します。 

 

午後 ４時４７分 休憩 

 

午後 ５時００分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 必要が生じましたので、お手元に配布しております、議事日程第２号の追加２のとおり、２件

を日程に追加し、ただちに議題とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 よって、追加日程第３、追加日程第４を日程に追加し、それぞれ議題とすることに決定しまし

た。 

 

  追加日程第３ 議会運営委員の選任について 

○議長（中田厚寬君） 「追加日程第３ 議会運営委員の選任について」を議題とします。 

 お諮りします。議会運営委員の選任については、内子町議会委員会条例第８条第４項の規定に

より、林 博議員を指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員は林議員を選任することに決定致しました。 

 それでは、ただ今から暫時休憩します。 
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 その間に議会運営委員に集まっていただき、委員長の互選をおこなって下さい。委員会室にご

移動願います。 

 

午後 ５時０２分 休憩 

 

午後 ５時１０分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 休憩中に開かれました議会運営委員会で、委員長の互選がおこなわれ、その結果の報告が手元

にまいりましたので、ご報告します。 

 委員長は、林 博議員に決定されました。 

 

追加日程第４ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙について 

○議長（中田厚寬君） 「追加日程第４ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙」をおこな

います。 

 お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選によりお

こないたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。指名の方法については、議長

において指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定しました。 

それでは、大洲地区消防事務組合議会議員に林 博氏を指名します。 

 お諮ります。ただ今、指名しました、林 博議員を大洲地区広域消防事務組合議会議員の当選

人とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今、指名しました林博議員が大洲地区広域消防事務組合議会議員に当選され

ました。 

 これから議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第５ 議案第 ３号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

日程第６ 議案第 ４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第５ 議案第３号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について」「日程第６ 議案第４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について」を一括議題と致します。提案理由の説明を求めます。 
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○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第３号、内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について。並びに、議案第４号、内子町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例につきましては、いずれも地方公務員の育児休業等に関する法律、及び育児休業、介護休

業等育児または家族介護をおこなう労働者の福祉に関する法律の一部改正する法律の施行にとも

ない、条例の一部を改正することにつき、議会の議決を求めるものでございます。その内容につ

きましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願

い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは、私の方から議案第３号、内子町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例について。議案第４号、内子町職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。この度の２つの条例改正は、職員が働

きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえた

国家公務員にかかる規定の改正内容に準じて、地方公務員の育児支援、介護支援にかかる規定の

改正を行う趣旨の地方公務員の育児休業等に関する法律、及び育児休業、介護休業等、育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴うもので

ございます。まず、この度の条例改正のポイントを簡単に申し上げます。１つ目に、介護休業、

育児休業の対象となる子の範囲の拡大でございます。従来の子に特別養子縁組の監護期間中の子

及び養子縁組、里親に委託されている子など加えるものでございます。２つ目に、介護休暇の分

割取得が出来るということでございます。介護休暇取得可能期間を３つの期間に分割して取得で

きるとするというものでございます。３つ目に介護のための介護時間の新設でございます。介護

休業とは別に連続する３年の期間内において介護のため１日につき２時間の範囲内で勤務しない

ことができることとする休暇として介護時間を新たに設けるものでございます。４つ目に育児休

業の申し出が出来る非常勤職員の要件緩和でございます。子が１歳以降も在職することが見込ま

れ、かつ２歳までに任期満了をしないという規定を子が１歳６カ月までに任期満了をしないとい

うふうに緩和をし、対象者を拡大するものでございます。それでは、議案書に沿いまして説明を

申し上げたいと思います。議案書につきましては、議案第３号が１ページ、議案第４号は５ペー

ジになりますけれども、改正内容につきましていずれも議案説明資料の新旧対照表の方にてご説

明をさせていただきます。なお、簡易な改正箇所については、説明を割愛させていただきますの

で、ご了承いただきますよう、お願い致します。 

それではお手元に内子町議会臨時会議案説明資料をご用意下さい。 

まず、議案第３号、内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例からご

説明致します。 

１ページをお開き下さい。まず、第９条の２でございますが、ここでは制度の対象となる子の
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範囲に１つ目として特別養子縁組の監護期間中の子、２つ目として、養子縁組里親に委託されて

いる子、３つ目として１つ目と２つ目に準ずるものとして規則で定めるものを加える改正でござ

います。 

続きまして、資料の２ページをお開き下さい。上から６行目でございます。第９条の３の第４

項でございます。この項は、第９条の３の第１項から第３項までを同条例の第１８条第１項の介

護休暇の規定に準用するという内容のものでございまして、今回の改正にあわせた内容に整備を

させていただくものでございます。 

続きまして、同じく２ページの中段当たり第１２条でございます。介護休暇の次に新たに介護

時間を追加するものでございます。 

続きまして、その下、第１８条でございます。第１項、第２項では、要介護者を介護するため

に取得できる介護休暇をこれまでは連続する６カ月の期間内において必要と認められる期間だっ

たものを、連続する６カ月の期間内において３回以内に分けて認められる期間と改める内容に改

正するものでございます。 

続きまして、３ページの１行目からでございます。第１８条の２第１項から第３項でございま

す。前条の介護休暇とは別に連続する３年の期間内において介護のため、１日につき２時間の範

囲内で勤務しないことが出来ることとする、新たな制度、介護時間を設けるための条項の追加で

ございます。 

続きまして、その下の第１９条でございます。介護時間が新たに設けられたことによる語句の

改正でございます。 

３ページ、最後の附則では第１条でこの条例は公布の日から施行すると規定し、第２条は改正

前の条例の適応を受けて介護休暇の承認を受けた職員に対する経過措置を。第３条では児童福祉

法が改正されたことに伴い、平成２９年４月１日から施行されるまでの経過措置をそれぞれ規定

してございます。 

続きまして、内子町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をご説明致します。

４ページをお開き下さい。第２条中、第４号のアでございます。ここでは育児休業を取得できる

非常勤職員のことを規定しておりますが、育休の取得が可能な用件であった（イ）の子が１歳に

なった後も雇用継続の見込みがありかつ、２歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが

明らかであるものを除くという規定が緩和されまして、子が１歳６カ月になるまでの間に雇用契

約がなくなることがあきらかでないことという内容に改正をするものでございます。同号イの改

正は、先ほどの（イ）の内容が改正になったこと、並びに新たに第２条の２が追加されたことに

よる改正でございます。 

５ページをお開き下さい。上から３行目、第２条の２でございます。この度改正された地方公

務員の育児休業等に関する法律の第２条第１項において子の範囲が拡大されておりますが、その

中の要件において条例で定める事が必要な部分がありますことから、新たに本条を追加して規定

をするものでございます。 

続きまして、６ページをご覧下さい。上から１４行目、第３条でございます。これにつきまし

ても子の範囲が拡大されたことにより第１号で規定していた内容を第１号と第２号に分けて規定

をするものでございまして、続く７ページにあります、第１１条の改正も同様の理由でございま
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す。 

続きまして、８ページをお開き下さい。第２０条第２項でございますが、子の保育のために特

別休暇を受けている職員及び新たに設けられた介護時間の許可を受けている職員が育児部分休業

の許可を受ける場合は、あわせて１日２時間までという規定の改正でございます。その下、２０

条の第３項で規定する非常勤職員の部分休業の承認につきましても、介護時間等の許可を受けて

いる非常勤職員については、育児部分休業の許可を受ける場合は、合わせて一日２時間までとい

う規定の改正でございます。最後の附則につきましては、第１条でこの条例は公布の日から施行

すると規定し、第２条で児童福祉法が改正されたことに伴い、平成２９年４月１日施行されるま

での経過措置を規定してございます。以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） この法律っていうのがちょっと分かりにくいんで。給与に対しては例

えばこれは公務員に対する育児介護休業法、一般の会社については、また別枠であるんじゃない

かというふうに。給与に関して一般だったら何か多少補助金が、それぞれの会社に出たりするっ

ていうふうなことが書いてあるんですけど、年額か月額かたいてい年額だと思いますけど、４０

万から６０万の助成金支出をするというようなことがあるんですけど、例えば公務員、内子町の

役場の職員の方がこういう場合になった時に、報酬関係が例えば国から多少補助金が入ってくる

のか、人件費に対してですね。その辺がちょっとお聞かせいただいとったらと。ただ、そういう

制度を作って町が全部持ち出しっていうふうな法の改正っていうのもいかがなものかなと。そう

いう制度を作るんだったら、やっぱ国全体が地方自治体を支えるのが本来の姿であるんじゃない

かなと思うんですけど、その辺だけ１点。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） まず、民間の企業の職員に適応される内容と今回地方公務員の職員

に適応される法律でございますが、地方公務員につきましては先程申しましたように、地方公務

員の育児休業等に関する法律によって決められてございます。それから民間につきましては、厚

生労働省の関係の法律の管轄になりますので、育児休業、介護休業等、育児又は家族介護をおこ

なう労働者の福祉に関する法律の規定に基づいてそれぞれ規定されてございます。先程、議員さ

んの方からご指摘のありました、おそらくこれは育児休業中に支払われる給料のことだろうと思

うんですが、基本的にですね、育児休業に入った場合は、給料が支給されません。ただし、職員

が加入しております、共済組合の方から育児休業手当金というものが期限を決めて支給をされる

ようなそういう制度がございます。これは子が生まれて１歳になるまでの期間において支給をさ

れるものでございまして、１歳を越えれば基本的には支給をされない制度、手当金というふうに

なってございます。それから育児休暇の場合、地方公務員につきましては、３年間、３歳になる

まで取得できますが、一般の民間の方につきましては、１歳到達までという規定がございます。

それぞれ民間と地方公務員の取扱いが異なっておりますので、そういうふうなことでご理解いた
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だきたいというふうに思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 内容ではないんですが、知識のためにちょっと教えてほしいと思うんで

すが、議案第３号の条例改正、どちらも附則の部分なんですが、３号の一部改正については、附

則で施行日なり、経過措置を第１条、第２条、第３条という明記の仕方をされております。議案

第４号についての附則は１、２とやはり施行日なり経過措置あたりを１、２という形で表示がし

てあるんですが、これは何か意味があるんでしょうか。両方同じ附則で、同じ内容の表示がちょ

っと、表示の仕方が違うというのは、知識のために教えてほしいと思います。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） お答えいたします。まず、一つ目にこの条例の施行日につきまして

は、公布の日からというふうに定めます。ただし、２号、３号に規定しますように、他の法律の

関係でですね、一部語句の言い回し等で施行日が違う場合がございますので、そのための規定を

２あるいは３で設けるというようなことになろうかと思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） それは分かるんです。表示の仕方です。条例として表示の仕方に違いが

あるから、何か意味合いがあるのかどうか、知識的に教えてほしいという趣旨なんですが、お願

いします。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） ご指摘の内容、分かりました。すみません、時間をいただいて確認

をさせていただいたらと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（中田厚寬君） それでは、暫時休憩をします。 

議員の皆様方にお諮りします。休憩中でございますけれども、全員協議会を開いたらと思います

ので、委員会室の方にお集まりをいただいたらと思います。 

 

午後 ５時３５分 休憩 

 

午後 ５時５０分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） それでは、休憩前に続き、会議を開きます。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） それでは、林議員の質問にお答えをさせていただきます。ご質問の

内容は議案第３号の一部を改正する条例の附則で「第条」が付いている。そして、議案第４号の

一部改正の条例の附則には、「項」でしか表わされていない。この違いはなにか、取扱いの違いは
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あるのかというご質問だったかと思いますが、法制執務上の取扱いとして、通常は複雑な附則に

つきましては、「第条」をつけて表記をする。簡易な附則につきましては、「項」のみで記載をす

るという法制執務上の取り決め等もございます。今回第３号の改正につきましては、国から示さ

れた準則を参考に整備をさせていただきました。第４号につきましては、主に愛媛県が整備した

一部改正の条例内容を参考にさせていただいて、それぞれそのように取り扱っておられたもので

ございまして、当町もそのとおりさせていただいたところでございまして、さっきも説明しまし

たように、附則が複雑であるかないかという判断で、今回はこのような形で提案をさせていただ

きたいというふうに考えます。以上です。 

○議長（中田厚寬君） 他に質疑はありませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 先ほどの質問に対しては、答弁をいただきましてありがとうございます。

そういう理解で今後、解釈をしていきたいと思うんですが。今、説明の中に３号の議案は国から

示されたものに準じて町の条例も整備をしたと、似たような法律なのに、４号については県が作

られたものに準じて条例の制定をしたという説明だったように思うんですが、これも知識的に教

えてほしいんですが、同じような法律なのに、国が示した模範を準用する場合と、県が作ったも

のを準用する、ここら事務的にどうしてそういう複雑なことができるのか。ちょっと知識的にこ

れも教えてほしいと思います。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 言葉が足りなかったかもしれませんが、第３号議案は国、第４号議

案は県、それぞれ分けてやったわけではなくて、それぞれ国が示した準則、それから県が整備し

た例規を共に参考にしながら改正をさせて頂きました。第３号については、主に国が示した準則

を主に見直しをさせていただいたんですが、この準則はあくまで国が示すでありまして、それぞ

れ地方公共団体によっては内容が違います。今回、愛媛県が改正した内容と内子町が改正した内

容がイコールでもございませんし、他の自治体でもそういうふうになります。なので、より内子

町の実態に即した内容のもので準則あるいは県のものを参考にさせていただいたという解釈でご

ざいます。あくまで、第３号議案は国、第４号議案は県のものしか参考にしてないということで

はございませんので、その辺りご理解いただいたらというふうに思います。 

○議長（中田厚寬君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 討論、採決は議案ごとにおこないます。 

まず、「議案第３号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」の討論

をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。本案を原案の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、「議案第４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」の討論をおこ

ないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。本案を原案の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩し、ただちに全員協議会を開催します。委員会室にご移動願います。 

 

午後 ５時５５分 休憩 

 

午後 ６時０５分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第７ 議案第 ５号 内子町副町長の選任について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第７ 議案第５号 内子町副町長の選任について」を議題と致し

ます。提出者の趣旨説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５号、内子町副町長の選任についてでございます。本案につきま

しては、小野植正久氏を内子町副町長に選任いたしたく、議会のご同意をお願いするものでござ

います。小野植正久氏は、内子町内子２５４４番地にお住まいで、昭和３０年８月１３日のお生

まれでございます。昭和５３年１０月１日、旧内子町役場に本採用され、主に産業振興課、建設

課、環境整備課等で勤務をされました。合併後は、平成２３年４月より町並・地域振興課長、平

成２６年４月より産業振興課長を歴任され、平成２８年３月末日をもって定年退職されました。

現在は内子町再任用職員として町並・地域振興課、町並み保存センター所長としてこれまでの豊

富な経験をもってお勤めいただいておりますが、人格識見共に優れ、内子町副町長として適任で

あると存じておるところでございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願いを申

し上げる次第でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（中田厚寬君） 本件に対する質疑を許します。 

ありませんので、質疑を終結します。お諮りします。本案は人事関係でございますので、討論を

省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、討論を省略し、ただちに採決に入ります。お諮りします。本案を原案の通りこれ

に同意する事に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

したがって、本案は原案のとおり、これに同意することに決定しました。 

 

  日程第８ 議案第６号 内子町教育委員会委員の任命について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第８ 議案第６号 内子町教育委員会委員の任命について」を議

題と致します。提出の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６号、内子町教育委員会委員の任命についてでございます。本案

につきましては、内子町教育委員会委員の山田幸子氏の任期が、平成２９年２月１５日で任期満

了となることから、引き続き山田幸子氏を任命致したく、議会のご同意をお願いするものでござ

います。山田幸子氏は内子町川中８２８番地１にお住まいで昭和２６年５月１０日のお生まれで

ございます。小中学校講師や幼稚園教諭としての経験から教育行政にも造詣が深く、人格識見と

もに申し分なく、内子町教育委員会委員として引き続き任命するに適任であると存じます。よろ

しくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ありませんので、質疑を終結します。お諮りします。本案は人事関係で

ございますので、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

したがって、討論を省略し、ただちに採決に入ります。本案を原案のとおりこれに同意するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり、これに同意することに決定しました。 

 

  日程第９ 議案第 ７号 内子町固定資産評価員の選任について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第９ 議案第７号 内子町固定資産評価員の選任について」を議

題とします。提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７号、内子町固定資産評価員の選任についてでございます。本案

につきましては、内子町固定資産評価員として小野植正久氏を選任致したく、議会のご同意をお

願いするものでございます。小野植正久氏は先ほど内子町副町長に選任いただきましたが、内子

町固定資産評価員に適任であると存じております。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、

お願い致します。 

○議長（中田厚寬君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ありませんので、質疑を終結します。 

 本案は人事関係でございますので、討論を省略し、ただちに採決に入ります。本案を原案のと

おりこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり、これに同意することに決定しました。 

 

  日程第１０ 議案第 ８号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１０ 議案第８号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」を議題と致します。提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８号、内子町固定資産評価審査委員会委員の選任についてでござ

います。西岡芳則氏が平成２９年２月１５日に任期満了となるため、引き続き、西岡芳則氏を選

任致したく、規定により議会のご同意を求めるものでございます。西岡芳則氏は、内子町重松甲

１４９７番地第２にお住まいで、昭和２７年６月２６日のお生まれでございます。手すき和紙製

造業の傍ら、内子町民生児童員等を歴任され、平成２６年２月１６日から内子町社会福祉協議会

理事としてもご活躍中でございます。人格識見ともに申し分なく、内子町固定資産評価審査委員

会委員として選任するに適任であると存じております。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよ

う、お願い致します。 

○議長（中田厚寬君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ありませんので、質疑を終結します。 

本案は人事関係でございますので、討論を省略し、ただちに採決に入ります。本案を原案のと

おりこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおりこれに同意することに決定しました。 
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日程第１１ 議案第 ９号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１１ 議案第９号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第９号、内子町固定資産評価審査委員会委員の選任についてでござ

います。藤本弘明氏が平成２９年２月１５日に任期満了となるため、その後任として藤崎靖博氏

を選任致したく、規定により議会のご同意を求めるものでございます。藤崎靖博氏は内子町内子

１９３６番地にお住まいで昭和３１年２月４日のお生まれでございます。教員として長年お勤め

され、昨年３月五十崎中学校の校長を最後に退職されました。人格識見ともに申し分なく、内子

町固定資産審査委員会委員として選任するに適任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同

意賜りますよう、お願い致します。 

○議長（中田厚寬君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ありませんので、質疑を終結します。 

本案は人事関係でございますので、討論を省略し、ただちに採決に入ります。本案を原案のと

おりこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおりこれに同意することに決定しました。 

 

  日程第１２ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１２ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選

任について」を議題と致します。提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第１０号、内子町固定資産評価審査委員会委員の選任についてでご

ざいます。委員の大倉とくみ氏が平成２９年２月１５日に任期満了となるため、その後任として

藤村俊仁氏を選任致したく、規定により議会の同意を求めるものでございます。藤村俊仁氏は内

子町本川３９５７番地１にお住まいで、昭和３２年９月２７日のお生まれでございます。愛媛中

央農協の職員として長年お勤めされ、退職後は内子町商工会の事務局長としてご活躍されました。

人格識見ともに申し分なく、内子町固定資産評価審査委員会委員として選任するに適任であると

存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い致します。 

○議長（中田厚寬君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ありませんので、質疑を終結します。 
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本案は人事関係でございますので、討論を省略し、ただちに採決に入ります。本案を原案のと

おりこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおりこれに同意することに決定しました。 

 

  日程第１３ 愛媛県後期高齢者医療広域連合議員の選挙について 

○議長（中田厚寬君） 日程第１３ 愛媛県後期高齢者医療広域連合議員の選挙をおこないます。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項に規定によって、指名推

選にしたいと思います。また、指名の方法については、議長において指名することにしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることとし、指名の方法は議長において指名すること

に決定しました。それでは、愛媛県後期高齢者医療広域連合議員に稲本隆壽町長を指名します。 

お諮りします。ただ今、指名した、稲本隆壽町長を愛媛県後期高齢者医療広域連合議員の当選

人とすることに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

したがって、ただ今、指名しました、稲本隆壽町長が愛媛県後期高齢者医療広域連合議員に当

選されました。 

ただいま、議員に当選されました、稲本隆壽町長が議場におられますので、本席から、会議規

則第３３条第２項の規定により、告知を致します。 

議員就任のご挨拶があるようでしたら許可致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） ただ今は、愛媛県後期高齢者医療広域連合議員に当選させていただきま

して、誠にありがとうございました。もとより微力ではございますけれども、高齢者の皆さん方

の医療のさらなる充実のために全力でがんばって参りたいというふうに思っておりますので、引

き続き議員の皆さん方のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げてお礼のあい

さつに代えさせていただきます。どうぞ、よろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 

  日程第１４ 内子町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１４ 内子町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙」をおこな

います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選

にしたいと思います。また、指名の方法については、議長において指名する事にしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選にすることとし、指名の方法は議長において指名すること

に決定しました。それでは、選挙管理委員会委員に、内子町大瀬中央４３８３番地、寺岡 博君。     

内子町宿間甲１２９番地、伊達祥一君。内子町内子１４９９番地、須内久仁子君。内子町本川３

９５７番地の１、藤村俊仁君。の４名を指名します。 

 次に、選挙管理委員会補充員に、内子町平岡甲１０１５番地、山上幸久君。内子町河内７９３

番地、 山本隆司君。内子町本川１１４２番地、亀井 勝君。内子町内子２１８４番地、        

西山高貴君。の４名を指名します。 

以上の８名の方の党派は、いずれも無所属であります。 

お諮りします。ただ今、指名しました方を、選挙管理委員会委員及び選挙管理委員会補充員の

当選人と定めることに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 したがって、ただ今、選挙管理委員会委員に指名しました、寺岡 博君、伊達祥一君、須内久

仁子君、藤村俊仁君が選挙管理委員会委員に当選されました。 

また、選挙管理委員会補充員に指名しました、山上幸久君、山本隆司君、亀井 勝君、西山高貴

君が選挙管理委員会補充員に、当選されました。 

以上をもちまして、この臨時会の会議に付議された案件の審議は、すべて終了しました。 

従って、本日の議事を閉じます。 

 

○議長（中田厚寬君） 議事を閉じましたので、明日をもって任期満了にて退任されます、稲田

副町長からごあいさつがあります。 

稲田副町長ご登壇ください。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 議長のお許しをいただきましたので、私ごとではありますけどが、一

言ご挨拶を申し上げます。明日、２月１５日の任期を持ちまして、副町長の職を辞することにな

りました。町議会の皆様におかれましては、長い間大変お世話になりました。平成２１年の２月

に議会のご同意をいただき、副町長に就任し、稲本町長の補佐をして内子町の発展のために少し

でもお役に立てばと私なりに精いっぱい務めてまいりました。もとより、浅学非才な私がこれま

で無事に務めてこられましたのは、稲本町長を始め、町議会の皆様、それから町職員の皆様の支

えがあってのことです。本当に感謝を申し上げたいと思います。思い起こせば昭和５１年に私が

内子町役場に就職をしました。その当時、役場の駐車場には緑と清流のまちという看板がありま

して、いわゆるどこの町でも通用するキャッチフレーズでした。つまりわが町にはですね、わが

町を誇る言葉がありませんでした。その後先輩達のご努力によって、行政と町民の協働によって、

まちづくりが進み、今では多くの観光客を迎え、あるいは地域資源を活用したまちづくりの先進
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地として高い評価をいただく町になりました。今後は、今までのまちづくりのスタイルを継承し

ていただき、町民と行政、さらには外部の力をいただいて、共に町民と行政が汗をかく共に知恵

を出して行く、そんなまちづくりを進めていただければなと思っております。最後になりますけ

ど、これまでご指導、ご支援をいただきました、多くの町民の皆さん、町議会の皆様、そして稲

本町長を始め、職員の皆様に心から感謝を申し上げます。措辞で意を尽くしませんが、２期８年

間務めさせていただきました、副町長を退任するにあたりましてのあいさつとさせていただきま

す。本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

ここで町長よりあいさつがあります。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本臨時会に提案致しました全案件、可決またお認めをいただきまして本

当にありがとうございました。新しい体制も出来あがりましたので、これからまたみんなで力を

合わせて議員の皆様のご指導、ご鞭撻をいただきながら良い町を作っていきたいというふうに思

っておりますので、引き続き議員の皆様方のお力添えを賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

○議長（中田厚寬君） これで、第８８回内子町議会臨時会を閉会します。 

 臨時会を閉会致しましたが、少しお時間をいただきます。 

 先ほど副町長の選任に同意致しました、小野植正久氏の議場への入場を許可し、あいさつを受

けることと致します。 

〔小野植正久氏入場〕 

○議長（中田厚寬君） 小野植正久氏、ご登壇下さい。 

○小野植正久氏 先ほどの議会で稲田副町長の後任としてお認めいただきました、小野植でござ

います。本当にありがとうございます。私非常に緊張をしておりますし、副町長という職の重さ

に身が引き締まる思いでございます。私達行政職員として今までいろんな事業にもあるいはまち

づくりにも取り組んできました。またこれからもですね、いろんな課題、まだたくさんあります

ので、引き続き取り組んでいくことになりますけれども、将来の内子がますます元気になること、

また町民の方がですね、内子に住んでよかったと言っていただけるそんな事を思いながら、本当

に微力ではございますけれども、一生懸命取り組んで参りたいというふうに思っております。と

は言いながらですね、私も非常に今不安で、初めてでもございますので、不安でいっぱいでござ

いますけれども、また皆さんのですね、ご指導、あるいはご助言等もいただきながらしっかりと

まちづくりに取り組んでいきたいなというふうに思っております。本当はもっともっといろんな

ことをお願いせんといかんのかも分かりませんけれども、意は尽くしませんけれども、私のあい

さつに代えさせていただきます。今後ともどうかよろしくお願いを致します。 

○議長（中田厚寬君） ありがとうございました。以上で、散会致します。 

 

午後 ６時２８分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会副議長 

 

内子町議会議員 
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