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平成２９年３月第８９回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２９年３月２日（木） 

○開会年月日   平成２９年３月２日（木） 

○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  小野植 正 久 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３号） 

平成２９年３月２日（木）午前 １０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 追悼演説 

日程第 ４ 議長諸般の報告 
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日程第 ５ 招集あいさつ及び平成２９年度施政方針 

日程第 ６ 一般質問 

日程第 ７ 平成 28年請願 

受理第 ６号 

ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者戸別所得補償制度の復活を求める

請願書（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

日程第 ８ 平成 28年請願 

受理第 ７号 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める

請願書（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

日程第 ９ 発議第 １号 内子町議会基本条例の制定について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第９まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（中田厚寬君） ただ今から、第８９回内子町議会定例会を開会致します。本定例会には、

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。 

 これより会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（中田厚寬君） 「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、１番久保 美博議員、

２番森永 和夫議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（中田厚寬君） 「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。本定例会の会期は、去る２月２３日開催の議会運営委員会において協議され、本

日から１７日までの１６日間としております。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） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から３月１７日までの１６日間に決定しました。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３号のとおりであります。 

 ここで暫時休憩をとります。 

 

午前１０時０３分 休憩 

 

午前１０時０４分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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  日程第 ３ 追悼演説 

○議長（中田厚寬君） 日程第３ 池田 洋助前議長の逝去に伴い、追悼演説を行います。議員

を代表して、議員会長の林 博議員にお願い致します。林 博議員、ご登壇願います。 

〔林博議員登壇〕 

○１１番（林博君） 追悼のことば 

内子町議会議員一同を代表して、去る２月１０日に御逝去されました、故池田洋助議長の御霊

に対し、謹んで哀悼の言葉を述べさせていただきます。池田議長、病に耐え、よく頑張られまし

た。本当にお疲れさまでした。 

議長としての公務は激務でありながら、一度たりとも弱音や病気がつらいとの言葉は聞いたこ

とがありませんでした。必ずや病魔を克服してもらえるものと信じていた同僚として、残念でな

りません。今、ここに立って、ありし日の、あなたの姿を思い浮かべますと、誠に、感慨無量の

ものがあります。 

あなたは、多くの町民の方々に推挙され、平成１７年５月、４０歳の若さで内子町議会議員に

初当選され、平成２７年５月からは、第７代、内子町議会議長として、体調が万全でない中、議

会改革への取組み、議長としての責務を果たされました。「議会人は、常に町民の意見を聴き、そ

の声を議会活動、まちづくりに生かしていくべきである。」との信条に基づき、常に若者に声を掛

けながら、意見交換会を積極的に企画されたり、議長の諮問機関である議会改革特別委員会をリ

ードされました。その成果として、中学校卒業までの医療費の無料化や予防接種などへの補助金

の拡充など、多くが実現して参りました。 

昨年、五月、池田議長とともに、ローテンブルク市との姉妹都市盟約締結五周年記念事業に共

に参加させていただきました。池田議長は、３度目の訪問でもあり、市内城壁内の散策も何の問

題なく、語学も堪能であることから、内子に活かせるものはないかと早朝より、市内を散策され

ておられました。あなたの、人となりをあらわすものとして、平成１４年から３年間、内子町に

国際交流員として赴任しておられたスフェイン・マイゼさんが、池田議長の体調を気遣い、遠く

離れたケルンから、ローテンブルクまで、会いに来られたというお話しを伺いました。 

あなたは、国際交流協会発足時から、プランナーや理事を務められ、内子に来られる英語指導

助手や国際交流員の方々を親身にサポートされていたと聞き及んでおります。大学卒業後、青年

海外協力隊として、パプア・ニューギニアに派遣され、途上国の発展のため鋭意努力され、常に

愛情をもって接せられるあなたの人柄が、人と人とを結び付けているのだと思います。その優れ

た知識と愛情、崇高な人格は、誰もが認めるところであります。あなたの、議会内・外における

活躍は、枚挙にいとまがありません。あなたが残された幾多の功績は、必ずや、後世にその名を

とどめ置かれるものと信じてやみません。 

 残された我々は、あなたの何事に対しても「ひたむきな、熱い思い」を、強く胸に刻み、及ば

ずながらも、私どもは、町政の発展と町民福祉の向上に尽くす決意を、ここにお誓いするもであ

ります。今は亡き、池田洋助議長の御冥福を心からお祈り申し上げ、追悼の言葉といたします。 

平成２９年３月２日、内子町議会議員会長、林博。 

○議長（中田厚寬君） ここで、故池田 洋助前議長の、ご冥福をお祈りし、謹んで黙とうをさ
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さげたいと思いますので、ご一同様、ご起立をお願いします。 

○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。 

○議長（中田厚寬君） これで、追悼演説を終わります。故池田 洋助前議長のご遺族様がご退

席されます。議員各位、理事者の皆様には、その場でご起立のうえ、お見送りをお願いしたいと

思います。 

ここで暫時休憩をとります。 

 

午前１０時１２分 休憩 

 

午前１０時１３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 ４ 議長諸般の報告 

○議長（中田厚寬君） 「日程第４ 議長諸般の報告」をします。議長としての報告事項は、お

手元に配布しているとおりであります。ご覧いただいたことと思いますからご了承下さい。 

 これをもって、「諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第５ 招集あいさつ及び平成 29年度施政方針 

○議長（中田厚寬君） 「日程第５ 招集あいさつ及び平成 29年度施政方針」を町長より受ける

ことにします。 

○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） 本日、ここに平成２９年３月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ

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。本定例会に、町長として提出いたします案件は、条例改正５件。条例制定１件。財産

処分２件。指定管理２件。補正予算７件。当初予算８件。事案件１７件の合計４２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、

ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 

それではまず、平成２９年度における町長としての施政方針を述べさせていただきます。昨年

１１月２９日に閣議決定された国の「平成２９年度予算編成の基本方針」は、「経済再生なくして

財政健全化なし」を基本とし、名目ＧＤＰ６００兆円経済の実現と平成３２年度（２０２０年度）

の財政健全化目標の達成の双方の実現を目指すとしています。しかし、国・地方の債務残高がＧ

ＤＰの２倍程度に膨らみ、なおも更なる累積が見込まれ、また、国債費が毎年度の一般会計歳出

総額の２割以上を占めるなど、我が国の財政は引き続き厳しい状況にあります。国の予算編成に
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あたっては、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進するとしており、地方において

も、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進めるよう求めています。そのような中で、内子

町における平成２９年度一般会計予算につきましては、事務事業の検証・評価・見直しの徹底や

経常経費のさらなる削減により効率化を図っています。しかしその一方で、「第２期内子町総合計

画」及び「内子町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」に基づいた持続的発展及

び将来の自主財源確保につながる事業については、投資として位置づけ、重点的に予算を配分す

るなど、「稼ぐ力のある内子町」「住み続けられる内子町」を意識した予算編成としております。 

その結果、平成２９年度内子町一般会計当初予算（案）は、歳入歳出それぞれ、９５億２，００

０万円となり、予算規模は今年度当初予算と比較して、５億９，０００万円（６．６％）の増額

となっております。一般会計当初予算に充当いたします財源は、国庫・県支出金１１億９，２１

６万円、地方債２億８，９４０万円、その他特定財源１１億６，１４３万４，０００円、一般財

源６８億７，７００万６，０００円でございます。なお、現時点で国・県の内示が出ていない事

業については当初予算には計上せず、今後の補正予算で計上していく予定です。さて、２月１４

日の臨時会におきまして、町長として３期目の所信を述べさせていただいたところですが、改め

て今年度の重点施策について述べさせていただきます。 

まず、子どもたちの英語教育についてでございますが、中学生を対象とした英語検定料補助金

交付制度の新設を考えております。また、昨年実施した小田高等学校とシリコンバレー日本大学

との遠隔授業につきましても、引き続き実施したいと考えております。生徒の英語力の向上、国

際的な視野が広がることを期待しております。 

次に、産業振興の分野でございますが、来年度もこれまで同様に、町産品の販路拡大に取り組

みたいと思います。東京、大阪など大都市圏での物産展に積極的に参加するとともに、海外への

販路拡大にも取り組みます。また、林業の六次産業化につきましては、バイオマス発電の誘致に

取り組むとともに、来年度中に地域商社が設立できるよう準備を進めております。担い手につき

ましても、新たに地域おこし協力隊員１名を採用し、林業振興に特化した活動を行っていただく

予定です。内子町の林業が新たな段階を迎える、そんな１年になることを期待しております。 

次に、文化・芸術の振興でございますが、内子座創建１００周年事業については終了いたしま

したが、来年度も国の補助金等を活用しながら、音楽会や落語会など様々な企画を実施する予定

です。これらの催しを続けながら、私の公約に掲げております町内滞在型の舞台・芸術の誘致に

繋げていきたいと考えております。また、来年は五十崎出身の画家上岡美平の没後８０年にあた

ります。その作品の多くは遺族から町に寄贈されています。そのため、記念の展覧会を開催する

計画があります。地元で実行委員会を立ち上げて実施することになるかと思いますが、町として

も積極的に支援を行ない、郷土出身の戦没画家に再び光が当たるよう協力したいと思います。 

次に、安全安心のまちづくりでありますが、来年度は、立川自治会館、吉野川自治会館の改修

に向けた実施設計をはじめ、消防詰所の施設改修を行う予定です。また、橋梁長寿命化修繕計画

の策定や、老朽空き家除却の補助事業にも取り組む予定です。今後も防災上の拠点となる施設に

つきましては、事業の前倒しも含めて検討し、できるだけ早く既存施設の耐震化、機能強化に取

り組みたいと考えています。 
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最後に、えひめ国体ですが、秋の本番に向けて必要な予算を計上しています。全国から訪れる

選手の皆さんが、日頃の練習の成果を発揮できるよう、施設を整備し、運営に万全を期したいと

思います。 

また、終了後には、松山市から国体で使用したプールを譲り受けることになっています。今後

の補正予算で必要な経費を計上する予定ですが、これにより今年度整備を終えたテニスコートに

続いて、プールが改修され、老朽化が指摘されてきた内子運動公園の施設改修がまた一歩進むこ

とになります。町民の皆さんの利用が増え、スポーツを通した健康増進に繋がることを期待して

います。 

このほかにも、各分野で様々な予算を計上しております。新規の事業といたしましては、「地域

における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく、「歴史的風致維持向上計画」の策定

に取り組むことを計画しています。このため、来年度は東京大学大学院工学系研究科の協力を得

て、守るべき歴史的風致や建造物を特定するための調査を実施する予定です。調査は２か年を予

定していますが、並行して計画の策定に取り組み、できるだけ速やかに、国の認定を受けたいと

思います。認定を受ければ、事業の実施に当たっては財政的な面も含めて国の支援が受けられる

ようになります。将来にわたって、内子町の特性を維持するうえで必要な作業と考えております。 

これらは、来年度計画している事業の一端でございますが、いずれも予算を伴うものでございま

す。議員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

 続いて、当面する事務事業等についてご報告いたします。 

 ご報告いたします内容は、（１）「内子座」の愛媛出版文化賞奨励賞受賞について。（２）「広報

うちこ」愛媛県広報コンクール５年連続特選について。（３）ふるさとＣＭ大賞 県知事賞受賞に

ついての３件でございます。 

はじめに、昨年学芸出版社から出版いたしました「内子座－地域が支える町の劇場の１００年」

が、第３２回愛媛出版文化賞奨励賞を受賞したことについてご報告いたします。「内子座－地域が

支える町の劇場の１００年」は、内子座創建１００周年を記念して、「内子座」編集委員会が編集・

著作したものです。内子座の歴史を様々な資料で紹介するとともに、これまで内子座に関わった

方々のインタビューや座談会、専門家の論考などを収録しています。内子町にとっては、昨年「内

子町のまちづくり」が第３１回愛媛出版文化賞の部門賞を受賞したのに続く２年連続の快挙とな

ります。編集・著作に関わられた多くの皆さまの労苦に感謝するとともに、今後も質の高い出版

物の制作に努めたいと思います。 

次に、「広報うちこ」愛媛県広報コンクール特選についてご報告いたします。「広報うちこ」は、

一昨年の全国広報コンクール広報紙部門（町村部）で特選、総務大臣賞を受賞し、昨年も同部門

で入選３席となり読売新聞社賞を受賞、さらに広報写真部門（一枚写真）で特選、総務大臣表彰

を受賞したところでございますが、その前段となる愛媛県広報コンクール広報紙部門（町部）に

おきまして、今年も特選に選ばれました。これは、５年連続となる快挙です。これにより、全国

広報コンクールに推薦されましたので、さらなる評価を期待しております。担当する職員の努力

をたたえるとともに、町民モニターの皆さまをはじめ、紙面づくりに協力いただいている多くの

皆さまに感謝いたします。 
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最後に、「ふるさとＣＭ大賞えひめ２０１７」愛媛県知事賞受賞についてご報告いたします。２

月１２日、松山市において「ふるさとＣＭ大賞えひめ２０１７」の審査会が開催され、内子町民

有志で結成した「内子手タレ組」が制作した作品『手』が、県知事賞を受賞しました。これは大

賞に次ぐ賞で、作品はＣＭとして１００回放送されます。この作品は、和紙職人など、内子の手

しごとに関わる職人の手に注目したもので、「作業で汚れた手や武骨な手から、伝統工芸の魅力が

伝わってくる」と評価されました。製作に関わられた皆さんに、心からの祝意を表します。なお、

作品は、愛媛朝日放送で４月から９月の間に放送されます。皆さん、ぜひご覧ください。 

以上、新年度に向けた町長としての施政方針を述べ、併せて３件のご報告をさせていただきま

した。平成２９年度も引き続き、第２期内子町総合計画に基づき、「町並み、村並み、山並みが美

しい持続的に発展する町まち」を目指して、選択と集中による事業・施策を展開して参りたいと

考えております。議員各位におかれましては、今後ともご指導とご支援を賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（中田厚寬君） 以上で、「招集あいさつ及び平成２９年度施政方針」を終わります。  

 

日程第６ 一般質問 

○議長（中田厚寬君） 「日程第６ 一般質問」に入ります。 

 質問は、通告により、一括質問、一括答弁を行い、再質問から一問一答といたします。 

 議員の発言時間は会議規則第５６条第１項の規定により４０分以内とします。発言残時間は前

方左側の壁に設置しております残時間表示板でご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめ

て質問されますよう、議員各位のご協力をお願いいたします。理事者におかれましては、議員の

質問の趣旨等に対する確認等がございましたら、先にその旨を告げてから発言してください。質

問通告者は、１１名であります。本日の質問者は６名とし、あとの５名は明日行います。それで

は受付順に、質問を許します。 

 最初に、下野 安彦議員の発言を許します。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 下野議員。 

○１０番（下野安彦君） １０番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） まず、ご逝去されました池田前議長のご遺族の皆様に謹んでお悔やみ

を申し上げます。それでは、３月定例議会、今回は久々の１番目の質問です。数年前の話にはな

りますが、国の事業仕分けで「２番目では駄目なんでしょうか。」と言われた政治家もおられまし

たが、やはり１番目の質問は良いものでございます。「町長、元気ですか。」と前回の議会でも質

問したんですけれども、私も５７歳になり、たいぶ体も弱ってきまして、足腰に衰えを感じてい

る今日この頃でございます。今朝も寒い中、だいぶ春らしさを感じてきまして、家の藪の中では

ウグイスが鳴いて春がきたなというふうに感じましたが、今朝、出会った人は、私の春の紫外線

で焼けた肌が真っ黒になっているので、それを見て春がきたんだなというふうに感じている人も

おられたようでございます。 

さて、今回はですね、そういった内子の町民の皆様の健康にもつながるまた精神的にもプラス
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に向上する、また経済的にも向上するものはないかという「内子町でのマラソン大会の開催につ

いて」が質問であります。内子町でマラソン大会を開催するお考えはないかで質問すれば、それ

で終了でありますが、せっかくの一般質問ですので、自分の考えを述べさせてもらい、稲本町長

のお考えをお聞かせ願えたらと思います。 

２００７年の東京マラソンをきっかけに、ランニングブームが全国的に広がっています。先週

の日曜日は１１度目の大会が開かれ、約３万６，０００人が参加する国内最大の市民マラソンと

なりました。愛媛マラソンも２０１０年の第４８回大会から市民マラソンになり、制限時間が６

時間に延長され、フルマラソンが身近に感じる様になりました。先月の１２日に開催された愛媛

マラソンは、昨年の９月２日に一般枠の受付が締め切られ、エントリー数は、前回を７６０人上

回る過去最高の２万２，５６５人で一般枠の抽選倍率も２．８倍と、かつてない数値を記録した

ということでございます。男子の部に初出場の埼玉県庁の公務員ランナー川内優輝選手が、大会

記録を５２年振りに６分５５秒も大きく更新され、２時間９分５４秒の大会新記録で初優勝を成

し遂げられました。ゲストランナーには、毎年恒例となった高橋尚子さんや、芸能人の渡辺祐太

さんやみかんさんも走られて大会を盛り上げられました。この内子町からの参加者は全員が走ら

れたということではございませんけれども、８７名となっており、役場職員の参加者も多いよう

です。中には、坊ちゃんスタイルで、「下駄でのマラソン完走記録５時間３５分３１秒」でギネス

認定され、新聞や報道機関で紹介された職員も、今回は下駄ではありませんが最後尾からのスタ

ートで９，０００人を一気に抜いてのサブ３．５をクリアされましたということでございます。

また、愛媛県の中村知事も名誉会長という立場で参加されており、大会前に「愛媛マラソンで４

時間を切ること」を宣言されておられました。その理由は、「今年は愛媛県でえひめ国体が開催さ

れるから」ということで、国体に参加する選手たちと一緒に頑張りたいという思いがあったとい

うことらしいです。結果は４時間５分１５秒で、惜しくも目標は達成とならなかったようでした

が、私と同い年の知事でございます。私からすれば、めちゃくちゃ早いタイムでマネのできない

走りで大変尊敬するものであります。「沿道の方々や共に走ったランナーの応援のおかげでゴール

が出来た。」と感謝の言葉を述べられておられます。愛媛マラソンは、日本最大級のランニングポ

ータル「ＲＵＮＮＥＴ」でも堂々の９４．２点を獲得しており、ランキングでは２位という評価

であります。どうして愛媛マラソンはこんなに人気なのか、それは愛媛県の「おもてなし力の高

さ」と言われています。給水所には水は当然ですが、スポーツドリンクや愛媛ならではのポンジ

ュース等のドリンク類から、タルトや坊ちゃん団子まであり、一般市民の方や企業からの提供も

多く、イチゴやレモンの蜂蜜付けや、おにぎりやいも炊き等の鍋料理まで、エネルギー源に困る

ことはありません。また、足や腰が痛ければマッサージやテーピング、エアーサロンパス等のサ

ービスもあり、至れり尽くせりであります。子ども達から一般住民の方々、各種団体や企業の方々

のボランティアのおかげで愛媛マラソン大会は成り立っています。そして、尽きることの無い沿

道からの声援は感動ものです。町長もサイクリング大会に参加をされており、この声援に励まさ

れた経験はおありだと思います。「がんばれ。」「もう少し。」と次から次にかけ声が掛かり、おそ

ろいのジャージ姿のスポーツ少年団の子どもたちや、野球やサッカー部のユニホーム姿で声を掛

けてくれる中学生や高校生、家族連れの一般の方々が歩道から精一杯手を伸ばして応援のタッチ

で励ましてくれるのです。大学のチアガールの皆さんや、中学生や高校生による吹奏楽部の演奏、
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地域の太鼓台や鐘の音や企業の方々もそれぞれの特色を活かされた応援もあります。私も５１歳

になり初めてフルマラソンにチャレンジをし、愛媛マラソンを４回、高知龍馬マラソン、小豆島

の瀬戸内海タートルフルマラソンで６回のフルマラソンにチャレンジをして、ほとんどが５時間

４０分前後でありますが、５回は完走することができました。ただ１回は膝に水がたまる故障で

練習不足となり、当日２０ｋｍ地点でタイムアウトになり、バスに乗せられた苦い体験もありま

す。その他にもフルマラソンではありませんが、松野町の桃源郷マラソン、西予市野村町の朝霧

湖マラソン、今治のシティマラソン、松山の坊ちゃんランランランのハーフや１０ｋｍの大会に

も出来るだけチャレンジをしています。今回の質問は、本人が健康増進に繋がるということだけ

でなく、多くの来町者を招くことで集客効果があり、子どもたちにも「おもてなしの心」の教育

にも繋がるマラソン大会をこの内子町でやってはどうかということであります。稲本町長に４２．

１９５ｋｍを走る気は無いかという質問ではありませんので、ご安心ください。多額の経費や諸

問題も多々あるものと私も当然思っています。フルマラソン大会が無理なら、交通の警備的な問

題や予算が掛からないようなハーフマラソン大会や、スキー場や山道を走るトレイルマラソン大

会を開催してはどうでしょうか。旧五十崎町で行っていた、小田川の河川敷を何度もぐるぐる走

りまわるやり方もひとつの方法でもあります。内子町へ町外からの誘客ができ、多少なりとも経

済効果があると思うのですが、内子でしかできない内子の特徴のあるマラソン大会を稲本町長が

実行委員長となり実施される考えはないか質問を致します。 

続きましてですが、一般質問で何度も問うております、内子町総合計画、小田川リバーサイド・

ふれあい事業による健康ロードの整備計画の進捗状況はどうかの質問を致します。第２期内子町

総合計画には「いかざきワンダーランド・プロジェクト」の取り組みのなか、小田川リバーサイ

ド・ふれあい事業の一貫として、五十崎自治センターから山王橋までの堤防上の道路に農作物に

影響がでない低街灯や、フットライト街灯等の夜間照明を設置して、町民の健康増進につながる

ウォーキングやジョギングコースとして整備する考えはないかと、何度か一般質問をしていたの

ですが、答弁では「前向きに検討する。」であったと思います。県道鳥首五十崎線の歩道は、道路

照明があり明るく安全でありますが、天神側には照明が少なく足元が見えず、町民からどうにか

ならないものかとの要望も聞くものであります。町民に「夢」と「健康」をとの思いで、第２期

内子町総合計画に沿った小田川リバーサイド・ふれあい事業の一貫として、照明整備をすべきと

思うのですが、進捗状況はどのようになっているか町長にお尋ねして、一括質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） それでは私の方からは、「内子町でのマラソン大会の開催につ

いて」お答えをさしていただいたらと思います。健康志向の高まりの中、全国的にランニング人

口が増加しており、それに連動して市民マラソン大会などが各地で開催をされております。全国

的に見ますと２０１５年には、フルマラソン大会だけで１９７大会が開催され、これに加えてハ

ーフマラソンであったり、あとファンマラソンなどのイベントを加えますと、２，０００ 以上の

ランニングイベントが開催をされております。県内におきましても先ほど議員申し上げましたよ
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うに、「愛媛マラソン」をはじめ、各市町でいくつもの大会が開催をされております。これらの大

会としまして、現在ですね、大会がかなり増えたこともございまして、「参加者を選ぶ側」から「参

加者に選ばれる側」に変わりつつあります。先程、議員さんも申し上げられましたように、これ

からはですね、他の大会との差別化を図り、魅力ある大会にしなければ、参加者が集まらないと

いうことも予想されております。内子町で開催するとすればですね、先ほど提案がございました、

山並み保全のシンボルであります、小田深山をフィールドとしても考えられるんではないかとい

うふうに思います。道路を走るのではなく、山道を走る「トレイルランニング」は、シーズンオ

フのスキー場のゲレンデなどを活用することも出来ます。ただ、コースの選定、運営スタッフの

確保、あと運営費の捻出など、多くの解決すべき課題がありますが、今後はですね、可能性を探

っていきたいというふうに考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 正岡課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 私の方からは、内子町総合計画小田川リバーサイドふれあ

い事業について答弁をさせていただきます。内子町総合計画にある小田川リバーサイド・ふれあ

い事業といたしまして、豊秋橋から山王橋に至る小田川一帯につきまして、住民や来訪者の憩い

と交流の場づくりを進めているところでございます。計画の内容につきましては、小田川はらっ

ぱ活用検討委員会で協議をいただき、計画案を小田川はらっぱ基金運営協議会に図りまして、計

画が承認されているところでございます。具体的には、整備を１期計画、２期計画と分けて実施

するもので、１期計画、平成２７年から３１年度まででございますが、これにつきましては、五

十崎の杜の整備、堤防の整備、野っぱら・田園ゾーンの整備等を計画しております。議員ご質問

の、健康ロードの整備でございますが、堤防の整備と致しまして、平成２９年度、平成３０年度

の２カ年で、堤防沿のジョギングコースや散歩コースとしての利活用を推進する環境整備を行う

こととしており、必要経費を当初予算に計上させて頂いているところでございます。今後、他の

整備につきましても計画的に実施して参りたいと考えておりますので、ご理解ご協力をお願い致

したいと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） まず、マラソン大会の実施についてですけれども、課長からは大変微

妙な答弁であったと思うんですけれども、私もこういったイベントの大会というのは、いろいろ

調べてみますとやはり経済的に自治体からの補助を受けて実行委員会がされるんですけれども、

大会参加費ですよね。いろいろ平均してどれがということはないんですけど、３，０００円から

５，０００円、高いところが１万円とかいう、そういうのがほとんどだと思うんですけど。わり

と調べてみますと、実行委員会なぜこのイベントがやれるかというのは、多くのやっぱりスポン

サー企業さんからの応援だというふうに聞いております。例えば、何をやっても一緒かもしれな

いんですけど、五十崎の大凧合戦、これらも町の補助が２１５万円だったと思うんですけど。そ

の中であとは企業様や住民の皆さまに募金を募ってまず運営をされるということなんですけど、

やはりこのマラソン大会になると、参加費は個人からとりますけれども、現実的には１名あたり
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５，０００円いったならば、それに対する一人当たりの経費が町の中ですと、交通整備やいろん

なことに関すると３倍くらいかかるんではないかというふうに。５，０００円なら１万５，００

０円が実質かかるんではないかと。その中の経費の負担は、自治体と残りが３分の２は企業、ス

ポンサーさんからの形になるんではないかというふうになっているのが現実のようでございます

けれども、そういったものの把握はどの様にされているのかお尋ね致します。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 経費の関係でございますが、それぞれですね、松山市であっ

たりとか、西予市であったりとか、その辺に問い合わせをさしていただいております。ただ、ス

タッフの人数であるとかですね、そういったことについては、教えていただいたんですけど、細

かい経費のことについてはですね、現在は教えていただいてないというところが現状でございま

す。ただ、一般的に当然参加費だけでは賄えていない。それ以外のスポンサーを募ったり、あと

町の補助金を頼ったり、そういったことでやっているということでございます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 下野議員。 

○１０番（下野安彦君） 予算の変遷は、課長も今後十二分に検討されるいただくものと思って

おりますが、そういった面で通常の国道や県道を通行止めしてというのはなかなか私もむやみな

ことを要求するわけではないんですけど、やはり一人が参加費を出してでも参加しようというの

が、わりとこういったマラソンでございます。何かのマラソン大会にチャレンジをしてしまうと、

一種の体の中にそういった何かが注入されてしまうんですよね。精神的に。それとどこかの大会

が近隣、また遠くても休みさえできれば、チャレンジしようというふうになってきて、かなり遠

方からここらへんで言うと四国県内、中四国くらいだったら前日から宿泊してでも参加しようと

するランナーが多いようであります。そうすれば、その方達の宿泊があったりとか、飲食関係も

伴いますので、内子町の駅伝大会もすばらしいんですけど、内子の駅伝大会となると、内子町に

住んでいる者か、内子の企業に勤務されたものでないといけないというふうな決まり等があると

思うので、結局、応援に来る人も内子の親族や友達という形になるので、やはりこういったマラ

ソン大会というのは、別の意味で内子をＰＲできることにつながるんではないかというふうに思

っておりますので、どうかこの町並とか先ほどの山並みの方の内子は、けっこうあらゆる面で有

名になってきておりますけれども、そこでのマラソン大会が開かれるとなると、またよそと全く

同じやり方をしていたのでは面白みがない。誘客数も減ってくるので、是非ともですね、いろん

な職員の人や住民の人のそういった体験、経験されている方のご意見を聞くための会合をまずは

もつべきではないかと思うんですけれども、そういったことに対する考え方はどのように思われ

ているでしょうか。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） まだ本日ご質問いただいてですので、これからですね、そう

いった皆さん方のご意見をききながら、どうすればいいのかというのを探っていきたいと思って

おります。 
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○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） あと先ほど言いましたのは、心の要するにおもてなしの愛媛県という

ことでおもてなしの内子町を県にも沿った中でのやはり子ども達の情操教育にもつながるんでは

ないかと思うんですが。ですから、先ほども言いましたいろんなボランティア、イベントをする

たびに住民の方や学生さん、小中学生さんの協力がなかったら何でもできませんので、凧合戦で

も多くのボランティアの方で全て運営しているんですけれども、やはりイベントをするたびに住

民もかりだされるのかという、逆に。私も今回の一般質問することでこれが実施されるとなった

ら、「お前がいらんこというけん、ここにボランティア出んといけんなったじゃないか。」という

こともあるかと思うんですけれども、そこをですね、是非とも心の子ども達の情操教育にもつな

がるということで、前向きに検討していただきたいというふうに思っております。 

 続きまして、正岡課長から答弁いただきました、小田川の健康ロードについてですけど、今年、

来年度で２カ年で予算化をしているということでございますので、大変ありがたく思っておりま

す。どんな形で概略されるか。このことは委員会で質問したらいいんですけど、せっかく一般質

問で出しておりますので、概略の説明を聞かせていただいたらと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 正岡課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 具体的には新年度になりましてから計画を入れる予定では

ございますが、基本的にはあそこの道路につきましては、車等も通りますから、幅員の確保をま

ずしたいと思います。幅員の確保をして狭いところは若干広げるということでございますが、そ

れと花壇の整備をあわせてやりたいなというふうに思います。夜間照明につきましては、農作物

等々の影響を考慮しながらどういうものがいいかなということを合わせて検討して、県の管理の

面もございますので、そこら辺りの協議をしながら進めて参りたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（中田厚寬君） ここで暫時休憩をしたらと思います。１１時５分まで休憩を致します。 

 

午前１０時５１分 休憩 

 

午前１１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。 

 次に、森永和夫議員の発言を許します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） それでは、通告に従い質問を致します。私がこの質問台に立つのは今日

で、１６回目になります。４年前、初めての質問に大変緊張したのを昨日のことのように思い出

されます。何回やっても、やはりここに立つと身の引き締まる思いが致します。私は、内子を元
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気にしたい。そのためには、定住人口を増やし、内子の売上を増やす。そして、どこよりも安全

安心なまちを目指していかなければならないということを掲げ選挙に臨み、少しでもそのことを

実現したいとの思いで、この４年間、ご支援をいただいた皆様方のご期待に沿えるよう、私なり

に頑張ってきたつもりでございます。初めての一般質問で、私は、「まちづくりの基本は、内子の

特性や歴史･伝統･文化などを生かしながら、内子に住みたい、住んでよかったと思ってもらえる

ような、他の地域にない魅力をつくりだすことであり、内子の魅力を高め、町内からの人口流出

を止め、内子に来て頂く人を増やしていくことが、内子の元気につながり、私たちのふるさと内

子がこれからも内子であり続けることができるものと考えます。」と冒頭申し上げました。この考

えは今も同じであります。さて、これまでにも何度か人口減少問題をこの場で取り上げてきまし

た。今回もこの問題について何点か質問を致します。 

内子町が直面している課題のうち、特に差し迫った重大な危機として人口減少が挙げられてき

ました。また、第２期総合計画でも、まちづくり戦略として、「人口減少の悪影響を緩和し、町民

の暮らしの質を損なわない住み続けられるまちづくりをめざす」と、記されています。これまで

の答弁では、「人口減少は避けられない」ということですが、人口減少は、税収の減少や交付税の

減少、社会インフラの維持管理、そして住民サービスの低下・負担増、地場産業の衰退、耕作放

棄地の増加による景観の悪化、地域コミュニティ活動の維持・存続の危機など、いろいろな問題

を引き起こしてきます。この人口減少に歯止めをかける具体的な施策を最優先課題として、行政・

議会・町民三位一体となって取り組むべきと考えます。 

 内子町の人口は、合併当時２万８１４人です。昨年１２月末現在で、１万７，１６２人。３，

６５２人の減少であります。昨年１年間でも３３９人減少しています。国立社会保障・人口問題

研究所の人口推計によれば、２０４０年には内子町の人口は１万７２１人となっております。ま

た、人口異動が収束されない場合、１万人を割り込み、９，７９４人との予想も出ています。内

子町の人口ビジョンでは、「合計特殊出生率が、２０２０年１．６とし、５年ごとに０．１の上昇

を見込み２０４０年に２．０とする。社会増減は、第２期総合計画最終年度２０２５年に、社人

研が推計する転出超過数の約３分の１程度、２０３０年から均衡すると仮定した結果、２０４０

年の内子町の人口は、約１万２，０００人となると推計し、社人研よりも１，３００人の上積み

を目指すとされています。そして、この目標の実現に向け、「内子町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」において、今後五か年の目標や具体的な施策を示し、自然減少の抑制、若者の町外流出な

どの社会減少に歯止めをかけながら、人口対策を着実に進めていくということですが、どうやっ

て特殊出生率を２．０にするのか。転出超過を３分の１にする方策は何なのか。具体的な施策は

どこにも見あたりません。実現のための具体的な施策を伺います。 

次に、総合計画の中に、「人口減少を前提とした、生産性の高いまちづくり」を推進する必要が

あり、「人口が減少しても、そこに暮らす人々の生活の質が低下しないような将来像を描き、それ

を可能とするような施策が必要」とありますが、具体的にどういう施策なのか、伺います。この

人口減少は深刻な問題です。手をこまねいていては内子の未来はありません。スピード感を持っ

て具体的な施策を掲げ取り組むべきと考えます。これまでにも、移住者数では愛媛県内でも実績

があります。それをさらに進めるために、町外県外で定年を迎えられた町出身者の方に、もう一

度ふるさと内子で暮らしていただけるような取り組みをしてはと考えますが、ご所見を伺います。 
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次に、高校魅力化プロジェクトの取り組みが各地で実践されています。僻地の高校に全国から

生徒が来て、活性化しているようです。この高校魅力化プロジェクトを小田高校で取り組んでは

いかがでしょう。これまでにない森業に特化した教育。これからの林業を担う専門家を養成する

取り組みです。町の８０％を占める森林資源を持ち、林業の六次産業化を目指す内子町です。小

田高校魅力化プロジェクトに取り組むべきと考えますが、町長のご所見を伺います。 

次に、これまでも、中学校卒業までの医療費無料化などに取り組みはされていますが、子育て

支援について具体的な施策をさらに進める必要があると考えます。先日、保護者の方と話す機会

がありました。その中で、放課後児童クラブの実施時間の延長や、開始時間を少し早めて欲しい

といった意見。また、４人の児童を持つ保護者からは、給食費の負担の軽減をしてほしい。障害

児を持つ保護者の切実な声など多くの意見を聞きました。他にもいろいろな意見、要望があると

思います。町民の暮らしに目を向けた行政を進めていく上でも、一度、アンケート調査をして、

子育て世代の声を、思いを聞くことも必要かと考えますが、ご所見を伺います。 

最後に、町長、この４年間に人口減少問題に歯止めをかける道筋だけでも稲本町政の成果とし

て目に見える形で出していただきたいと思いますが、ご所見を伺い、総括質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 森永和夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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） 森永議員に私の方から総括的な答弁になるかもしれませんけれども、お

答えを致したいと思います。基本的な人口減に対する森永議員のご認識というのは、私も同じよ

うにそういう認識をもっておりますので、そう差異はないんだろうというふうに私はお答えさせ

て、まずいただきたいというふうに思ってます。本町にとりましてもこれは当然大きな課題でご

ざいましてですね、本町だけじゃなくて日本全国これに集中して取り組んでいるのは事実でござ

います。そうした中にありましても森永議員、ご案内だと思いますけれども、すでにＩターンの

方がチーズを作られたりですね、レストランを開店されたり、またこれからでございますけれど

も、宿泊に取り組んだり、一部分ではありますけれども、そういう起業に挑戦していく、取り組

んでいくという動きがみられておりますし、町内の企業におきましても雇用の拡大というものを

精力的にやっておられる企業もあります。大変ありがたい動きだなというふうに私は捉えていま

す。内子町を見て下さる外からの目というのは、大変もちろん厳しい指摘もありますけれども、

農業や文化、歴史、景観など、森永議員のご質問にもありましたように、人々の暮らしも含めて

ですけど、非常にポテンシャルが高いというふうに見ている方も多ございます。要は、こういう

ふうなそれぞれの分野にどういうふうにさらに価値を高めていくような知恵を出して磨いて行く

かというのがこの町の大きな方向性だし、課題だというふうに私は思っております。例えば、農

業であればもっともっとインバウンドの取り組みができないだろうかと。先般も農村塾で講師の

方がおっしゃっておられました。ぜひインバウンドと農業の振興を考えてみてほしいというよう

なことでございます。また、町内の企業、そして町外の企業との付加価値を高める加工に向けて

の連携ができないだろうか。また大学と研究開発が共同してできないだろうかとそういったもの

を一緒にやっていくような取り組みというのは必要だと、拍車もかけていかないといけないとい



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

- 15 - 

うふうに思っております。そのためにも総合計画また総合戦略に沿った町づくりをしっかりと一

つ一つやっていくということが求められているというふうに思います。ただ、そういうものを担

っていく人材の確保、人口の問題でございます。これはとても大切でございますので、内子の若

者たちが高校を卒業して町外の大学に行って、就活を始めるようなタイミングをみてですね、や

っぱり内子町へ帰ってこないかい、こういう仕事があるんだけれども、君達の力を必要としてい

るんだよ、そんなアプローチをもっともっと積極的にやっていくということも必要だろうという

ふうに思いますし、中学生の段階からもう町内にはこんな仕事があるんだよ、こんな企業ががん

ばってらっしゃるんだよ、皆さんも大きくなったらこの町で働いてみないかいというような選択

が出来るような。そうすれば、工業高校へ行った方がいいのかな、工業系の大学の方へ進んだ方

がいいのかな、そんな選択ができるような中学校の教育の中に入れていただくわけにはいかない

だろうかとそんなことを教育委員会にもお願いしているわけでございます。いずれにしてもこの

人口の問題というのは、大変大きな課題でございますので、全力をあげて取り組まないといけな

いというふうに思っております。なんとか道筋だけでもですね、作り上げたいというふうに考え

ておるところでございます。どうぞよろしくお願い致します。あとのご質問につきましては、総

務課長にお答えさしていただきたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方からは、一つ目の人口減少問題の具体的な施策の中

の総合戦略の中の具体的な施策を伺うという部分と、それから２つ目の人口減少を前提とした生

産性の高いまちづくりの推進につきまして、まずお答えをさしていただきます。それに続いて、

移住、定住の施策、この３点について私の方から答弁をさしていただいたらと思います。 

まず、総合戦略では、１つ目の目標として稼ぐ力のある内子町を掲げてございます。その具体

的な施策と致しましては、１つ目には新規作物への転換や内子産品の販路開拓を進めるいわゆる

農業振興、攻めの農業の推進でございます。２つ目には小田深山の振興、そして豊富な林業資源

を活用した林業六次産業化を進める森業の振興。それから３つ目には、商店街の活性化等も含め

た商工行政の強化を進める、特色と賑わいのある商店街の創出。４つ目に、深い歴史と文化を有

します、内子町の財産を活用した特に内子座や町並の内子の財産を活用した着地型観光の推進を

進める交流人口の拡大。それから、うちこんかい事業を進める、移住・Ｕターンの推進。それか

ら、創業や起業支援、企業誘致を進める、起業支援と雇用の確保。次に、光ファイバー網の整備

や公衆無線ＬＡＮの整備を進める、情報通信基盤の整備と活用などを掲げ、それぞれＫＰＩ指標

を設定して、それに向けて予算組をさせていただいているところでございます。 

２つ目の目標としましては、「住み続けられる内子町」を掲げております。その具体的な施策

と致しましては、一つ目に地域との交流事業や高校の魅力化などを進める、ふるさと教育の推進。

２つ目には、自治会活動の推進を進めるコミュニティ活動の推進。３つ目には、男女の出会いの

場づくりや、児童福祉行政等を推進する結婚、育児、子育て支援の強化。４つ目には、学校跡地

の利活用や、公共交通空白地域解消などを進める市街地整備、集落整備等のコンパクト化。５つ

目には、総合的な災害対策、高齢者福祉の充実を進める安全・安心のまちづくり。６つ目に地域
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おこし協力隊などの採用や、大学等との連携を進める外部人材の活用と連携によるまちづくりの

推進。７つ目には、景観行政の推進や地域エネルギー開発などを進めるエコロジータウンの創造

と美しいまちづくりなどを掲げ、それぞれこちらも目標値を設定しております。これらの目標値

を一つ一つ達成することで、町の魅力を高め、雇用を創出し、人口ビジョンの達成を目指したい

と考えております。 

続いて、人口減少の部分でございますが、人口減少は、地域に様々な影響をもたらします。森

永議員がおっしゃられましたようないろいろな弊害が出てまいります。そのような影響を極力、

小さくする、あるいは、それを補う施策の具体的な例をここでいくつかあげたいと思います。ま

ず、医療の確保が必要であろうと思います。内子町では幸いにして加戸病院の誘致に成功し、愛

媛大学医学部のご協力により済生会小田診療所の存続にも成功をしています。今後もこの体制が

維持できるよう努力が必要だと考えています。教育の分野では、高校の存続が喫緊の課題でござ

います。特に、近年入学者が減少している小田高校につきましては、地域に特化した魅力化を進

め、広く県内外から入学者を募ることが必要だと考えています。シリコンバレー日本大学との遠

隔授業など、新しい試みに挑戦し、魅力ある高校を実現したいと思います。また、保育の環境整

備や現在行っている中学生以下の子どもたちの医療費無料制度などを継続して、子どもを育てる

環境整備に努めたいと思います。地域生活の面では、デマンドバスの運行など移動手段の確保に

努めているほか、大学との連携を通して伝統行事の継承にも取り組んでおります。今後も引き続

き、その拡充に努めたいと思います。防災の面では、学校の耐震化に引き続き、自治会館や集会

所、消防詰所の耐震化及び改修に取り組んでいます。地域の防災拠点として、必要な機能の整備

に努めたいと思っております。最後に、産業・経済の分野ですが、「からり」や「せせらぎ」な

どの産直市場を整備することで、農産物の販売拠点をつくって参りました。こちらについては、

全国的な評価も高く、一定の成果が出ていると考えております。これに続いて、現在進めている

林業の６次産業化につきましても、地域商社の設立等を通して、地域経済に貢献できる仕組みが

できるものと考えております。また、観光の面では、近年増えている宿泊施設や飲食店について、

さらなる質・サービスの向上にも取り組む予定です。以上、関連する施策について述べさせてい

ただきました。今後もこれらの施策に積極的に取り組むことで、人口減少の影響を極力少なくし、

活力あるまちづくりを進めたいと考えておりますので、ご理解をお願い致します。 

続きまして、４つ目の移住定住施策についてでございます。森永議員、ご提案のように、内子

で育った町出身者の方に、もう一度ふるさと内子で暮らしていただけるなら、これほど嬉しいこ

ともございません。仮にその方々のご両親がご健在なら、これほど心強いことはないと思います。

また、生家等が空き家になることを未然に防ぐことにも繋がりますし、農地や山の荒廃を防ぐこ

とにも繋がると考えます。町としてもぜひそのような取り組みをしたいと考えており、関西や関

東、松山などにある内子町出身者の会には、町長自らが出向き、可能な限りトップセールスをし

ておりますし、内子町の現況等についても報告をさせていただくとともに、Ｕターン等のお誘い

もさせていただいているところでございます。今後も、同窓会の機会などにパンフレットを配布

させていただく等、有効と思われる取り組みについて検討し、実施していきたいと思います。い

ずれにしましても、先ほど人口減少問題に対する具体的な取り組みをいくつかあげましたが、そ

れらの事業が実を結んで住みたいと思えるような内子町にならない限り、移住施策も前進しませ
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ん。総合計画、総合戦略に沿った計画的で実効性のある事業展開の先に結果があると考えており

ます。以上、私の方から答弁をさせていただきました。以上で、終わります。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） 私の方からは、小田高校の魅力化プロジェクトについて、お答え

をさせていただきます。魅力ある小田地区を維持し続けるかどうかは、小田高校の存続が大きく

影響するということで、学校ＯＢが中心となりまして、「小田高等学校振興対策連絡協議会」が

設立され、学校、地域と連携した小田高校魅力化事業の取組が行われています。具体的な取組み

と致しまして、ワーキングチーム主催の学習会も開催されているところでございます。県立高校

は県教委の管轄ではございますが、内子町では第２期内子町総合計画に掲げ、小田高校生の通学

バスをはじめ、小田高校魅力化事業や学習環境整備に補助するなど、支援をしているところでご

ざいます。議員ご指摘の林業六次産業化による魅力化につきましても、小田地区の８０％以上を

占める森林の有効的な活用として、昨年１１月の研修会の中でも地域産業への高校生の活動場所

の確保、支援の必要性の話も出てきており、重要なこととの認識を持たれております。また昨年

の秋には、アメリカ・シリコンバレー日本大学と小田高生による遠隔授業なども行われるなど取

り組みが進んでおります。なお、先日報道されました小田高校の次年度入学志願者数をみますと

厳しい数字となっておりますので、小田高校の魅力化に向けた積極的な取組みが今後加速するも

のと思っております。町と致しましては、幼・小・中・高が近隣であるという小田地区の利点を

活かした英語教育に取り組むことや、姉妹都市のローテンブルク市から学んだ森林をいかした森

林マイスターを養成する学校など、魅力化に繋がる様々な可能性を模索しながら地域、学校、行

政が連携し一体となって小田高校の魅力化事業に取り組んで参りたいと考えております。以上、

答弁とさしていただきます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からは、子育て世代へのアンケート調査についてお答

えをします。内子町では、町民の皆さんの子育てニーズを把握し、子育て支援サービスの充実を

図るため、平成２６年度に「内子町子ども・子育て支援事業計画」を策定をしておるところでご

ざいます。この計画策定に先立ちまして、平成２５年１１月に小学生世帯６５９世帯、未就学児

世帯５０７世帯を対象としたニーズ調査を実施したところでございます。小学生用のアンケート

は３５問、未就学児アンケートでは５６問と設問の多い調査でしたけれども、回収率は全体で８

３.６％と非常に高く、子育て支援策についての関心の高さが回収率からも伺えるものとなりまし

た。中身と致しましては、子育ての現状がどうなのか、その実態がどうなのか。そして、行政等

への要望などについてお伺いするものでございました。要望の中には保育施設の充実などについ

て多くのご意見、ご要望を寄せていただいております。町では、調査結果をもとに計画を策定し、

その計画の見直しを平成３０年度に行うこととしております。議員ご提案のとおり、計画見直し

の際にはアンケート調査を実施し、子育て世代の方々の声を子育て支援政策に反映させていきた
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いというふうに考えておるところでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 町長のご答弁ではですね、聞いております。私の考え方と共通しておる

部分が総体的には同じなんです。私が今回質問したかったのは、一番目の質問でも総務課長答弁

されましたけれども、具体的にどうやって２．０にするのかとかですね、いうことの施策をです

ね、本当に緊張感をもってやられておるのかと。なかなか合計特殊出生率を行政の方で２．０に

するというのは、難しい話なんですよね。ただ、今言われたようにいろんな施策をすることによ

ってそういったことにつながるんだろうということは理解できるんですけれども、例えばじゃあ

この人口ビジョンのグラフいろいろありますけれども、それ見てもですね、じゃあなぜ若い人の

未婚率が高いのとかいった分析、そういったことの細かいことの中から、じゃあ何をすればいい

のかという対応の仕方というのがおのずと出てくると思うんですよね。そういう具体的な話を今

回はしようと思いましてあえてこういう質問にしたんですけれども、漠然とした答弁でした。今

いうように人口ビジョン、これビジョンですから、理想像とか未来像とかいう意味があるわけで

すけども、今回、全国的にもそうなんですけど、内子町の人口ビジョンみても今１万７千何百人

の人口を２０４０年には１万２，０００人にするという、言うたら数字の低い目標を立てられて

いる。普通、ビジョンとか目標というのは、高みを目指して行くのが私は目標だと思っているん

です。そして、今までの答弁にもあるように、なかなか避けられない、難しいというのは十分わ

かるんですけど、そういう気持ちでなくて、今の１万７，０００人をなんとか維持するためには

どうしたらいいのかという観点からですね、対策をとることによって２０４０年に１万２，００

０人がもしかしたら１万５，０００人台になるかもしれないというようなことを私は思うんです。

そういったお考えはないんでしょうかね。 

○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） まずこの人口ビジョンの立てた背景というか、その裏にはやはり我々

の思いとしては、社会減をできるだけ少なくしたいという思いがあります。そのために、総合計

画をつくり、基本構想、それから基本計画、それから毎年の実行計画をきちんと整理した上でい

ろいろな事業を展開してまいりたい。その事業は先ほど申しましたようなところで、若干具体性

には欠けるかもしれませんが、やはり農林業の振興であるとか、観光振興による交流人口の拡大

とかそういうようなところで出来るだけ社会減を抑えて行きたいという考えです。ただ、自然減

につきましては、これはどうしても仕方のない部分がございまして、どう考察しても将来、人口

が増える見込みはないだろうということは、それは前提に立って計画を作っておりますので、ど

うしても今の人口よりも低いところでみないといけないのかなと。実際に低い人口推計でするこ

とによって、将来のだいたいこういったような人口の中で、じゃあ例えばどういう施策ができる

んだというところを突き詰めていくべきだろうというふうに私どもは考えておりまして、そうい

う観点で今回のビジョン、それから総合計画を立ててございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 
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○２番（森永和夫君） 全国で人口ビジョンの作成はそういう考え方でもちろん作られているの

が十分分かった上での質問なんですけど、例えば社人研の推計よりかは１，３００人の上積みで

１万２，０００人ということですが、今の１万７，０００人の今の現在のいろんな行政サービス

とか住民の負担とかいろんな細かい問題がありますよね。それが例えば１万２，０００人になっ

て町民の暮らしがどう変わるのかということはですね、やはり町民の皆さん方にも十分ご理解を

いただかないと、本当にこの総合計画や総合戦略見ても私、本当にこの危機感というのがですね

なかなか感じられないんです。というのがこれ見てもですね、一方ではですね、合計特殊出生率

を高めるためには、出産や育児、子育ての環境を整えることも大切ですが、まず出会いの場づく

りをするとかですね、一方では子育てをするならこの町でと言われるような内子町をめざしてい

くとかですね、矛盾した表現があるんですよ。その辺をよく精査されてですね、一度そういった

公式文書ですので、統一した見解を出されないと、どうしても私にはそういう違和感というか矛

盾を感じる面があります。私が思うのは、人口減少をですね、食い止める施策として本当に難し

いというのは十分分かるんですけれども、先ほども言いましたように、今の人口を１万７，００

０人を維持するためにはどうするのかということを原点に考えていただく。その中で具体的な策

を練っていただきたいと思うんです。そして、また先ほどいろいろと話をされましたけれども、

もちろん婚活プログラムも大事なんです。そういったことで若者の出会いの場をつくるというこ

とも大事なんですけれども、先日ですね、大瀬の鵜川の方とお話をする機会がありました。そこ

では私も別に意識してなかったんですけれども、その方が言われるのには「森永君、うちはまだ

山水飲みよるんぞ。」と。「そして、雨が降ったら、うちの風呂はコーヒー色になるんよ。」と。そ

こにも３０代の方がいらっしゃるそうですけど、「そんなところには嫁は来ないな。」というよう

な話もありました。そして、また私もずっと町内見ておりますと、老朽化した町営住宅がありま

す。そういった改修計画もあるようですけれども、そういった住環境の整備とかですね、今の生

活環境の整備そういったことをしっかりと内子でどこで住んでもそういったおいしい水が飲める、

住環境もちゃんと整備されているというような本当にまちづくりの原点をもう一度見直してです

ね、いただくことが人口減少を緩和するためにもつながってくるんだろうと私は思うんですが、

町長どうでしょうか。 

○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） 大変大事なご意見だと思いますね。ですから、自治会等々を通じてそれ

ぞれのご意見が出てきた、水の問題とかですね、水だけじゃなくて道路の問題とか要するに定住

のためのインフラの整備というのはとても大切ですね。こういうようなものを一つ一つきちんと

やっていくということが私は大変重要な方向だというふうにも思っております。と同時にこれは

定住のための仕事、そして教育、そして医療、それから子育ての環境、これを総合的にですね、

やっぱりへこんでいるところはあげていくと、そういうところをきちんとやらないといけないと

いうふうに思っております。以上でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） これ本当に人口減少が進むとですね、例えば今の１万７，０００人から
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１万２，０００人、社人研がいう１万人、そして異動が改善されなければ９，７００人になると

いうふうな予想も出ておるんです。そうなるとですね、先ほどの総括質問の中でも言いましたけ

ど、町民の皆さんが本当に内子で暮らすことができるのかどうか。そういった瀬戸際まで追い込

まれる形になると思うんです。そういったことをですね、本当に人口減少仕方がない、避れない

じゃなしに、先ほど言いましたように、何とかしなければいけないというような考え方で取り組

んでいただきたいと思います。 

次に、移住定住施策で町内の出身者の方の移住政策をというような取り組みをしたらという考

え方に対しては取り組みたいということであります。総合戦略の１０ページにありますが、５０、

６０歳代で転入超過となっており、退職に伴うＵターンによるものと推測されておるという分析

があるんですけれども、これは私が言ったような取り組みをする前にも今でもそういう現象があ

るという理解でよろしいんでしょうか。 

○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） その世代につきましては、やはり都会に出ていった方々が定年を迎え

られてこちらの方に転入をしている方が実際に転出をされる方よりも超過をしているという分析

なので、そういうふうな結果になっているものでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 現在もそういうふうな兆候があるということであればですね、ぜひです

ねこれまで以上に町内出身者の方へのアプローチを積極的に進めていっていただきたいと思いま

す。地方創生の中でも高齢者の地方移住を支援するようなこともあげられておりますし、いわゆ

るＣＣＲＣ、日本版ＣＣＲＣというふうに国は言っておりますけれども、内子版ＣＣＲＣという

のをですね、一度研究をしていただいて、進めていただきたいなと思います。ただ、この高齢者

の移住というのは、高齢化率の上昇とかいったデメリットの部分もあるようなことも言われてお

りますけれども、そういったデメリットを解消するような内子ならではの内子版ＣＣＲＣという

ものを検討をぜひしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○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） 国が示す日本版のＣＣＲＣというのは、ある意味元気な高齢者の方が

元気なうちに地方に移住をしてそこで今まで培ってきた経験、それからノウハウを地域に還元し

て多世代間が交流しあえるようなそういう地域社会をつくりましょうというのが目的でございま

す。内子町でもですね、当然そういう考え方には大賛成でございまして、特に、内子町自治会を

中心に地域づくりが進められておりまして、そういった豊富な経験、識見を有する方が地域に入

ってきていただくことによって、また地域に魅力がかかるのではないかというようなそういう期

待も持っていますし、実際に小田の方では、定年退職された方が地域に入られて、その地域のイ

ベントにも積極的に参加して、自分達の創意工夫をもってですね、活躍されている方もいらっし

ゃいますので、そういったような手本もございます。これからも引き続き進めたいというふうに

考えています。 
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○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 次に、小田高校の魅力化プロジェクトについて再質問致しますが、私は

質問の中でも林業に特化した専門家を養成するような取り組みというようなことを提案を致しま

した。先日の愛媛新聞にもですね、愛媛県も県林業労働力確保促進基本計画案というのをまとめ

られ、毎年８５人の新規参入者確保に取り組む目標を設定したというような記事が出ておりまし

た。そういったことと連携して、例えば小田高校でそういう外国人技能実習生の受け入れ態勢の

整備なども掲げられておりますので、ぜひ町長、知事とですね、連携をとりながら小田高校でそ

ういう具体的に林業のエキスパートを養成するような課というようなことで、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思いますが。 

○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） 小田高校は長い歴史もありますし、地域にしっかりと根付いてやっぱり

高校の存在というのは大変重要なポジションだということは私も認識しております。ただ、これ

を全国から小田高校へ入学したい、あそこで学びたい、思ってもらえる高校は、議員言われるよ

うになんか一つ、頭一つ、特化したものがないとやっぱり難しいだろうというふうに私は思って

おります。そういう意味では、これは私のまだ個人的な考え方なんですけど、ドイツに参りまし

た時に、世界のフォレスターを育てる大学へ参りました。林議員も一緒に行ったんですけど、こ

ういうところに内子の若者を入学させたら、もっともっと内子の山は元気がでるんじゃないだろ

うか。そういう高校になるんだったら、内子の高校は小田の高校はもっともっと注目を浴びるん

じゃないだろうか。そこの卒業した生徒たちは、この大学へドイツの大学へ行かすルートができ

れば、これは内子の山だけじゃなくて日本の山をきちんと管理、持続させていくフォレスターが

育つんじゃないだろうか、そんな思いをもったわけでございます。地域の皆さん方と相談してで

すね、これは県教委とも相談しないといけないですが。そこのところは十分相談しながらですね、

ぜひそういう方向にやれるとしたら、私は素晴らしいことだなというふうに思っております。そ

ういう動きをしてみたいというふうに思っております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 次に、アンケート調査について。先程の答弁でこれまでにもされたとい

うような話ですけれども。本当、町民の子育て世代の方と話をするとですね、本当にいろんな要

望があるんです。先程、総括質問でも言いましたけど、町長、４人のお子さんを持たれておる世

代の方、本当に給食費が大きな負担になっています。先日、宇和島市で給食無料化というような

ことが出されました。これおそらくですね、全国的にも県内でもこの方向性で他市町は進んでい

くんだろうと私は予想しております。ぜひこのことをですね、町長、先駆けて９町に先駆けてぜ

ひ給食費無料化というのを取り組んでいただきたいと思うんです。これまでもこの話はありまし

たけれども、財政の問題とか、いろんなことで難しいというような答弁でした。しかし、宇和島

が言うようにですね、普通交付税の削減が想定より抑えられた他、行政改革により可能となった

というようなことで、これを実施するような運びになっております。そうすると、内子町でも地
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方交付税、思ったより削減はしていないんだろうと思うんですが、昨年の実績、合併１０年経っ

た１１年目と１０年目までの実績と比較してですね、総務課長、どう変わったのか、いくら変動

があったのか、お聞きしたいと思います。 

○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） 当初、合併終了して１１年目から５年かけて段階的に交付税が減額さ

れるということで、試算値でかなり下がるだろうというふうなことも１０億程度は下がるだろう

というふうなこともですね、精算しておりましたが、当初思っていたよりかは、下がり幅は少な

くなっております。ちょっと今手元に詳しい資料がありませんので、深くまではあれですが。そ

ういったような事情で財政的にはですね、当初の予想よりかは交付税に関しては当初心配したほ

どではないというところでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 当初、合併１０年が過ぎると、毎年２億年ずつ減るというような話をさ

れておりましたが、おそらく７，０００万くらいの減額だったと思うんです。ということは、１

億３，０００万、この１億３，０００万をですね、これが持続するかどうかはまだ分かりません

けれども、今の時点で１億３，０００万をですね、有効に町民のために子育て世代のために高齢

者の福祉のためにですね、使っていただきたいということを申し上げます。それと、アンケート

調査ですが、ホームページ見ますとですね、子育て支援センターだより、ぽかぽかというのがあ

ります。これＰＤＦで開くようになっていますが、これをＳＮＳ等を利用して子育て世代の皆さ

ん方に直接配信するようなことはできませんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 直接ＳＮＳ等を使ってということでございますけど、現在検

討はしておるところでございますが、なかなか現場の意見を聞きますと、例えば事前の登録が必

要であるとか、そういったところに課題はあるかなというようなところを現場の声としては聞い

ております。検討はして参りたいと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） ぜひ検討していただいてですね、これができれば双方向性でアンケート

調査しなくても反対にそのＳＮＳを活用して意見も聴取できるようなことにもなると思いますの

で、ぜひ進めていただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 午前中の一般質問は、ここまでとし、暫時休憩とします。１３時、午後

１時からということでお願いしたらと思います。 

 

午前１１時４８分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 
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○副議長（寺岡保君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、中田厚寬議員の発言を許します。 

○１４番（中田厚寬君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 中田議員。 

○１４番（中田厚寬君） １４番、中田です。 

〔中田厚寬議員登壇〕 

○１４番（中田厚寬君） ３月議会にあたり、４つのことについて質問させていただきます。私

も議員生活１８年あまりになりますが、今まで先輩議員の方達が言われてきたのは、「副議長や議

長になったら一般質問なんかはだいたいせんのぞ。」というようなことをよく言われておったのを

耳にしております。そういうことをあえて、議長にならせていただいても一般質問するというこ

とは、４年間議会改革委員として日本全国いろんな地域へも研修にも行かせていただき、勉強も

さしていただきました。そういう意味でも、堀本局長が言われるように、「全議員が一般質問をす

るのがふさわしいんぜ。」というようなこともよく言われております。そういう意味で議長として

質問することはちっともいけんことじゃない、やってくださいよということで、私もまさか議長

になるというようなことは思ってもおりませんでしたので、一般質問をしたいという気持ちで考

えておったので、一般質問をさせていただきます。まず、４つのことですけれども、義務教育の

学校に夏場クーラーの設置を。２番目に病児保育の実現にむけて。３番目に３期目の町政で人口

減少対策についてどう取り組んでいくのか。４つ目に国体にむけてゴルフ場とライフル射撃場会

場までの道路の清掃についての４点についてご質問を致します。 

まず、クーラーの設置でございますが、内子町内の義務教育機関は、小学校７校５９教室、中

学校４校２６教室ありますが、どの学校も普通教室にクーラーが付いているところはないようで

す。職員室や図書室、コンピューター室など特別教室に設置されている所がほとんどのようで、

猛暑が続き、熱中症の患者が頻繁に出る頃になると、校内で調整をしてクーラーの設置されてい

る教室で授業をすることもあると聞きます。町内の中学校が学力で県下でも低い位置にあると聞

いています。少人数の子ども達の健康を守ると共に学力向上に向けて、町長が公約にも掲げてお

られる「子ども達に夢を」に近付いていくのではないでしょうか。内子町では、クーラー設置な

どのシミュレーションはされているのでしょうか。一日も早いシミュレーションを立てていただ

き、学力向上との変化等についても研究していただきたいと思いますが、町長のお考えをお伺い

致します。 

２番目に、病児保育の実現に向けて。病児保育は、子どもの病気やけがに対して保護者が共稼

ぎなどの理由から自宅で看護できなかったり、保育園や幼稚園、学校に通園、通学ができない場

合、一時的に子どもを預かり専門的な看護・保育をおこなう。厚生労働省は、平成２７年４月、

病児保育事業実施要綱を定め、市町村を実施主体に推進していて、市町村は小児科や保育園など

を対象に病児保育室の設置・運営を委託することができる。県内の同室開設は１１施設を数える

ということで、南予での４月より愛南町で実施されます。県下で宇和島市、大洲市に次いで３番

目となるようですが、西予市でも具体化へ進められておられるようです。今、特に政府でも言っ

ておられるように働き方改革に力を入れておられるようです。是非とも子育て支援の意味からも
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病児保育の実現を望みますが、町長のご所見をお伺い致します。 

 ３つ目に人口減対策について。「出生数発の１００万人に割れ。１６年９８万１，０００人少子

化止まらず」の見出しで、新聞が報じている。２０１６年に生まれた赤ちゃんの数は、過去最少

の９８万１，０００人。前年比約２万５，０００人減と見られ、現在の形で統計を取り始めた１

８９９年以降、初めて１００万人の大台を割り込む見通しになったことが、２２日厚生労働省が

公表した人口動態統計の年間推計で分かった。一方、亡くなられた人は昨年より約６，０００人

多い１２９万６，０００人とみられ、死亡数から出生数を引いた人口の自然減は、過去最大の３

１万５，０００人と推計される。厚労省は「主な出産世代とされる２０代から３０代の女性人口

減が大きな要因。人口構造が変わらない限り出生数の減少傾向は続く。」としている。政府は、若

い世代が希望通りの数の子どもを持てる「希望出生率１．８」の実現を目指し、子育て支援や若

者の雇用対策を進めているが、少子化に歯止めがかからない実態が改めて浮き彫りになった。塩

崎恭久厚労相は２２日の記者会見で、「出生数の動向は厳しい状況が続いている。子育て支援など

に引き続き力をいれていく。」と述べた。１６年に結婚したカップルは、昨年より約１万４，００

０組少ない６２万１，０００組で戦後最少。離婚したのは、約９，０００組減って２１万７，０

００組だった。１６年のデータを平均すると、３２秒に一人が生まれ、２４秒に一人が死亡。５

１秒に１組が結婚し、２分２６秒に１組が離婚した計算になる。死因別では、ガンが３割近くを

占め、心疾患、肺炎と続いた。日本の人口は、２００５年に死亡数が出生数を上回り、自然減に

転じた。２００６年は出生数が上回ったが２００７年以降は自然減が続き、２０１６年で１０年

連続の減少になる。女性一人が生涯に産む子どもの推定人数を示す合計特殊出生率は、２００５

年の１．２６ポイントを底に緩やかな上昇傾向にあり、２０１５年は１．４５と前年から０．０

３ポイント回復した。１８９９年の統計開始以降、出生数が最多だったのは１９４９年の２６９

万６，６３８人であった。県内の人口の推移を見てみると、「人口減少問題を確実に改善できる特

効薬はない。出生率回復、人口流入、流出抑制の３点から息の長い取り組みを進める必要がある。」

中村時広知事は、２月、２０１５年国勢調査の速報値を受け、県庁での定例会見で強調した。県

内人口は、１９８５年の約１５３万人を境に減り続けており、２０１５年は約１３８万５，００

０人だった。前回１０年の調査から全２０市町で約４万６，０００人減少。６０年には約８１万

４，０００人になると推計されている。「一番は子どもが減っていると感じる。」１５年の４，０

７２人から６０年には１，４７４人に減少するとされる松野町。主婦５０歳は、「子どもに対する

細やかな指導など現在は小さい町なりの特徴があるが、将来は年寄りばっかりにならないか心配

だ。」と声を落とし、子育て世代の雇用を創出する必要性を訴える。県は１５年度、県人口ビジョ

ンと県版まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定。６０年の人口推計値に、２０万人以上を上積

みするとの目標を打ち出している。１５年の愛媛の合計特殊出生率、女性一人が生涯に産む子ど

もの推定人数は１．５１で全国２０位。この５年間は１．５から１．５２で推移し、１９年まで

の目標は１．５８程度までは道半ばだ。人口減少問題に対する県独自の取組としては、えひめ結

婚支援センター、県法人会連合会運営があげられる。現在までに延べ１万組を超えるカップルが

成立し、報告がよせられただけで、７００組以上がゴールインした。愛媛の１５年の初婚年齢は、

夫３０．２歳、全国平均３１．１歳。妻２８．７歳、２９．４歳、共に全国３位につけており、

成果の一端が表れつつあるようだ。平行して、産業力の強化や、若者の地元就職の支援。移住コ
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ンシェルジュの配置など、あの手この手を展開。移住者は１４年の６０人から、１５年度は２７

４人に増えたとする。この他、人口の落ち込みが著しい南予では、雇用の受け皿となる企業誘致

を進めている。ただ、県は対症療法だけでは解決できないとし、働き方改革、医療の充実などを

通したオール愛媛、態勢の必要性を強調する。人口減少は、日本全体が抱える問題。地域間の競

争と協調による打開へ試行錯誤の道のりが続く。国と県のことを言ってきましたが、内子町につ

いてみると、平成１７年１月に一般的に２万７００人と言われていた人口が、平成２８年１月に

は１万７，１９２人となり、３，５０８人の減少で１年間に約３００人の減少が続いている。私

の子どもが山梨県甲府市に住んでいますが、隣町の甲斐市などは人口がどんどん増加していると

言います。聞いてみると、平成２７年１月から１２月までで約１，０００人増加していました。

甲斐市は公的サービスが整っており、病児保育や子育て支援が整っていて住みやすく、子育てす

るなら甲斐市に住みたいという若者が多いため、人口も増加しているのだと言います。病児保育

の利用料なども無料だと言っていました。公的サービスもより質の高い所まで進んでいかないと、

人口も増えないのではないかと思います。今後、内子町としてどの様に取り組んで行かれるのか

町長にお伺い致します。 

続いて、国道３７８号内子ロータリーについて質問します。今年の秋、９月３０日土曜日から

１０月３０日月曜日に、「君は風いしづちを駆け瀬戸に舞え」のスローガンの下、愛媛県下１９市

町で、愛顔つなぐえひめ国体が開催されます。内子町では、ゴルフ競技と小田城の台でライフル

射撃競技がおこなわれます。内子町も早くから国体推進室を設け、長崎や和歌山国体など会場見

学へ行き、努力をしていただいておりますが、国体ともなれば、全国から内子町にも選手の方や

応援の方、また国体関係者が数多く来町されると思います。高速道路が完備されましたので、遠

距離の方々は、内子五十崎インターを利用され、特にライフル競技の方々は、国道３７９号の内

子ロータリーを往復されるのではないかと思います。小田方面からからりを過ぎて、国道５６号

に登られる内子ロータリーの歩車道境ブロックより車道側に、砂や土が溜まって雑草が生えてい

る状況は、あまり良い光景とは思えません。内子町にとって恥ずべき状況だと思います。１、２

年前に大瀬自治会の行政懇談会でも「雑草が生えていたり、砂や土が溜まっているので見苦しい

が、何とかならないのか」という町民の要望があり、「県管理の道路でありますが、なんとか連絡

をとりあってみる。」との答弁があったと思います。近くにはからりがあり、年間何十万人の人々

が訪れており、言わば内子の顔のようなところです。盆前には、国道３７９号線も全線草刈や樹

木剪定の工事が県から工事発注されていますので、その時に草を表面だけ刈るのではなく、予算

を少し増やしてでも、土や砂を除去してもらえれば、現在のように草を刈った後、すぐに草が生

えたりしないと思います。毎年とはいいません。国体のある今年は、是非ともきちんと掃除をし

ていただきたいと思いますが、町長のご所見をお伺いして、私の質問と致します。 

○副議長（寺岡保君） 中田 厚寛議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 中田議員のご質問にお答えします。私の方からは人口減の問題につきま

してお答えをしたいと思います。基本的には、先ほどの森永議員のご質問にお答えしたとおりで
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ございますんですけれども、この人口減の問題というのは、内子町にとっても大変大きな課題で

ございまして、たしかに１万２，０００人プラス１，３００人くらい上乗せした形でということ

はしてますけど、やっぱり下げ幅をなんとか少なくしないといけないし、可能であれば増やして

行くということも考えないといけない。それが施策だというふうに思っております。しかし、そ

う右から左、簡単にいくこれは課題ではありません。やっぱり町の人達や町外の人たちが内子に

住んでみたいな、ここへ来て暮らしてみたいなという魅力をひとつひとつやっぱり高めていく以

外にない。雇用、ちゃんとした仕事を作って、そして子ども達が育って、そして税金をちゃんと

納めて、そういう富を生み続けるような仕事をきちんと確立すると。病気になった時には、すぐ

にお医者さんにみていただけるような医療体制をきちんと充実させると。子どもの支援を子育て

支援をしっかりとやっていく。さまざまな分野を一つ一つ組み立てていくということが私はとて

も大切だというふうに思ってます。その上で、今の若い人達がこの町はわくわくするよね、ドキ

ドキする町だよねというふうに思ってもらえるものは何か、いう頭一つ出たものを作り上げない

といけないだろうというふうに思ってます。それは、私は文化や歴史を大事にした、まさに日本

全国に世界に打って出れるような、そういう文化芸術を確立した町を一つ柱としてもう一つ立て

たらどうかなというふうに思っているところです。若い人達の力がこれはとても大切です。若い

人たちがそういう文化産業が担っていけれるような町を作っていかなくちゃならないなと思って

おります。ですから、大学を卒業したこの町出身の学生さん達が就活をする時に、この町に帰っ

てこないかい、この町でこんな仕事があるんだけど、こんなことやってみないかいと、積極的に

アプローチできるようなこともしていかなくちゃいけないし、今の若い人達だけじゃなくて経験

を持った人達もこの町で活かせるようなそういう仕組みを作っていかなくちゃならない。ようは

町の総合戦略、そして、人口ビジョンに基づいた総合戦略と総合計画をしっかりとつくりあげて

いくということが、大切だというふうに思っております。これは行政だけでできることではあり

ません。町の人達と一緒に、また関係団体と一緒にスクラムを組んでやっていきたいと。全力で

向き合っていかなくちゃいうふうに思っているところでございます。あとのご質問につきまして

は担当課長の方で答弁させていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） 私の方からは、義務教育の学校にクーラー設置をについてお答え

をさしていただきます。近年、猛暑が続いているという状況の中で、内子町教育委員会としては

子どもたちの健康管理や良好な学習環境を整える対策として、教室の壁や天井に扇風機を設置し

ております。議員ご指摘のエアコンの設置でございますが、熱中症対策の有効な対策であること

は十分認識しているところでございます。今まで最優先で取り組んでまいりました、校舎の耐震

化事業に一定の目処がついたことから、今後はプールや体育館を含めた施設改修を進めたいと考

えておりますが、夏休み前後の高温状態の中ででは、扇風機以外の対策が急務でございます。今

後は、国の補助制度や町の財政状況を見ながらの判断にはなりますが、計画性を持って前向きに

エアコン設置を進めて参りたいと考えております。なお、参考と致しまして、設置した場合の概

算費用を報告させてもらったらと思います。小・中学校、全普通教室に設置した場合でございま
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す。先程、議員申されました、８５教室ございます。ひと教室１６５万円程度設置がかかります

ので、総額で１億４，０００万という数字が出ております。以上、答弁とさせていただきます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からは、病児・病後児保育についてお答えをさせてい

ただきます。共働き世帯においては、児童の突然の発病の際、容易に仕事を休めないという現状

があることにつきましては、私どもも十分認識しているところでございます。病児・病後児保育

をおこなう形態には、医療機関に併設する形、既存の保育園に設置をするという形態。そして専

用の病児・病後児保育だけを実施をする。そういう施設、３つの形態がございます。いずれの形

態の施設につきましても、事業実施のためには、看護師の配置、保育士等の確保、専用スペース

の整備など整えなければならない基準がそれぞれございます。既存の保育園、併設型につきまし

ては、例えば町内の保育園に病後児保育を行うための専用のスペースを確保することが出来る保

育園は今のところございません。また、医療機関併設型につきましては、いうまでもなく医療機

関の全面的な協力、ご理解が必要でございます。そういったことから今後の取り組みにつきまし

ては、検討課題ということさせていただきたいというふうに考えております。ご理解をいただい

たらと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 私の方からは国体に向けた道路の清掃等についてご答弁さ

せていただきます。国が管理する国道５６号、県が管理する国道３７９号線につきましては、道

路利用者の安全な通行に支障がないように、限られた予算を有効に活用しながら除草などの維持

管理に努められているところでございます。今年秋に開催される国体時には、県内外から多くの

方が訪れるということから、必要な範囲を調査致しまして、国、県と連携を図りながら、国体開

催時までには、清掃等が実施される予定でございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１４番（中田厚寬君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） クーラーの設置ですけれども、８５普通教室ということで、２箇所に

１６５万、１億４，０００万からのお金がいるというお話でありましたが、これはよそのことで

すけど、松山市が民間資金を活用して、社会資本を整備するということで、ＰＦＩ事業でおこな

って、２０１７年の４月、今年の４月からですけれども、２０１９年の１月までに１９９億１，

９９６教室に設置をするということが言われております。内子町には普通教室はないので、先ほ

ども申したように、猛暑が続く時には先生の配慮で特別教室で午後からは授業するかのとかいう

ようなことで、やっておるんだということもちょいちょい聞くわけですけど、内子町の財政から

みると、稲本町政８年の実績の中で、だいぶん改善をされて、公債比率なども平成２２年に１４．

２％で、平成２７年の６．４％と県内の自治体でも上位にランクされるようになり、地方債など

も１０年前と比較すると、１５１億円ほどあったものが、今年今年度８６億９，０００万あまり
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で、６４億１，０００万円ほど返済をされております。稲本町長になられてから、学校建設、庁

舎や学校耐震化など、大きな事業も次々と消化されて、住民の付託に応えてこられ、この様に借

金も返済されたのは、町長の手腕のたまものだと感謝を申し上げます。同僚議員からも意見が出

ていましたが、必要なものについては積極的に予算を使うことについては、町民も納得されるの

ではないかと思いますので、先ほどからのお話もあったように、交付税の削減というようなこと

で、５年間で１０億くらい減らされるんじゃないかというようなことや、いろいろ噂をされてお

りましたが、それほどは減額されんで済んどるというようなことのお話もあったようですけれど

も、ぜひとも子ども達に夢をということで、子ども達も今、大瀬の小学校もこないだ２５日に落

成式を迎えて本当に近代的な立派な町産材を使った木造校舎を建てていただいたわけですけど、

子ども達も大変喜んでおります。また、学童保育なども放課後のやっていただくということで、

今大変、大瀬地域は若いお母さんたちはウキウキされとるというか、喜んでおられるわけですけ

ど、ぜひとも子ども達に夢をということでしたら、子ども達がよその方のいとこや親類などが一

緒になった時にでも、内子の学校は普通教室にもクーラーがついとるんぜというようなことで、

子ども達は言うと思います。そういう意味で、本当に夏場の授業には汗がだらだら落ちて、答案

用紙や帳面は汚れてしまうような日もあると思います。そういう経験も私もしてきておりますけ

れども、そういう意味で是非とも許される範囲、徐々にではあっても、クーラーをつけていただ

くような方向で検討をしていただきたいというように思います。 

それから、病児保育の関係ですけど。 

○副議長（寺岡保君） 中田議員、今のは、答弁はいらないんですか。 

○１４番（中田厚寬君） 先ほどの答弁であらかた分かっておりますから、前向きに検討してい

くということでしたので、それ以上のことを言っても無理じゃないかというように思いますので。 

○副議長（寺岡保君） はい、了解しました。 

○１４番（中田厚寬君） 病児保育の関係ですけど、特に、これはいろいろと話はあるわけです

けれども、母子家庭の方がわりあい内子は多いというような話も聞くわけですが、そういう意味

で、今働き方改革等も言われておるような状態で、お母さんが子育てをしておって、子どもが病

気になったりした時などどうしても休まないけない。そして、所得も限られた所得の中で何日か

休むというようなことになったら大変生活にも影響してきますので、ぜひとも愛媛県全体でも１

１施設ができておるというようなことで、医療関係のところの協力がなかったらこれはなかなか

できないと思いますけれども、そういう意味でこのことについては、できるだけ大洲市などもや

っておられるというようなことで、早急に取り組んでいただきたいというように思いますが、こ

のことについてもう一度ご質問を致します。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 病児・病後児保育の実施につきましては、今後の検討課題と

さしていただきたいということで、答弁をさせていただきました。この事業の実施するにつきま

しては、病児保育というのは、病気になってから子どもさんがいらっしゃるということで、どれ

くらいの人数の方がいらっしゃるのか。病気の流行してない時にはゼロになりますし、流行期に

は、たくさんの方の利用が想定をされます。どれくらいの人員を確保しなければならないのかと
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いう問題もあろうかと思います。それから、病気の病状や、病気の種類によっても変わってきま

す。感染症であるとかになりますと、対応についても専門的な知識が必要になってくると思いま

す。この辺りの諸課題を解決をしていかなけばならないと考えておりますので、今後検討をさせ

ていただきたいと思います。 

○１４番（中田厚寬君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 中田議員。 

○１４番（中田厚寬君） 前向きに検討していくということでございますので、そのことについ

て希望をもっておきたいというように思うわけですけれども。わりあい現在は、核家族が進んで、

言えば子どもが熱を出した、病気になったと言っても、孫の面倒みよってあげるけん、あんた心

配せんでもええけん行っておいでよというような家庭が大変少なくなっているのは現実でござい

ます。そういう意味と、特に先ほど申しましたが、子どもが山梨の方におりますけど、「お父さん、

隣の町はどんどん人口が増えよるんぜ。」というけん、「どうしてそがいに今大変厳しい時代に増

えよるんぞ。」というたら、「公共施設がものすごく整っておるんよ。」ということで、「若い人ら

がどんどんそっちに移りよるんぜ。」というようなことも聞きましたけど、そんな関係で、病児保

育の医療費なども無料だということを聞いて大変驚きましたけれども。若い人達の子育てがスム

ーズにできるような方向でも、ぜひ取り組んで行きたいと思いますが、前向きな答弁をいただき

ましたので、ぜひとも実現していただきたいというように思います。 

それから、人口減少問題ですけれども、これは大変、議員の仲間でも先輩の議員達が内子町に

も結婚支援センターみたいなのを開設してはどうかというような意見も議会でも度々出ておった

ことありますけれども、なかなか難しい問題だということで、そういったことには至っておりま

せんでしたけど、今、西予市や東温市などが優秀な企業が時々進出してきております。そういう

意味で県のいろんなアドバイスがあったりするんだろうというふうには思いますけれども、内子

町にも５０人や１００人程度の方が来て企業誘致をして進出してこられるような平らなところは

たくさんあります。そういう意味で、役場の中ででもプロジェクトチームのようなもの作ってで

も優秀な企業が少しでも進出していただいたら、いろんな面で人口減少から始まって、子育て支

援からいろんな面が整っていくような気もするわけですけど、内子町も工業団地を作っていただ

きましたけど、なかなか工業といいますか、工場が進出していなくて、今介護施設とかいろんな

他の施設に生まれ変わっているようなところもありますけれども、やはりそういった専門的な分

野で企業誘致なども進めて、少しでも人口減に歯止めがかかるようにしていただきたいと思いま

す。大瀬で言いますと、青葉台団地を作っていただきましたけれども、当分、家も建たずに私た

ち地元の議員としては、なんとかあんたらの力で販売でもなんでもせんといかんぜというような

ことも言われたりもしておりましたけれども、現在はほとんど埋まって、何人かの世帯が増えて

そこの地域の大瀬の中野地域ですけど、人口が一番、大瀬の自治会８部落の中でも一番人口減少

が少ない地域で、大変運動会でも若い人がどんどん走ったり、いろいろして、地域にそういった

人達が増えてくるというのはええなということで言っておりますけど、やはり住宅地が出来たり、

いろんなそういうプラス要因が整うと、人口が増えるということは、実証されておりますので、

ぜひとも前向きに、企業誘致なども進めていただきたいというように思います。そのことについ

て一つ。先程も施政方針演説でもありましたけれども、バイオマス発電などもできるような運び
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になって、何人か雇用もできるんだろうというように思いますけれども、そのことはある程度確

定をしておるようですので、その他にもいろんな前向きな話があるようでしたらお聞かせいただ

いたらというように思います。 

○町長（稲本隆壽君） 副議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 大事な分野の事業だと思いますから、今後とも積極的にですね、いろん

なところに働きかけをやっていきたいというふうに思っておるところでございます。 

○１４番（中田厚寬君） 副議長。 

○副議長（寺岡保君） 中田議員。 

○１４番（中田厚寬君） ３７９のロータリーのところですけど、からりは年間何十万人もの人

達が訪れて、また昨年は数ある道の駅の中の最優秀というようなことで、６つの道の駅が表彰さ

れましたけど、その中の一つです。そういう意味で、本当にからりというのは、うちこの顔にも

なっておりますから、そこの周辺が清掃されていないというのは、本当に残念な気がします。そ

ういう意味で先程申したように、草を刈るだけではなくて、土から砂から除けてもらって、すぐ

に３、４年では雑草が生えないという状態に保っていただきたいなというように思います。この

ことについては、また県と町と協議をされて、清掃されるということですので、そのような方向

でお願いしたらと思います。これで、私の質問は終わります。以上です。 

○副議長（寺岡保君） ここで暫時休憩します。 

 

午前 １時３８分 休憩 

 

午前 １時３９分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、寺岡保議員の発言を許します。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡議員。 

〔寺岡保議員登壇〕 

○１３番（寺岡保君） ３月議会にあたり、もうこれが最後の今年度４年間の間の一般質問が今

日で終わりということで簡潔にやりますということを総務課長に言っておりますので、簡潔に行

いたいと思います。 

職員の人事管理について。職員の人事異動基準について。職員の人事異動について３点質問致

します。毎年４月に、年によっては１０月にも人事異動が発令されております。議会事務局長の

ようにある程度長期間の在職を求められる職種もありますが、逆に長期に在職させるべきでない

職種もあります。また、その課なり、係に経験年数の長い職員がいることによって、能率があが

ったり、経験年数の浅い職員ばかりで構成されていることによって能率の低下することも考えら

れます。そこで、町長はどのような基準をもって人事異動にあたっておられるか、例えばこの職

種は３年、あの職種は４年といったような異動の基準があるのかどうか、基本的なことをお伺い
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します。 

 ２番目、長期在職者、短期在職者に対する考え方について。一定の部署には長く置かないとい

った基本的な考え方はあると思いますが、十数年以上も同一部署にあって異動しない職員もおり

ますし、逆に１年、２年と頻繁に異動している職員も見受けられます。極端な長期在職者、短期

在職者についてどのような考え方に基づいて対処しておられるのかお尋ねを致します。 

 管理職昇任試験について。職員の昇任にあたっては、管理職試験を実施している団体もありま

す。試験には良い点、悪い点があると思いますが、試験制度についてどのようにお考えかお伺い

致します。簡潔で誠意ある答弁を求め、私の一般質問と致します。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡保議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 小野植副町長。 

〔小野植正久副町長登壇〕 

○副町長（小野植正久君） それでは、職員の人事管理について私の方からお答えを致します。

まず、職員の人事異動基準でございますけれども、特に定めた基準等はございませんが、職員の

資質の向上とともに、組織に活力を与え、事務事業の促進を図るために、各課・室の職員構成、

年齢構成等の均衡化に努めながら、適材適所の人員配置を行っております。なお、年度途中での

人事異動につきましては、中途退職者等があった場合に発令を行っております。次に、長期在職

者、短期在職者に対する考え方でございますけれども、長期在職者、特に１０年以上在職してい

る職員については、積極的に異動を行っておりますが、先程申し上げました各課・室の職員構成、

年齢構成等の関係で長期在職又は短期在職となっている職員もおります。今後は、出来るだけ長

期在職にならないよう人事異動を行って参りたいと考えております。 

 次に管理職の昇任試験についてでございますが、現在当町では実施をしておりません。まず、

良い点につきましては、能力実証によるキャリア形成について自ら計画することができる点など

があろうかと思います。悪い点としては、組織が望む人材を必ずしも昇任できないことや、試験

の成績と管理職としての資質とは必ずしも相関関係にはないという点などがあります。また、昇

任試験を実施している市町村では、何度か受検することにより、昇任意欲が低下したり、元々昇

任意欲がなかったりで、受験者数が減少しているところもあるようでございます。試験に向けた

勉強が、自己研鑽の機会として重要であること、試験制度が職員や組織全体のレベルアップに繋

がることなども考えられますが、内子町においては、職員一人ひとりの顔が見える環境下におい

て、その職員の適正や資質、能力を総合的に判断して管理職の登用しており、今のところ管理職

昇任試験を実施する考えはございませんので、ご理解を賜りたいと思います。以上、答弁とさせ

ていただきます。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） １番の職員の人事異動の基準についてなんですけど、私がみる限りでは

不平不満も出ておる課長さんもおられるようですけど、その仕事にあわない人員、人間が組み込

まれておるから仕事の内容が前向きに進まないと。仕事が遅れる。この職員のもっておる機能、

技術、いろんな問題があると思うんですけど、私はちょっとあってないんじゃないんかなと。こ
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ないだもある課長さんが言われました。だから、今度一般質問で出しているからなんとか返答が

あるぞよということは言ってはおるんですが。今の所、たしかに若い職員、大変おります。ただ、

その若い職員が自分に合わない職種のところに配置をされた時に、仕事が満度にできないんじゃ

ないかなと。そこらあたりどのように考えておられるのか。完全にその職員が本当にその職種に

あった仕事についておるのかおらないのか。そこらあたりはどのように調べられておるのか。そ

れをお聞かせ願いたい。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） ある程度、本人の希望そのままというわけにはいかないんですけど、

２年に１度はですね、アンケートといいましょうか、申告もしていただいてですね、そういうも

のも参考にしながら、配置をしております。またそういうことも重ねながらですね、現在のそれ

ぞれの配置になっているということでご理解をいただきたいと思います。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） それはだいたいは分かるんですけど、仕事をやりますと、工事をやりま

すと言われておりながら１年半も経ってもできないところもあるんですよ。やっと図面ができた

と。分庁と本庁とがあるんですが、担当は分庁だからというわけなんですよ。そしたら今度、分

庁に行けば、あれは本庁の建設課の仕事でまだできてないのよと。私はそこらあたりの連携もう

まくとれてないんじゃないかなと。１年半経ってやっと予算が付いて、こないだ一つ入札が終わ

りました。もう一カ所は、坂本龍馬が船に乗ったところのトイレ、あれでもちょっといざこざが

あったみたいで。私は連携がとれてないんじゃないかなと。だから、本人がそれだけの仕事が出

来る能力が本当にあるのかないのか。もう一度、そこらあたり調べていかなんだら。やっぱり町

民からの不平不満があれできるいうたのにできんじゃないかと。いつできるんぞと。町長がやる

っておいたんだから、必ずできると。それにしても長すぎへんかと。どのようなことでそういう

ふうに長くなるのか。私はいろんなことがたぶん遅れては来ているとはおるんだろうと思うんで

すよ。なんぼやりますと言っても。だからその人の考え方、管理職の考え方、また部下の考え方、

そこら辺りがうまいこと連携がとれてないのかなと。それだったら、もういっぺん見直しをして

いただいて、完全に管理職と部下との連携がうまくいくようにとられたらどうでしょうかと私は

思うんですが、いかがなものでしょうか。 

○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） 個々の問題はあったかもしれません。ちょっと私もその辺の詳細はです

ね、押さえておらないわけでございますけれども、一応、やるといったようなものについては早

急にやるということでございます。ただ、人事異動の中でですね、やっぱり私達の方針としては

なるべく若いうちはいろんな各課を経験してこういう仕事もあるのかとこういう仕事もあるのか

ということを経験していこうと。そして、その上でだんだん自分にはこういう分野が向いている

なというのが分かってくると思います。上司もこの職員は、こういう分野が向いているのかなと

いうのが分かってくると思います。そういう職員はそれで専門化さしても私はいいんじゃないか
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なというふうなことで今対応をしております。また、戸籍のようにですね、これは戸籍法の絡み

がありまして非常に間違いが許されない部署もございます。こういう部署は、長期化せざるをえ

ないというところがありますけれども、あと若手を育成していくということも必要かというふう

に思っております。いずれにしてもその場の課のもっている業務、また課を構成している職員の

全体的な能力の度合い、そういうものを総合的に勘案して、一番いい体制を問題があれば改善し

ていく。今後もそういう方針でやっていきたいというふうに思っているところです。どうぞご理

解をいただきたいと思います。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） もう一点だけ、簡潔にやると言っておりますので、もう一点だけやらせ

ていただきたいと思いますが、こないだですね、ある課に行ったんですよ。名前は言いませんけ

ど、おそらくだいたい分かると思われると思うんですが。どうしてこれができないんですかとな

ぜ、これが１年半もかかっておるのにできないんですかと、私課長さんに聞きました。そしたら

手が足らないと。うちの課は手が足らないと。手が足らないんであれば町長さんに言って、人間

を増やしてもらったらいいんじゃないのと言ったんですよ。そしたら、いやそれができないのよ

と。なんでできないのと。手が足らないんだから、仕事ができないでしょう。仕事をする為には

手を入れないけん。臨時でもなんでもかまん、一時でも入れてもらって、その仕事が終わるまで

やって、町民の皆さんから税金をいただいておるわけですから、迷惑をかけないようにできるだ

け安全・安心なまちづくりということで謳われておるなんですから、私の考えでは、その課は手

が足らないという管理職さんは、私はおかしいと思うんですよ。それははっきりと課長会の時で

あろうと、単独であろうと私は言うべきだと思うんですが、言っても入れていただけないんだっ

たらしょうがないといったらおかしな言い方かもしれんけど、できるだけ町民の皆さんに迷惑を

かけないようにするためには、手が足らないでは私は済まないと思うんですよ。そこら辺りをは

っきりしていただいて。手が足らないなら手が足らないとはっきり言えば、町長さんもそれでは

いけんぞということは言わないと思うんですけど。そこら辺りはやっぱりもう一度見直しをして

いただいて、本当に手が足らないのか、それとも能力がないのか、はっきり言って。そこら辺り

をはっきりしていただいて、町民の皆さんにはできるだけ迷惑をかけないように。そして、また

議会で出来ることであれば、相談をしていただければ、それなりの協力も致します。もうすぐ選

挙になりますから、ふた月ほどですので、あと。やりますと言ったってなかなか無理かもわかり

ませんが。私は相談をしてほしい。ほうれんそう、報告、連絡、相談。これが今のところだいた

いないでしょう。管理職からも。だから、自分一人で考えて。出来ないことを考えたってできな

いんですから、相談する方が私はいいと思うんですが、そこらあたりもう一度、課長会ででも見

直しをしていただいて、できるだけ町民の皆さんに迷惑をかけないようにしていただきたいと。

これで終わりです。以上です。よろしくどうぞ。 

○議長（中田厚寬君） それでは、ここで１０分間休憩をします。２時１０分まで。 

 

午後 １時５７分 休憩 
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午後 ２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。 

次に、山本徹議員の発言を許します。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） ６番、山本です。 

〔山本徹議員登壇〕 

○６番（山本徹君） ３月議会にあたり、高齢者問題とふるさと納税について、一般質問を致し

ます。まず、最初に高齢者問題です。内子町に限らず、全国的に大きな問題が高齢者問題である

ことは言うまでもありません。内子町において合併後の人口の減少は著しく、平成１７年１月末、

２万７９６人であった人口が、１０年後の平成２８年１月末では１万７，５０１人と１０年間で

３，２９５人減少しています。減少率は１５．８％と驚くほどの減少です。また、高齢化率の変

化は平成１７年度３１．５％、２８年３７．６％、６ポイント上昇しています。ちなみに、高齢

化率の愛媛県平均は、３０．３％、全国平均は２７％となっています。まさに、その減少は脅威

であり、町の存続にも不安を抱くような状況です。さらに、介護サービス等を受ける認定者は、

平成２１年１，１８９人、平成２５年１，２９２人と上昇を続けている現状であります。それぞ

れが各家庭で高齢者の介護、見取をしていた時代は終わりつつ、介護施設へ入所、病院への入院

が必然となっています。医療・福祉の充実した地域社会への進行に感謝をしたいとは考えますが、

内子町において介護施設等の需要と供給のバランスが取れているのかどうかについて伺います。 

１番初めに、町内にある老人ホーム及び介護施設またサービス付き高齢者住宅の入所者は、そ

れぞれ何人か伺います。２番目に、現在入所者率はそれぞれどのような状況かを伺います。３番

目に、現在、入所待機者があるのかどうか。いるとしたら何人おられるのか伺います。４番目に

地域で支え合う地域介護グループは、内子町内に出来ているのかを伺います。５番目に今後、内

子町において、介護施設等の建設計画があるのかどうか伺います。 

 次に、高齢者の生きがいづくりについて質問を致します。６０歳あるいは６５歳までに会社等

を退職される方がほとんどだと思いますが、６０歳６５歳はまだまだお元気で現役そのものです。

むしろ、恵まれた社会に育っている現代の若者よりも体力があるのではないかと思うほどです。

そうした元気な高齢者が第２の人生を再出発されて、生き生きと元気に歳を重ねられていくこと

が健全な高齢化社会であると考えています。そうした人生の再出発を支援していくことも大切な

福祉であり、町の大きな財産につながっていると考えます。町にとって高齢者を一人失うことは、

図書館を１つ失うと等しいことだと聞いたことがあります。高齢者の方が元気に過ごされている

ことはまさに町や地域の財産です。そこで、次のことについて質問を致します。始めに高齢者、

熟年者が活躍できる機会、いきがいづくりの場所があるのか。２番目に、再出発を支援したり、

仲間づくりの機会づくりが社会教育、自治センター活動として出来ないか。３番目に熟年者の再

就職希望者やその支援体制はあるのかについて伺います。 

 最後に、ふるさと納税についてお伺いします。この議会でも何度かふるさと納税について議論

されてきましたが、平成２７年度から内子町でもふるさと納税制度が実施されている。そこでそ
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の現状等について伺います。はじめに、２月６日の愛媛新聞に「ふるさと納税制度」の特集が組

まれていましたが、内子町の現況はどうなっているのか。また、ふるさと納税額がいくらあるの

か。年度ごとにお答え下さい。２番目に返礼品の是正を求めることが記載されていますが、内子

町の返礼率、返礼品について現状を伺います。３番目に県内自治体のアンケート結果も記載され

ていますが、その中で内子町は制度は評価する。返礼品の是正については「必要だ」とされてい

ます。具体的に何を評価し、何の是正が必要なのか伺います。以上です。 

○議長（中田厚寬君） 山本徹議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からは高齢者問題についてお答えをしたいと思います。

まず、町内の老人ホーム及び介護施設、サービス付き高齢者住宅の入所者の状況でございます。

町内には２月の段階で介護保険施設、特別養護老人施設が３施設ございまして、そちら１３０床

ございます。いずれの施設も現在のところ満床でございます。介護老人保健施設につきましては

３施設、１８９床でございます。こちらも満床でございます。グループホームは７カ所、１０８

床でこちらもほぼ満床の状態でございます。ケアハウスは１箇所、３０部屋ございます。サービ

ス付き高齢者住宅が２箇所で４３部屋、それぞれ若干の余裕があると聞いております。また入所

施設ではありませんけれども、短期入所施設、いわゆるショート利用でございますが、これが１

箇所５２床でございます。こちらの施設につきましては、在宅のサービスに合わせて利用をされ

ています。週及び月により込み合う時期もございますけれども、概ね順調に運営がおこなわれて

いるようでございます。それぞれの入所者の率ですけれども、特養施設、老健施設とも先ほど言

いました満床でございますので、入所者率は１００％でございます。グループホームは９８％、

ケアハウスが８６％、サービス付き高齢者住宅が７０％という状況でございます。現在、入所待

機者があるのかどうかでございますけれども、２８年４月の調査をおこないました結果では、そ

れぞれ待機者は特養が２２７名、老健が１０９名でございます。特養と老健をあわせ、その重複

申し込みを取り除きますと、申し込みが２８７名。その中で介護３、４，５で在宅や病院入院の

方が６１名という状況でございます。グループホーム７事業所では、申し込みをされている方は

２６名でございます。続いて、地域で支え合う地域介護グループが内子町で出来ているのかどう

かでございますが、地域又はグループで介護をおこなう組織は現在のところ、内子町には組織は

出来ておりません。続いて、介護施設の建設計画でございますけれども、介護保険事業３年間を

区切りとした事業計画を策定して実施をしておるところでございます。現在第６期介護保険事業

計画、これは２７年度から２９年度でございますが、これにより介護事業をおこなっております

けれども、今期第６期では新たな介護施設の整備計画はございません。 

 続いて、元気な高齢者の生きがいづくりでございます。熟練者が活躍できる機会、生きがいづ

くりの場所があるのか。再出発支援や仲間作りについてでございます。内子町ではそれぞれの地

域での自治会活動や地域でのボランティア活動においてその年代が主役となっていただいてご活

躍をいただいておるところでございます。その中でも特に城廻自治会でのコミュニティ･ビジネス、

花の苗づくり事業においては、このような熟年の方々が中心となって頑張っておられます。この
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ように各地域には、特色を生かした活躍の出来る機会や場所があることから、その担い手になっ

ていただきたいと期待もしているところでございます。また、教育委員会の事業の中でも、自治

会活動を支援する取組や高齢者教育等に力を入れており、熟年者の今まで経験や知識、技能など

を内子町のまちづくりに中で積極的に発揮していただくような事業を展開しております。また今

後も発揮していただける環境づくりをおこなっていきたいというふうに考えておるところでござ

います。最後に、熟年者の再就職希望者や、その支援体制があるのかというご質問でございます

けれども、内子町では内子町シルバー人材センターがその活動の場として組織をされております。

現在、１１２名が会員登録をされており、年間４００件程度の受注を受け、活動をしておられま

す。主に草刈とか剪定、障子張り、お寺の管理などの作業にあたられているようでございます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 私の方からは、ふるさと納税についてお答えをさせていただきます。

いずれも１番目から３番まで関連がございますので、一括して回答を致します。まず、内子町に

おける現況でございますが、平成２０年度から制度を導入致しております。年度別にその寄附額

を回答してほしいということですので、申し上げたらと思います。平成２０年度が１００万５６

１円、平成２１年度が１３４万３，７５０円、平成２２年度が３５０万１，０００円、平成２３

年度が２０７万７，０００円、平成２４年度が２４７万２，０００円、平成２５年度が４２０万

３，８００円、平成２６年度が４０４万２，８００円、平成２７年度が２，４２４万７，２８５

円、そして平成２８年度が 1月末現在で７７１万８，０００円、総額でこれまで５，０６０万６，

１９６円となってございます。当初、文字どおり内子町出身者からふるさとへの寄付金という形

で受け付けておりましたが、平成２７年６月からは、インターネットサイトである「ふるさとチ

ョイス」にも登録し、クレジットカードによる寄付の受付を開始致しました。さらに、昨年１１

月からは、ＪＴＢ西日本さんと覚書を結んで、寄付額に応じたポイントを発行し、そのポイント

の範囲内で返礼品を選べるシステムに移行を致しております。 

次に、内子町の返礼率、返礼品の現状についてご回答致します。平成２７年６月に「ふるさと

チョイス」に登録した段階では、５，０００円以上の寄付をされた方には寄付額に関わらず、３，

０００円相当の返礼品を送ることと致しておりました。送料を含めると約４，０００円程度の返

礼経費となり、返礼率は８割程度になっておりました。これはあまりにも全国から見ても高すぎ

るということで、平成２８年１月からは１万円以上の寄付者に対して従前の返礼品を贈る制度に

改めました。その結果、返礼率は４割程度に下がりましたが、寄附の申込が前年比と比べて２％

程度にかなり激減をしたため、昨年１１月からは先ほど申しましたポイント制に移行し、返礼率

も全国平均と言われております、５割に設定をしております。返礼品につきましては、ポイント

制導入以前は１１品目でございました。ポイント制導入に合わせて事業者を公募して、現在は４

５品目まで増えております。同様の制度を導入している自治体では１００品目以上の返礼品を用

意しているところが多くございます。今後も引き続き事業者を募集し、返礼品の充実に努めたい

と考えております。 

最後に、愛媛新聞に掲載されましたアンケートについて回答を致します。この中で、内子町は
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ふるさと納税制度について「評価する」とし、その理由として「魅力あるまちづくりに生かせる

から」と回答をしております。ふるさと納税制度は、厳密にいうと寄付ではございますが、使い

道を納税者が指定できる初めての制度でございます。また、自治体にとりましては、資金調達を

自律的に行える制度であり、出身者だけでなく内子町に想いを寄せる人々との関連性を高められ

る制度でもございます。そのため、ふるさと制度については「評価する」と回答致しました。一

方で、「返礼品競争」の是正の必要性については「必要だ」として、その内容は「品目を限定して

はどうか」、「返礼率の上限を定めてはどうか」というような回答をしております。これは、地域

と直接関係のない人気商品を返礼品として扱ったり、地域に工場が立地することを根拠に、大手

企業の人気商品を返礼品とする自治体があること、またふるさと納税を地場産業の振興に特化し

て捉え、寄附金のほぼ全額を返礼品に充てることで、異常に高い返礼率を設定している自治体が

あり、それらに寄付が集中するという現状を踏まえての回答でございます。内子町としては、返

礼品の競争に乗るつもりはありませんが、せめて平均値くらいの返礼率を設定しておかなければ、

寄附先として選択されにくいということも事実にはございます。ふるさとに寄与するというふる

さと納税制度の趣旨が生かせるように、なんらかの改善は必要だと考えてございます。以上でふ

るさと納税に関する答弁とさせていただきます。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） 最初に、老人ホームとかその他介護施設等の待機、待っておられる方の数

を言っていただきましたが、合計しますと２８７。それで長い人はどれくらい期間待っておられ

るのか。まずお聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 待機者がどの程度お待ちになるかということでございますが、

長い方だと２年ほどはお待ちになる方もいらっしゃいますが、待機される方は緊急度に応じて早

く入れる方もいらっしゃいますし、そういった状況をみながら対応させていただいているという

のが現状でございます。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） いろんな条件も考慮して適切に入っていただくというようなこと非常に大

切なことで町民も見守っておりますので、どうかよろしくお願いをしたらと思います。それで次

なんですが、地域で支え合う地域介護というのは、これからの高齢化社会にとって内子町でも研

究をしてみたらどうかと思いますがいかがでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 介護保険給付事業から移行された補助事業として始まってお

りますいわゆる総合事業の受け皿としての地域のグループの事だと思いますが、今のところ積極

的にグループの組織化を推進はしておりません。と言いますのが、どういうふうに安全性を確保

するのかというふうなこともありますし、サービスが低下するのではないかという部分もありま
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す。グループの育成につきましては、今後しばらくは研究をさしていただいて、対応していきた

いというふうに考えているところでございます。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） 今の将来的に研究をしていくということをいただいたんですが、ぜひとも

やっていただきたい。高齢化の問題は、本当に想像以上に我々のところに迫っているかと思いま

す。よろしくお願いを致します。 

 次に、介護施設の増設のことは今のところ考えることはないと言われましたが、介護施設を作

れば介護保険料が値上がりするということは、現状では現制度の中では仕方のないことですが、

将来に渡ってはこれもですね、研究の余地があるんではなかろうかと。どんどん待機者が増えて

いるんだろうと想像できます。いかがでしょう。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 現段階で入所施設が充足しているかどうかということにつき

ましては、先程いいましたように待機者がいらっしゃるということですから、充足はされていな

いというのが現状だろうと思います。県内の状況を見ますと内子町のこれはですね、愛媛県の高

齢者保険福祉計画の中で、一号被保険者に対する施設の整備状況というのがまとめられておりま

すが、内子町の整備状況は６．６％、県平均は５．１％でございます。内子町県内の市町の中で

は一番割合の高い地域にはなっております。ですから、今後高齢者の方々の人口増というのは、

十分予測はされておりますので、その辺りはしっかりと考えていただきたいと思います。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） ありがとうございました。それでは高齢者問題の最後にですね、稲本町長

の公約でもあります、「お年寄りに安心を」の実現について、３期目を迎えられた町政の中でどう

進められていくのか、お答えいただいたらと思います。 

○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） 高齢者の皆さん方っていうのは、いろんな経験をされて家庭を支え、地

域を支え、この町を支えて下さった大切な財産、財産という言い方は少しおかしいかもしれませ

んが、大切な方々ばっかしでございます。ですから、今後その方々のある面では第４コーナーが

充実したものになるようにですね、移動手段の確保でありますとか、社協がやっております生き

がいサロンの充実であるとか、そういったものをきちんと一つ、一つ、整備できたらいいな、整

備していきたいというふうに思っております。特にデマンドバスについては福祉バスと重なって

いるところがございますものですからその辺も調整しながらですね、ご要望にお答えできるよう

にしていきたいというふうに思っております。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） ありがとうございました。よろしくお願いします。それでふるさと納税に
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入りますが、先ほどですね、ふるさと納税の税金額を教えていただいたわけですが、２７年度が

突出しておって２８年度がぐっと下がっておるということですが、なぜこういうようになってい

るのか。もう一度お願いします。 

○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） 先ほど申し上げました、まずふるさとチョイスという国内で最大のふ

るさと納税に関するインターネットサイトの方に登録をさせていただいたこと、それからクレジ

ット納付による寄附を可能にしたこと、それから５，０００以上の寄附をされた方に３，０００

円相当のもの、送料を含めると４，０００円程度になりますが、返礼率が８割程度であったとい

うところからですね、この年一気に納税額が増えているということでございます。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） 返礼品についてお伺い致します。具体的にどのようなものが返礼品として

送られているのか。また、その返礼品の選定はどのような手続きで行われているのか。お伺い致

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。 

○総務課長（山岡敦君） まず、返礼品の内容でございますが、具体的にいくつか申し上げます

と、例えばお酒類でございましたら、ワインのセットです。それから、新しいものとしては町内

の施設のペアの宿泊券、それから、小田の道の駅で製作致しましたアイスの詰め合わせセットで

ありますとか、もちろんからりで販売しております、果物等。それからハム、ソーセージセット

などもご用意をさせていただいております。ポイント制に移行してからはですね、例えばペレッ

トですね、こちらの方も木質ペレットも返礼品の一つとして加えさせていただいてございます。

それから、あと五十崎の和紙を使った紙の品物、それから町内のお醤油でありますとか、ポン酢

であるとか、そういったようなセット。それから棚田米でありますとか、そういったようなとこ

ろでですね、順次これは受け付けてございます。申し出がありましたこういった返礼品につきま

しては、まず町内で設けました審査会がございますので、その審査会で十分審査をした後に返礼

品として採用しているというような状況でございます。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） 返礼率ですが、だいたい何パーセントくらいが適当であると思われるでし

ょうか。 

○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） 内子町におきましては、約５割くらい。送料とかですねも含めてだい

たい約５割くらいが適当ではないかなというふうに思います。全国平均みてもだいたいそれくら

い平均かなというふうに思っております。 

○６番（山本徹君） 議長。 
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○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） 納税しました税金が内子町の魅力あるまちづくりに使用されると。その魅

力あるまちづくりは具体的にどういうようなものに使用されているのか。これを明確にある程度

していくとまた納めていただく方も増えるんじゃなかろうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○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） 寄附をしていただく際に例えば、こういうものに使って下さいと言わ

れる指定される方もございます。そういったような方につきましてはですね、その通りに使わせ

ていただきまして、具体的な例を申しますと、学校の図書室に本を寄附したいという方が毎年い

らっしゃいますので、そういう方の気持ちをくみ取って、学校施設に図書を寄贈させていただい

ております。あとはですね、寄付金の使い道として現在設定しておりますのが、昨年までは美し

い風景づくりや環境の整備に使わせてほしいということと、町長お任せコースというちょっとフ

ァジーな感じのタイトルで募集はかけておりますが、いわゆる総合計画プロジェクトテンの事業

に使わせてほしいという、大きく分けてこの２つがございました。これではやはり魅力ある内子

町の情報発信はならないんではないかということで、今年度はですね、町内にもまた検討委員会

を設けまして、さらに機会を通じて政策会議等でいわゆる課長会でございますが、課長会でいろ

んな提案を受けてですね、今年の２月からですが、新しく世界につながるまち内子をめざして、

国際交流の促進というふうなことで具体的には、姉妹都市のローテンブルク市であります、交流

事業でありますとか、青少年の海外派遣をおこなうための資金として、情報を発信をさせていた

だいているというようなところでございます。またあわせて内子に住む、訪れる外国人との出会

い、ふれあいを通した身近な国際交流の推進活動にも使わせていただきたいというふうな形で募

集をさせていただいております。 

○６番（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本議員。 

○６番（山本徹君） 最後に言っていただきましたが、国際交流に使うと。これも新たな考え方

で大変いいかと思います。誤りのないように一つよろしくお願いを致します。以上で質問を終わ

ります。 

○議長（中田厚寬君） 次に、才野俊夫議員の発言を許します。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） ９番、才野です。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） ３月定例議会に当たり、質問通告書の通り「３期目の取り組みについて」

及び「救急医療行政について」稲本町長にまず総括質問を行います。 

午前からの同僚議員と重なる質問もあろうかと思いますが、丁寧な答弁をお願い致します。本

年 1 月１７日に無投票で３期目を迎えられました稲本町長に改めてお祝いを申し上げます。先般

２月１４日の町議会臨時会において、稲本町長は、３期目の内子町政への取り組み、すなわち「内

子町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」の実現に取り組む姿勢とその思いを招



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

- 41 - 

集挨拶で「所信表明」として述べられました。その「所信表明」中から、４項目について稲本町

長に質問致します。 

まず、農業施策について伺います。内子町の基幹産業は、言うまでもなく農業であり農業全般

だと私も確信しております。しかしながら、基幹産業である農業分野で、稲本町長も述べられま

したが、働き手、担い手の高齢化が近年深刻な状況になりつつあります。現在、何をさておいて

も「農業後継者の育成」が、まず求められています。併せて「新規農業 就農者の確保」も重要な

課題となってきております。まず「後継者」についは、現在の内子町を取り巻く農産物において

は、ブランド力、販売力の優位が見込まれ、品質も高品質な農産物もあり、農業全体に明るい未

来が見渡される面では、ある程度は後継者の見通しが立って来ると期待を致します。現実に農業

に携わっておられる親御さんや家族が、今後も、ある程度の収入が見込まれるなら、元気なうち

に子どもや孫に直接事業の継承をしたり、あるいは町外に出ている子どもや家族にＵターンを促

すことも可能でしょう。併せて、Ｕターンを考えおられる方々に、内子町及び家族の双方から充

分な支援があれば、事業継承に追い風になると思います。現在、内子町として新たな具体的支援

策を持たれていれば、その支援内容をお伺いします。 

次に、「新規就農者」を新たに確保することには、多くの課題があると思います。稲本町長は、

農業の魅力を若者に伝え、事業継承や起業、起こす業を支援したいと述べておられますが、町内

外の若者たちに向けて、内子での事業として農業の実状をどの様に発信されるお考えか、その具

体的方策を伺います。また、新たな就農者への事業継承や、新規の起業に対しての具体的な支援

策の詳細も併せて伺います。 

 次に、稲本町長は町内滞在型の舞台・芸術の誘致に取り組みたい思いを述べておられました。

一昨年の森山未來さんの内子滞在と内子座での公演を引き合いにして発言されておられました。

未來さんの素晴らしい舞台の再現を、環境を整え、町内各地にある素材や場所を利用して、再度

内子の地に招致したいとの思いを語られました。現実に、近い将来、そのような具体的な誘致の

構想があるようでしたら その計画内容を伺います。併せて、上記と関連があるかとも思いますが、

「東京を目指さなくとも、内子町で世界の方々と出会える、そういった町を町民とともに作りた

い。」とも述べられています。英語の会話力、料理のグレードアップ、宿泊施設の充実等を発言さ

れていますが、それらの構想実現の為に必要な要素として、稲本町長から町民の皆さんに今後、

特に要望したいまたは期待したい課題や事例があるとすれば、その具体的な内容を伺います。 

次に、現在運行しているデマンドバスを、より利便性の高いものにしたいとの考えをお伺いし

ました。私自身もまったく同感です。近年、内子町でも、高齢運転者の割合が年々確実に増えて

おります。内子町では「デマンドバス」が平成２２年から順次導入されていますが、さらなる路

線の拡張は是非必要と考えます。山間地域より町内に出向くための足が確保出来なければ、今後

高齢になり、運転が難しく危なくなっても、自分で車を運転せねばならないのが現実です。全国

的にも、高齢者の皆さんの運転が起因する交通事故が連日報道されています。高齢者が絡む交通

事故の発生を未然に防止するためにも、デマンドバス事業の出来るだけ早い充実と整備が求めら

れています。今後予定されている、デマンドバス路線 拡張及び延伸の計画策定の時期と新路線運

行の実施時期それぞれ今後の見通しを伺います。 

次に「救急医療行政」、ドクターヘリについて質問致します。先般の「広報うちこ」１月号２８
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ページに本年２月１日より「愛媛県ドクターヘリ」の運航が始まるとの記事が掲載されました。

全国県レベルでは、４０番目の導入との事ですが、ドクターヘリが導入されるに至った経緯及び

経過と運用内容をまず伺います。「広報うちこ」には、救急現場での初期治療、速やかな医療機関

への搬送、救命率の向上、後遺症の軽減等が記述されていますが、今後、 内子町内でのドクター

ヘリ運航による、搬送時間の大幅な短縮やオーバー・トリアージの容認等、具体的な効果の詳細

を伺います。併せてドクターヘリ運航に伴う、内子町での受け入れ準備状況、内子町内のドクタ

ーヘリ・ランデブーポイントの選定状況を伺います。以上の通り、総括質問を行います。 

○議長（中田厚寬君） 才野俊夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○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） 才野議員に私の方から答弁をさせていただきます。まず第１点の農業の

新規就農者の確保等にかかわる具体的な施策について答弁をさせていただきます。私は、農業は

内子町の場合には、量っていいますか、面積っていいますか、これで勝負をするというのは非常

に難しい立地からしてですね、非常に難しい分野があるなというふうに思っております。ですか

ら、限られた面積の中でいかに価値の高いものを作っていくのか。そして、場合によっては自分

で値段をつけて売って行くと。ここのところが一番大切だというふうに思っています。そういう

意味では農家の皆さん方も作るだけではなくてどういうふうに売って行くのか。どういうふうな

人達に買って下さるものなのか。いうところをしっかりとみて価値をあげていくということはと

ても大切だというふうに思っています。そういう意味では、今まで３０年間内子町知的農村塾っ

ていうものを重ねて参りました。全国から様々な分野で頑張っておられる講師の方に来ていただ

いて先般も講演をいただきました。農家の皆さん方、町内外の皆さん方、大勢来て下さって今受

講して下さっています。そういう中でしっかりと学んでいただいて、そして自分の地域で実践し

ていただく。それから学んでいただく、その繰り返しの積み上げっていうのはとても大切だと。

ぜひ若い後継者皆さん方もそこに参加してほしい。農業をめざす若い人達もそこに参加してほし

いというふうに大勢の人に呼びかけているところでございます。と同時に、今の農家の皆さん方

に対してハウス等の支援をやらせていただいております。これも引き続いて継続さしていただき

たい、いこうというふうに思っておりますし、ＪＡさんとも協力してですね、施設の整備等々に

ついては支援をさせていただきたい。一緒に販売もかかわらせていただきたい。応援もさしてい

ただきたいというふうに思っています。細かい数字を申し上げますと、現在新規就農者の対策と

しては今申しましたように、施設の整備をしておりますけれども、現在９名が町内で就農をされ

ております。一人が果樹農家で研修をしております。また、新規就農者の経営が軌道に乗るまで

の間、支援をおこなう青年就農給付金を８経営体１１人に給付しているところでございます。今

後も引き続いて拡大できるように努力をしていきたいと思います。また、親元就農による青年就

農給付金の受給には、他の営農類型への転換や営農資産の検証が要件となっておりまして、受給

者が限定されております。そのため、Ｕターンで親元就農をされる後継者に対して営農定着がは

かれるよう、場合によっては少しこういう経営を加えたらどうでしょうかとかですね、そういう

アドバイス、支援等をさせていただければありがたいというふうに思っております。また、町内
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には、３０の経営体の農業法人がありまして、５年間で５経営体増加しているところでございま

す。主に、観光農園や施設管理型の経営をされておりまして、健全な経営に向けて努力されてお

りますけれども、今後も農用地の集積、雇用の受け皿になるよう補助や融資事業を通して支援を

させていただきたいというふうに思っております。また、先ほどの答弁でも申し上げましたけれ

ども、これからインバウンド訪日外国人が非常に増えております。そういう人達が内子町のあの

素晴らしい果樹を作る、素晴らしいしいたけを生産される皆さん方が生産の現場に行けるような

そういうインバウンドの仕組みというのを大事だなというふうに思っております。今後、関係者

の皆さん方と検討していきたいというふうに思っております。それから滞在型の文化芸術の誘致

について答弁をさせていただきたいと思います。これも私の今回の公約の中で、政策づくりの中

で、申し上げた一つでございますけれども、やっぱり内子の町がこれから頭ひとつ抜きに出てい

く、いうふうに考えた時に何が大事なのか。私達の手元にどういうふうな支援があるのか。いう

ふうなことを考えますと、やっぱり文化芸術、歴史伝統ではないかなというふうに思います。そ

ういう意味で先般、森山未來さんに来ていただきまして、才野さんのご質問にもありましたよう

な舞台を見させていただきました。今、現在、落語を予定しております。７日間から１０日間、

内子町に滞在していただきまして、その間に落語講座を実施、最後日には成果発表として、受講

者の落語発表と独演会を開催しようというものでございます。落語家につきましては、今年の 1

月も公演してもらいました「立川志の輔」師匠のお弟子さんを予定しておるところでございます。

今後の予定としましても今申し上げましたように、もう一度、森山未來さんや、一緒に滞在して

もらった鼓童の吉井盛悟さんにお願いをしているところであります。また、舞台関係だけでなく

て、音楽や芸術に携わる方の誘致も考えて、なるべく町民の皆さん方と交流していただいて、滞

在期間を長くしていただくいうふうに仕組みを考えていきたいというふうに思います。これには

先発の取り組みがございまして、今２０回を講演致しました内子座文楽でございますけれども、

もう全国から注目をされている内子座文楽でございますが、実はこのお客様の中に、プロの朗読

家の皆さん方も大勢来ておられます。そして、この朗読家の皆さん方が藤沢周平さんの作品を朗

読して下さるとかですね、そういうことで文楽と朗読をセットにして内子町で滞在される時間を

長くされる。１週間から１０日、内子にいらっしゃる、東京の方々も多く来られております。そ

ういうものも今後積極的にさらに拡大していけたらいいんじゃないかなというふうに思っていま

す。と同時に、次のご質問の東京を目指さなくても、この町で若者たちががんばれるんじゃない

か。そういう町を作っていきたいというふうに私は思っておりますけれども、具体的にはそのた

めには様々な条件が必要でございます。もっともっときちんと情報を発信しないといけないとい

うこと。そして、来られた皆さん方が快適に過ごしていただくためのお宿の整備ももうちょっと

必要でしょう。食事ももうちょっとグレードアップしたものがいるでしょう。町の人達の暮らし

方ももう少しきちんと場合によっては伝統的なものを前に出していただけるようなですね、暮ら

しっていうのも必要かもしれない。おもてなしの心というものをもうちょっと私たちにも身につ

けていかなくちゃならないな。子どもたちも外国の人達が来られるんだったら、英語力をもうち

ょっと延ばさないといけないな。様々なものがそこに必要になってくるんだろうと。そうすると

若い人たちは、この町で十分やれるじゃないか。この町で自信と誇りをもって生きていけるよう

になるんじゃないかなというふうに私はそんな希望をもってがんばっていきたいなというふうに
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思っているところです。それからもう一つ、デマンドバスの件でございますけれども、先ほど山

本議員のご質問にお答えしましたように、まだまだ完全にというところではございません。空白

のところもあります。福祉バスと重なっているところもありますものですから、ここのところを

早く調整してですね、地域に人達に利用していただけるように、早速事務レベルで検討して地域

との詰めもさしてもらっているいうところでございます。以上でございます。あとのご質問につ

きましては、担当課長の方から答弁をさせていただきます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からはドクターヘリの運行についてお答えを致します。

今年２月１日から、救急医療に必要な医療機器等を搭載した救急医療専用のヘリコプター、いわ

ゆるドクターヘリが運航を始めました。ご承知のとおり事業主体は愛媛県でございます。導入の

経緯でございますけれども、平成２６年度から愛媛県により導入が検討されてまいりました。救

急現場に医師や看護師を派遣し、速やかに初期治療が始められる点や、県内の離島、内子町など

の山間部の多い地域、医師不足による厳しい地域医療の現状など、それらを受け、導入すること

になったものでございます。運航は愛媛県内全域でございます。ヘリの全長は約１２メートル、

原則、６人乗りで最大巡航速度は時速２５０キロ。出動要請がありますと、松山空港または基地

病院に指定されている愛媛県立中央病院から医師や看護師らが急行することとなっております。

急行した同機は、学校や公園などのランデブーポイントや救急現場近くの安全が確保される場所

に着陸し、病院または他の医療機関へ患者を搬送するものでございます。ヘリポートを有してい

ない医療機関に搬送する場合は、医療機関付近までドクターヘリが搬送した後、救急隊が患者を

引き継ぐというものでございます。原則として運行は、朝８時３０分から日没前までを出動可能

時間としておるところです。運航による効果と内子町での受入れ状況でございますが、ドクター

ヘリは県内全域をおおむね３０分以内でカバーします。内子町では最長でも１５分以内でカバー

できるため、救急車などによる対応に比べ、初期治療の迅速化、搬送時間の短縮化が期待できる

ところでございます。内子町では先ほども言いましたように、山間地域が多いところがございま

すので、救急医療提供体制の充実・強化がより一層、期待されているところでございます。ラン

デブーポイントでございますが、町内には６箇所ランデブーポイントとして指定をしております。

小田川河川敷公園、内子運動公園、それから石畳小学校グラウンド、大瀬中学校グランド、小田

中学校第２グランド、そしてソルファオダスキーゲレンデの第２駐車場を指定していただいてお

ります。現在のところ内子町での出動実績はございません。以上でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） ありがとうございました。先程、町長から落語と朗読のコラボをやって

みたらという初めてお聞きしました。ごめんなさい。内子座文楽と落語のコラボをやりたいとい

うのをお聞きしました。私の文楽の実行委員会として携わったものとしてぜひいいコラボができ

るように期待しております。それから何点か質問させていただきます。実は、デマンドバスにつ

いてですが、平成２２年から開業されて今現在に至っておりますが、いろいろ高齢の方からデマ
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ンドバスがある程度までは続いているけど、家の近所までは来られないんで、仕方なしに自分で

運転して町まで出て行くというふうなことを伺います。そういうことを聞きますと、今のデマン

ドバスの拡充、拡張をですね、ぜひ進めていただきたいというふうに思います。また、それに合

わせてですね、ある一面では現在交通安全協会が進めております、免許証の返納制度、返納支援

制度というものがございます。そういうことで免許証を返納された方に交通の便の不安をなくし

た上でですね、安心して町内への行き来ができるようにしたいというふうに町として推進してい

ただいたらと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○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） 今後のデマンドバスの整備の予定を簡単に申し上げたらと思います。

まず、ほぼ町内全域には行き渡りましたけど、まだデマンドバスが運行していない地域がありま

す。その地域につきましては現在、福祉バスという形で町民の足の確保ということで努力はさし

ていただいておりますけれども、やはりどうしても運行回数の制限でありますですとかですね、

利用人数、それから自由に利用が出来ないというような制限もありますので、出来れば将来的に

は福祉バスのエリアもデマンドバスのエリアとしてカバーをしていきたいなというふうに思って

います。すべてカバーできるのがいつ頃までということは、まだちょっと今申し上げることがで

きませんが、こちらはスケジュール感をもって早急に対処していきたいというふうに考えてます

けれども、まず、２９年度におきましては福祉バス路線であります、長田地区、大久保地区をこ

ちらをデマンドバス化したいなというふうに考えているところでございます。それから、免許証

の自主返納制度についての町の推進体制ということでございますが、ご覧になったかと思います

が、「広報うちこ」の２月号では、高齢者のドライバーの受講が多いということの現状も踏まえま

して免許証の自主返納制度の特集を組ませていただきました。その中にいろんなメリットとかも

ですね、書かせていただいたり、また、交通安全協会さんの半額の補助等もですね、紹介させて

いただきました。ただ、町と致しましては高齢者の交通機関の確保ということにつきましては、

一時的なポイント制とか、優遇措置とかではなくて、恒久的にこれからも町民の皆さんの足を確

保していくためのデマンドバス、こちらの方を町内一円に運行させて、利便性を恒久的に確保し

たいという取り組み、そういう姿勢で取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただきますよう、お願い致します。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） ぜひですね、デマンドバスのですね、すみずみな町内へのアクセスが出

来るように進めていただいたらと思います。先程のドクターヘリに関してですが、町民の方から

聞かれます。ドクターヘリ相当な経費がかかるが、万が一ドクターヘリを利用した場合には個人

負担はどうなっているのというふうなことがございます。我々も救急車は利用さしていただきま

すが、救急車の場合には無料ということですが、ドクターヘリを使うことによっての個人負担が

発生するのかどうか。もし発生するとすれば、どういう状態であれば発生するのか。教えていた

だきたいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 
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○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ドクターヘリの搬送費用でございますが、ドクターヘリの搬

送自体にかかる経費については、患者または家族に請求はしないということになっております。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） 安心しました。搬送賃はいらないということだと思います。その中で当

然、ドクターヘリには何名かの方が乗っておられます。愛媛県のドクターヘリは患者は何人乗せ

られるんでしょうか。それと全体で何名が乗られるんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ドクターヘリの搭乗員につきましては、機長、整備士、それ

ぞれ１名、医師、看護師、各１名。負傷病者最大で２名でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） ２名ということをお聞きしました。それではドクターヘリに関してです

が、内子町にランデブーポイントが６箇所あると言われましたが、もしよろしければその場所を

教えて下さい。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 先ほど言いましたが、もう一度ご説明させていただきます。

五十崎の小田川河川敷、それから内子地域の内子運動公園の野球場、それから大瀬中学校のグラ

ウンド、石畳小学校のグラウンド、小田中学校第２グラウンド、最後にソルファオダスキーゲレ

ンデ第２駐車場でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） あえて質問するんですけど、先般私資料をですね、課長の方に渡された

のは７箇所内子にあるという資料を持ってあがりました。その７箇所が６箇所になったのはどう

いうことでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 現在確認したところですね、愛媛県のランデブーポイントの

一覧表の中には内子町のランデブーポイントが７箇所になっております。確認をしましたら、小

田中学校が名前を変えて２つ掲載されておりました。小田中学校グランドと小田中学校第２グラ

ウンドという記載がございました。７箇所記載がありますが、先ほども言いましたように、６箇

所でございます。ダブルカウントになっておったものでございます。 

○議長（中田厚寬君） 才野議員、もうよろしいでしょうか。 

○９番（才野俊夫君） はい、終わります。 

○議長（中田厚寬君） 以上で、６名の一般質問が終了しました。本日の一般質問は、終わりま
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す。山上議員、菊地議員、久保議員、林議員、宮岡議員、以上５名の一般質問は、明日行います。 

 

○議長（中田厚寬君） ここで暫時休憩をします。３時２５分まで。 

 

午後 ３時１３分 休憩 

 

午後 ３時２３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 平成２８年請願受理第６号 ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者戸別所得補償制度の

復活を求める請願書 

○議長（中田厚寬君） 次に、「日程第７ 平成２８年請願受理第６号 ＴＰＰ協定の慎重審議と

農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願書」を議題とします。 

この請願は１２月定例会において、産業建設厚生常任委員会に付託し、引き続き閉会中の継続

審査となっていたものであります。 

産業建設厚生常任委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

山本 徹委員長、ご登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） ご報告申し上げます。産業建設厚生常任委員会に付託

されました、請願受理第６号、ＰＴＴ協定の慎重審議と農業者戸別所得補償制度の復活を求める

請願書につきましては、２月１６日に当委員会を開催し、審査をおこないましたので、審査結果

についてご報告申し上げます。審査経過並びに審査結果につきましては、請願審査報告書の通り

であり、本請願事項は、ＴＰＰ協定の国会での審議にあたっては、徹底した情報開示と慎重審議

をおこない、拙速な批准はおこなわないこと。また、稲作農家を支えるための農業者個別所得補

償制度を復活させることを議会議決をもって政府に働きかけるよう求めるものです。委員の意見

として、「政府において農家を守るために収入保険制度が整備されようとしており、農家が生き残

りをかけた上ではそういった政策も必要であり、農業者戸別所得補償制度の復活は考えなくても

よいのではないか。」との意見。また、請願に賛成の意見として、「ＴＰＰそのものは、１２月に

国会で批准をしたが、現段階において発行しないのははっきりしているが、２国間交渉において

どうなるのか。特に若者が残って、地域で農業ができる実態をどうつくっていくかという方向で、

我々はこの請願に取り組むべきである。」との意見がありました。他にも「トランプ大統領が誕生

した時点でＴＰＰ協定というもの自体は消滅した形になっている。農業者戸別所得補償制度の復

活は違和感を感じる。」との意見もありました。採決の結果、この請願の採択に賛成の委員は少数

であり、よって、請願受理第６号は「不採択とすべきもの」と決定致しましたので、ここにご報

告申し上げ委員長報告を終わります。 
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○議長（中田厚寬君） ただ今の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「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。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

これより討論に入ります。この請願に対する委員長報告は「不採択」です。よって、請願に賛

成者の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私はこの請願について残念に思うことは、請願者の意思を検討する間

もない時期に強行採決されたことであります。ＴＰＰについてはそういう形で慎重審議という請

願者の意思が踏みにじられたことに強い怒りをもっております。しかし、この問題につきまして

は、特に稲作農家が今置かれている状況、それは持続可能な家族的な農業を維持発展させる、そ

ういう立場からの要請でもございました。私はこのＴＰＰが発行はできないことははっきりして

おりますけれども、二国間協定によってアメリカからの強行な自由化への要求は必ず出てくると

思うんであります。過去の例見ましてもあのみかんの自由化の問題をはじめ、いろんな農産物が

自由化をされる、関税を撤廃されることによって今の日本の農業が行き詰っている。後継者も育

たないような状況に至ったのはご承知の通りであります。そういう立場から本当にこの地域に残

って農業がやれる、特に稲作については、現在も生産費がつぐなえないような状況が起きている

わけであります。食料主権を守るためにもこの稲作農家、日本の伝統的な農業でもあります、稲

作農家、守っていくためにもこの戸別補償制度というのは復活をされるべきではないかと考えて

おります。そういう立場からＴＰＰの問題については確かにもう強行可決されておりますから、

ここで議論をするような問題ではないことになったわけでありますが、しかし、地域の農業を守

っていく、そういう立場からこの請願者の意思をくみ取り、採択をすべきと私は考えております。

以上であります。 

○議長（中田厚寬君） 次に、請願に反対者の発言を許します。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） 私はこの請願には反対の立場で討論致します。ＴＰＰについては米国の

離脱により発行の見通しが立たなくなりましたが、日本と共にＴＰＰを指導した米国が国内産業

を最優先に考える保護主義へと舵を取れば世界の経済成長に停滞を招くとの各国からの懸念の声

も上がっております。今、日本の農業は、高齢化問題と後継者不足に直面し、衰退の一途をたど

っております。経営安定や所得向上へ農業の競争強化で生き残れるような体質強化に向けた施策

が重要とされ、政府は農業者の経営安定や収支改善を図るための施策をまとめております。その

中には、今、委員長報告にもありましたが、委員会でも出ておりました農作物の価格下落時に収

入を補う収入保険制度などがあります。これは安定的な農業経営を支えるもので、農業の生き残

りをかけた政策であると私は考えます。よって、請願内容の農業者戸別所得補償制度の復活につ

いては、補助金の金額や対処政策の目的などの面から、当時においてもばらまき色の払しょくが

課題だとも言われ、持続的可能な制度設計に向けての見直しが言われておりましたことから、私
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はこの請願には反対を致します。議員各位のご賛同をよろしくお願い致します。 

○議長（中田厚寬君） これにて、討論を終結します。 

 これより、委員長報告のあった「平成２８年請願受理第６号 ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者

戸別所得補償制度の復活を求める請願書」の採決に入ります。この請願に対する委員長報告は、

不採択です。 

「請願受理第６号」を採択することに、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） 起立少数であります。 

 したがって、「請願受理第６号」は、不採択とする事に決定しました。 

 

  日程第８ 平成２８年 請願受理第７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働

の改善を求める請願書 

○議長（中田厚寬君） 「日程第８ 平成２８年請願受理第７号 安全・安心の医療・介護の実

現と夜勤交替制労働の改善を求める請願書」を議題とします。この請願は１２月定例会において、

産業建設厚生常任委員会に付託し、引き続き閉会中の継続審査となっていたものであります。産

業建設厚生常任委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

山本 徹委員長、ご登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） ご報告申し上げます。産業建設厚生常任委員会に付託

されました。平成２８年請願受理第７号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改

善を求める請願書につきましては、２月１６日に当委員会を開催し審査をおこないましたので、

審査結果についてご報告申し上げます。審査経過、並びに審査結果につきましては、請願審査報

告書の通りであります。本請願事項は、「医師、看護師、介護職など夜勤交替制労働者の労働環境

の改善をおこなうこと。安全・安心の医療、介護を実現するため、医師、看護師、介護職員等の

増員をすること。」を議会議決をもって政府に働きかけるよう求めるものです。委員の意見として、

「医療、介護の現場においては、勤務体制、勤務条件が非常に大変であり、重労働であるという

声を聞いている。介護施設の運営ができるのかどうか。施設がなくなりはしないか。町民の方々

も将来に対する不安を感じておられるのではないか。」という意見。また、「介護事業を運営され

ている事業主においても、人手不足が大きな問題となっている。看護師や介護職員さんが誇りと

夢をもって働けるような環境をつくるという意味でも、この意見書は国に出すべきである。」との

意見がありました。採決の結果、全会一致により、「請願受理第７号」は、採択すべきものと決定

しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「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。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 
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これより、討論に入ります。この請願に対する委員長報告は、採択です。 

よって、請願に反対者の発言を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） 次に、請願に賛成者の発言を許します。 

○議長（中田厚寬君） これにて、討論を終結します。 

これより、委員長報告のあった、「平成２８年請願受理第７号 安全・安心の医療・介護の実現

と夜勤交替制労働の改善を求める請願書」の採決に入ります。 

 この請願に対する委員長報告は、採択です。 

「請願受理第７号」を採択することに、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、全員であります。 

したがって、「請願受理第７号」は、採択とすることに決定しました。 

 

  日程第９ 発議第１号 内子町議会基本条例の制定について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第９ 発議第１号 内子町議会基本条例の制定について」を議題

とします。 

提出者であります、議会改革特別委員長に趣旨説明を求めます。林 議会改革特別委員長、ご

登壇願います。 

○議会改革特別委員長（林博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林委員長。 

〔林博議会改革特別委員長登壇〕 

○議会改革特別委員長（林博君） 発議第１号、内子町議会基本条例の制定について、提案趣旨

説明を行いたいと思います。発議第１号、内子町議会基本条例の制定についてでございます。内

子町議会基本条例を別紙のように定めることにつき、地方自治法第１０９号第６項及び内子町議

会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであります。平成２９年３月２日提出、提

出者、内子町議会改革特別委員会委員長、林博でございます。提出の理由でありますが、地域主

権が進む中、議会の在り方を明らかにし、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議

会運営の基本的事項を定め、この条例を指針に議会活動を広く展開し、町民に信頼され存在感の

ある議会を築くため、内子町議会基本条例を制定するものであります。平成２５年６月定例会に

おいて議会改革特別委員会が設置され、以来２６回にわたり７名の特別委員、及び議長において

会議を重ね、議会改革について議論を重ねてまいりました。その間、予算や議案等の委員会審査、

一般質問における一問一答、住民との意見交換会、さらには会議録などのホームページでの公開

や議会広報誌での議員の賛否の公開など、町民に信頼され存在感のある議会を築くために、議会

改革をおこなって参りました。それらの集大成としてこの４年間で改革を実践していきたこと、

さらには今後、議員としてやらなければならないことを明文化をし、この条例を議会、議員の指

針とするものであります。制定しようとする条例は、議案書１の６ページから載せておるわけで

すが、その内容と致しまして、前文に条例制定の意義を述べております。次に、第１条には条例

の目的を定め、第２条、第３条に議会及び、議員の活動原則を。第４条からは町民と議会、議会
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と町長との関係を定めております。第１７条においては、この条例を最高規範と定め、第１８条

においては、町民の意見を勘案し、必要に応じ、又は２年ごとに全員協議会で検証するとしてお

ります。附則として、この条例は、平成２９年４月１日からの施行とするものであります。以上、

本条例の趣旨説明とさせていただきますが、議員各位のご賛同をお願いし、全会一致にて議会基

本条例の可決をお願いするものであります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

 ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 林委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論に入ります。 

〔「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。 

 これより、「発議第１号 内子町議会基本条例の制定について」の採決に入ります。本案を原案

のとおり決することに、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。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了致しました。明日３日は、午前１０時から本会議を開き

ます。日程は一般質問と全議案に対する審議であります。 

 本日はこれをもって散会致します。 

 

午後 ３時４６分 散会 

 

 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 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２９年３月第８９回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２９年３月２日（木） 

○開会年月日   平成２９年３月３日（金） 

○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  小野植 正 久 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４号） 

平成２９年３月３日（金）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 一般質問 

日程第 ４ 議案第１１号 内子町税条例等の一部改正について 
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日程第 ５ 議案第１２号 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定

について 

日程第 ６ 議案第１３号 内子町企業誘致条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第１４号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第１５号 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第１６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１７号 財産の無償譲渡について 

日程第１１ 議案第１８号 財産の無償貸付について 

日程第１２ 議案第１９号 内子町地区集会所の指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第２０条 内子町田舎生活体験宿泊施設の指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第２１条 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１５ 議案第２２号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１６ 議案第２３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１７ 議案第２４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第１８ 議案第２５号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１９ 議案第２６号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第２０ 議案第２７号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第２１ 議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算について 

日程第２２ 議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第２３ 議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

日程第２４ 議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第２５ 議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第２６ 議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第２７ 議案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算について 

日程第２８ 議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算について 

日程第２９ 議案第３６号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３０ 議案第３７号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３１ 議案第３８号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３２ 議案第３９号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３３ 議案第４０号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３４ 議案第４１号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３５ 議案第４２号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３６ 議案第４３号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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日程第３７ 議案第４４号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３８ 議案第４５号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第３９ 議案第４６号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第４０ 議案第４７号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第４１ 議案第４８号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第４２ 議案第４９号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第４３ 議案第５０号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第４４ 議案第５１号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第４５ 議案第５２号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第４６ 議案第５３号 林道野村北地線災害復旧工事に係る工事請負契約について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第４６まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（中田厚寬君） ただ今から、第８９回内子町議会定例会を開会致します。本定例会には、

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。 

 これより会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（中田厚寬君） 「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、３番菊地 幸雄議員、

４番泉 浩壽議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（中田厚寬君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

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４号のとおりであります。 

 

  日程第 ３ 一般質問 

○議長（中田厚寬君） 日程第３ 昨日に続き、一般質問を行います。本日の質問者は５人です。 

 山上芳子議員の発言を許します。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） ８番、山上です。 

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） おはようございます。３月定例議会にあたり質問に先立ちまして、一言
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ご挨拶を申し上げます。私ごとではありますが、今期で議員を引退することになりました。３期

１２年間、女性の立場から数々の質問をさせていただき、一人の声を小さな声を議会に届けて参

りました。微力ではありましたが、精一杯努めさせていただきました。この場をお借りいたしま

して、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。今回が最後の質問になりますので、

今までの質問の中から進展していない問題も含め、「子ども・子育て支援について」２点、通告に

従いまして、質問をさせていただきます。 

まず、始めに５歳児検診の重要性について質問致します。乳幼児健診は、月年齢に応じた発達、

発育のチェックと養育環境のチェック、また予防接種歴の確認など育児全般に関する相談の場と

なっております。５歳児検診は、乳幼児健診から就学前の検診の３年間の時間を埋める重要な検

診であります。適切な生活リズムやきちんと食習慣ができているかなど、親子への支援もできま

す。３歳児検診では明らかにならなかった軽度の発達上の問題や、社会性の発達における問題も

集団生活の中で見えてくる大切な年齢と言えます。発達障がいのリスクを持つ子どもさんへの早

期適正支援、育児不安の軽減、また万が一の育児放棄や虐待の早期発見にもつながり、関係機関

とのネットワークでスムーズな支援体制が出来ると考えます。発達障がいについての正しい知識

の普及啓発も大事かと思います。発達障がいに視点を置いた早期発見と就学前後の一貫した支援

を目的とする５歳児検診は子どもの未来にとって将来にとって必要かつ重要と考えますが、見解

をお聞かせ下さい。 

次に、保育士対策について質問致します。平成２７年４月、子ども・子育て支援新制度がスタ

ート致しました。この新制度は、幼児教育や保育、地域の子育て支援など、質・量ともに充実さ

せていくことを目的とし、その中の保育士確保プランでは、保育士確保対策を推進しています。

今、全国的な保育士不足はどの自治体においても深刻な問題となっております。どのように対応

していくかが大変重要になってまいります。現実問題として今、保育士の夢をもつ若者が多いに

も関わらず、資格を取得しても離職者は高い状況です。それはなぜなのでしょうか。様々な調査

結果によりますと、他の職業と比べて給料が安く、責任も重い、事故への不安さなど大変きつい

職業となり、離れていってしまうようです。また、離職理由の中で職場や保護者との人間関係も

原因の一つでもあるようです。このような問題結果を踏まえながら離職防止のための対策も図ら

れなければなりません。例えば、保育士をサポートする専門職を配置したり、保育士同士が悩み

を話し合える時間が持てる環境を整えることも必要かと考えます。保育士の本町での対応は大丈

夫でしょうか。そこでお伺い致します。１、保育士離職防止策についての取り組み、お考えをお

聞かせ下さい。２、現場を離れている潜在保育士の発掘の早期対応についてお聞かせ下さい。以

上、よろしくお願い致します。 

○議長（中田厚寬君） 山上芳子議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ５歳児健診の実施について、それから子育て支援、保育士対

策についてお答えをしたいと思います。まず、５歳児検診の実施についてでございます。内子町

の発達支援事業につきましては、１歳６ヶ月児健診、３歳児健診、それから５歳児健康調査を実
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施しておりるところでございます。それにより、保護者からの発達に関する相談にも随時対応す

るとともに、保育園や幼稚園との情報交換を行うことで発達支援が必要な対象児の把握を行って

いるところでございます。また、保育園や幼稚園を巡回しております、発達支援巡回相談員から

の情報も受け、必要に応じケース会議を行い、発達相談や、発達支援教室などの事業へつなげて

いるところでございます。現在、内子町では５歳児健診につきましては実施しておりませんが、

潜在する軽度発達障がいのある児童の状況把握のため、平成２１年度より５歳児健康調査を実施

しておることはご存知だと思います。このアンケートの回収率は１００％でございます。昨年度

の調査では、発達支援が必要な児は、すでに把握ができておりまして、新規の児童はおりません

でした。ご提案の集団による健診を実施する計画は、現在のところございません。今後も先ほど

言いましたように関係機関との連携強化、情報共有により、議員ご指摘の的確で一貫した発達支

援事業を展開してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

続いて、保育士離職防止策でございます。保育士が離職を考える理由は様々であると思われま

す。結婚であったり、出産であったりと、様々な理由がございますけれども、その中の一つには

業務の多さがあるのではないかというふうにも考えております。子ども達と直接向き合う保育以

外の業務の中で大きなウエイトを占めておりますのが、保育関係書類の作成でございます。内子

町ではこの保育関係書類の様式など簡略化の検討をおこなっておるところでございます。簡略化

を検討致しますのは、ヒヤリハット記録、年間指導計画、月の指導計画、週・日の指導計画、園

外保育指導案、プール塩素消毒記録、午睡記録など実に様々で１５種類の様式がございます。様

式の簡素化により、保育士の事務量が軽減され、精神的な負担の一部を軽減するのではないかと

考えております。余裕の時間をもつことで保育に対する子ども達に対する余裕も生まれ、しっか

りした保育ができるのではないかというふうに考えておるところでございます。それにより離職

者の退職の一助にしていきたいというふうに考えておるところでございます。現場を離れている

潜在保育士の発掘の早期対応についてでございますが、現在、県では、保育士修学資金貸付事業

でありますとか、未就学児をもつ潜在保育士に対する保育料の一部貸付事業など、実施しており

ます。これらの事業につきましては、周知が十分でないことから、今後町の公式ウェブページな

どを通じてしっかりと周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。潜在保育士の

発掘につきましては、町内にお住まいの保育士資格をお持ちの方については、大学や専門学校の

同窓生、同僚保育士さんからの紹介など随時情報をいただき、復職のお誘いをさせていただくな

ど、不足する保育士の確保にあたっております。これらの日々の取り組みにあわせまして、愛媛

県保育協議会が主催する愛媛県保育関係者交流セミナーなどに積極的に参加させていただいてお

ります。このセミナーは就職や転職を希望する方々を対象とし、求人施設からの施設紹介などを

行う催しでございます。同様のセミナーは、愛媛県社会福祉協議会の主催事業としても開催され

ており、そちらのセミナーにも参加させていただいておるところでございます。このセミナーか

ら町内の保育施設へ就職につながったケースは、２８年度に１件、２９年度に１件、これは町の

保育施設にということでございます。また、内子町独自の取り組みと致しまして、先の１０月に

四国内の保育科が設置されている大学を訪問し、内子町への就職を強くお願いをさせていただい

たところでございます。早速に成果が上がるものではございませんけれども、今後とも粘り強く

こういった対策を続けていきたいというふうに考えておるところです。以上です。 



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

‐ 58 ‐ 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） ５歳児検診なんですけど、内子町では取り組むお考えがないということ

で、健康調査で対応しているということでございますが、県下でもまだまだこの５歳児検診とい

うのは広がってはないようでございますけど、けっこう南予の方は５歳児検診を鬼北や愛南、宇

和島としているようでございます。私も過去これで３回目の質問になりますけど、なかなか実施

に至らないというのが残念ではありますが、私が一番に思うことはですね、現在２月１日時点で

の５歳児が内子町には１２７名程おられるということをお聞き致しました。この１２７名の子ど

も達についてですね、人数のことを言えば関係ないと言われるんかもしれないんですけど、私、

母親の立場、女性の立場からしたら、１２７名でありますので、何とか内子町の中で子育て支援

という町長の公約にも入っておりましたけど、将来のことを考えますと健康調査をしていると言

われておりますけど、中には母親の中にはですね、日頃のそういった行動の中で疑問を持ってお

られる方はたしかにおられると思うんです。で、なかなかそれを表になかなか出したくないとい

うのが私は事実ではあるんじゃないかなと思っております。ですから、５歳児検診を実施するこ

とに対してですね、そういったお母さん方がスムーズに検診を受けられることがそこの中に入っ

ていくことが出来るんではないかなというのが私の考え、思いです。その中で悩んでおられるお

母様方が躊躇することなくその検診の中で保育士とか専門の保健師の方とかいろんな話ができる

んじゃないかなというのが私の訴える目的なんですけど、なかなかそういう実施に至らない、今

の対応で十分のような答弁ではありましたけど、私はもっともっと手を差し伸べてあげるべきで

はないかなと思います。ここで町長の公約がありましたので、子育て支援、町長のお考えもちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○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） ５歳児の健康調査をやっておりますので、ああしまったなと、あの時に

やっておけばよかったのかなというようなことが事例として多く出るというようなことでもあれ

ば今のようなご質問にお答えできるような体制を整えないといけないのかなというふうにも思い

ますけど、今の段階ではこれである程度心配なことがあったりすればですね、また個別に対応で

きるというふうに私は思っておりますので、当面、これでみさせていただきたいというふうに思

っているところでございます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） 今の答弁お聞き致しましたが、私も他の友人の方からお聞き致しまして、

小学校やはりとても元気な子どもさんがおられましてね、やっぱ２歳、３歳、５歳その時にはそ

ういう行動がそんなに変わった行動とは見れてなかったわけですね。それが小学校へあがってか

ら２年、３年生になってから、ああやっぱちょっと他の子と比べてというので、お母さんも検診

に専門的な病院に行かれて、そこで初めて分かったという事例もございますので、ぜひともこの

５歳児検診は、内子町でも今後検討をぜひしていただきたいと思っております。私は、５歳児検

診というのは、いろんな３歳児検診のように内科的な検診を中心にしたものではなくて、会話の
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成立とか、手、指の動きや指示に従うとかそういった様子、情緒の安定などの観察といった発達

に課題がないかとかそういうことを発見する目的をもった気づきの検診だと思っておりますので、

今後ぜひとも前向きにですね、考えていただきたいなと思っております。よろしくお願い致しま

す。これは次につなげていきたいと思っております。 

それから保育士対策についてでございますが、いろいろとご努力もされておられるのは認識致

しました。なかなかですね、先ほども業務に対しての多さというのもあります。国もそれを簡素

化する方のような方向性もありますけど、一番にはですね、やっぱ潜在保育士の方が退職を決め

られた理由というのは、もうお分かりだと思うんですけど、やっぱし給与の低さなんですね。こ

れにやっぱ不満があるというのがやっぱ一番高いようでございます。次に、先ほど課長が言われ

ましたように、業務量の多さ、残業の多さ、これが給与の不安が６３．４％で、業務量や残業の

多さが６０．１％、職場での人間関係とかそういうもろもろずっと続くわけなんですけど、保育

士の半数近くが非正規雇用であるということは現実なんです。内子町でも正職というのは本当に

数える人数でありまして、ほとんどが臨時、嘱託、ということになっておりますが。同等の正規

職員と同等の時間帯、内容にも関わるですね、待遇が低賃金でおるというそういった現場もやは

り多いと聞いております。国も２０１７年の予算の中では保育士の賃金アップをするといってお

りますけど、本町もですね、その仕組みにしたがってですね、適切に対応されるのでしょうか。

ちょっとこの辺お聞きします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 賃金の問題でございます。内子町の公立保育園の保育士につ

きましては一般行政職でございますので、国がおこなう施策には含まれるものではございません。

民間の保育園、社会福祉協議会に委託しております保育事業、そちらで働く保育士さんにつきま

しては、国がおこなう様々な対策を講じる対象の保育園になろうかと思います。民間の保育園に

は、施設型給付費の中に職員の処遇改善加算がすでにされております。正職員につきましては、

月額でおよそ１万５，０００円程度が加算をされます。ですが、これは月々の賃金の中に加算さ

れるという形ではなくて、一時金として年度末にお支払いするという形で社会福祉協議会の方で

は対応しておるところでございます。そういった対応策を今講じていることをご理解いただきた

いと思います。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） 賃金面も適切に対応をしていただきたいと思っております。厚労省の調

査でですね、保育士としての勤務年数なんですけど、調べによりますと、１年未満から５年未満

の早期離職者が約５０％を占めているという結果がこれ出ておりますけど、内子町ではどういう

状況でしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 内子町立の保育園につきましては、離職につきましては現在

のところこの１、２年につきましては、離職者はいないというふうに認識しておりますが、社会
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福祉協議会で一度保育園につきましては、今年度も離職者が何人かおりました。中には結婚によ

る離職でありますとかいうものがその中の多くの理由に含まれていると認識しております。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） 何人かおりましたということですけど、何人なんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 社協の保育士さんですけど退職者は嘱託職員が２名、正職員

が３名、臨時の方が２名でございます。嘱託の２名につきましては、内子町の正職員で退職され

た後、園長として勤務されている方で、もうずいぶん勤務年数が長くなったご高齢ということで、

お辞めになったということです。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） 数字的にはけっこうおいでるなというのが実感しておりますけど、様々

な理由が絡み合ってですね、退職をされているということなんでしょうけど、私専門職としてで

すね、せっかく本当、国家試験を受けながらですね、保育士になろうというふうに希望を持たれ

てその職を選ばれたわけでございますので、保育士の現状をですね、もっと世間一般にですね、

知っていただきましてですね、保育士の仕事に携わりたいなと。子どもの成長を支えたいなとい

う人がですね、増えるようにですね、今後内子町の保育士に対する改善をですね、ぜひともして

いっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。私もですね、かつては保

育士をめざした事がありましたけど残念なってはおりませんが、本当に保育士さんというのは子

どもが大好きなんですね。そういう方がやっぱ保育士になられる。だから、保育士の仕事を喜ん

でそれこそ充実してされているっていう方も当然おありになるんですけど、いろいろお話聞く中

で内子町の状況を聞きますと、なかなか厳しい状況かなというのがけっこう耳に入りますので、

保育士さんのもっとＰＲ等もですね、ホームページなどでやっぱされるのもまたいいんじゃない

かなと私は思っておりますので、今後とも保育士対策に向けてですね、一人でも多くの方が早期

退職をしないように、また潜在保育士の方をですね、一人でも多くの方がまた復活できるように

ですね、対策を講じていただきたいなと思っております。最後にですけど、本当にこれからも内

子町が魅力ある住みやすい町への発展を期待しながら、今後は町民の一人として私もできること

をがんばっていきたいと思っておりますので、またよろしくお願い致します。以上で質問を終わ

ります。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 先ほど、町の保育士の離職者のことでいませんというふうに

お答え致しましたが、正確に言いますと正職で２人、これは定年退職で退職されますので、訂正

をさせていただいたらと思います。 

○議長（中田厚寬君） 次に、菊地 幸雄議員の発言を許します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 
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○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） ３番、菊地です。 

〔菊地幸雄議員登壇〕 

○３番（菊地幸雄君） ３月議会にあたり、一般質問を致します。質問をする前に訂正をお願い

したいと思います。通告書の中で平成２４年度から始まったデマンドとありますが、これを平成

２２年度に変更をしていただきたいと思います。また５年間運行をというところを７年間運行に

訂正をお願いしたいと思います。それでは一般質問を致します。はじめにデマンドバスの状況に

ついてお伺いを致します。一週間くらい前だったと思うんですが、報道番組で人口減少や高齢化

などから２０１５年４月までの５年間で、過疎地域にある全国９９市町村で１９０集落が消滅を

していることが国土交通、総務両省の過疎地域集落現況調査で明らかになった。市町村が今後消

滅の可能性があると回答したのは、３，１２６集落を数えた。集落機能が低下し、維持困難な状

況に陥っている消滅予備軍も、２，７９４集落にあがっている。限界集落は、１万４，３７５に

達し、拡大が続いている。地域で問題になっている事例としては、空き家の増加、商店やスーパ

ーの閉鎖、耕作放棄地の増大などがあがったとありました。内子町では、第２期内子町総合計画

まちづくり戦略の住み続けられる内子町をめざす、農山村部から人々が撤収するのではなく、農

山村部への人々の定着を目指して、農村コミュニティの再生強化を図るまちづくり、限界集落対

策においても、そこに住みたい人が最後まで住めるための施策を可能な限り継続しますとありま

す。その施策の一つとして、公共交通空白地域の解消を図るため、平成２２年度から小田地区の

大平・南山でデマンドモデル運行が始まり、昨年立川２路線、満穂２路線を加えて、小田地区７

路線、五十崎４路線、内子地区６地区の１７路線で運行が開始されました。現在のデマンドバス

旅客登録者数と貨物登録数及び年間利用者数をお伺いします。次に、７年間運行してきた中でそ

の効果と問題点はどの様なものがあるかお伺いします。３番目に、現在、福祉バスが５路線で運

行されているが、今後の対応はどのようになるのかお伺いを致します。デマンドバスの導入によ

って、今後行政エリア全域に対して、ドア、ツー、ドアの移動が低料金で可能になってしまうと、

地元タクシー業界の経営を圧迫することになるが、民業圧迫をどのように考えているかをお伺い

致します。 

 次に、えひめ国体についてお伺いを致します。第７２回国民体育大会、愛顔づなぐえひめ国体

が開催まであと２１１日。第１７回全国障害者スポーツ大会が２３９日に迫りました。愛媛県で

の開催は６４年ぶりで、約２万２，０００人以上の選手、監督が参加する予定であると言われて

います。昨年９月９日より１１日の期間で愛顔づなぐえひめ国体ライフル射撃競技リハーサル大

会が開催されました。内子高校ライフル射撃部から出場した３名が入賞されるなど素晴らしい大

会になったと報告がされました。リハーサル大会は、競技会運営能力の向上や、国体開催の機運

醸成を図ることを目的としているとありますが、このリハーサル大会において出た問題点と対応

策についてお伺いを致します。次に報道によって愛媛県中村知事が「トイレの清潔さで国体の印

象が決まると言っても過言ではない。最高のおもてなしだ。」と位置付け、温水洗浄機能が付いた

トイレや雨対策として芝生や地面がぬかるんでも歩きやすいよう、物販などをおこなう広場や選

手の待機場所にプラスチック製のステップボードを敷きつめ、車椅子でも移動しやすく、バリア
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フリー対策も兼ねるなど、会場の整地を考えていると報道されております。内子町独自のおもて

なしを何か考えていればお伺いをしたいと思います。 

 ３番目に同僚議員からも同じように、国道３７９号線内子ロータリー付近の雑草の問題があり

ましたが、私も国体会場までの通路になる高速インターを下りて国道に出れば中央分離帯の雑草

や空き缶、国道５６号線、国道３７９号線の歩道わきの雑草や落ち葉が目につく事が特に気にな

りましたので、国体開催には整備されるのかをお伺いして一括質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 菊地 幸雄議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） まず、私の方からはデマンドバスにつきましてご答弁をさせていただ

きます。現在の旅客登録者数でございます。平成２９年２月末日現在で１,８２５名でございます。

また、貨物登録者が３名となっております。年間の利用数見込みでございますが、平成２８年度

の見込みを申し上げます。これは１月末日の実数とですね、それから２月、３月はこれまでの平

均数で試算をした数でございますので、よろしくお願いします。９,０２４名が平成２８年度の年

間見込みでございます。ちなみに、平成２６年度が５，９２７。平成２７年度が７，０９６名と

いうふうになってございます。路線数の増加に伴いまして、利用者も増えているというような状

況でございます。次に、効果と問題点についてでございます。まず効果につきましては、バス停

留所までが遠くて、町営バスを利用できなかった地域の方々が、デマンドバスにより外出が容易

になりました。この点と、運賃を一律にすることで、５００円の１コインで家から街に出て用事

を済ませて家に帰るということが可能になりました。そうすることで、高齢者の外出をする機会

も増えたというところが効果についてあげられると思います。問題点につきましては、運行日、

それから運行便数の制限がございます。急な外出はできないということになろうかと思います。 

次に、福祉バスとの兼ね合いでございますが、現在福祉バス、町内で５路線運行をしておりま

す。福祉バスは、居宅等から公共施設等との間を送迎を行うことにより、高齢者等の自立した生

活の継続を可能にして、要介護状態への進行を防止し、もって高齢者等の福祉の増進に寄与する

ことを目的に運行しております。しかしながら、平行して現在デマンドバスの運行を全町に展開

しようとしております。ですが、まだまだデマンドバスは隅々までとはなっていない状況もござ

います。先日の才野議員さんのご質問にもお答えをさせていただきましたが、デマンドバスの今

後の再検討と併せて、福祉バスのデマンドバス、福祉バスのエリアを将来はデマンドバスへ移行

をするように順次、地域の方々のご意見、いろいろな調査を含めながら、進めて参りたいという

ふうに考えてございます。 

最後に、デマンドバスの導入によって地元タクシー業界の経営を圧迫する事になっているので

はないかというご質問でございます。民間のタクシー事業者の経営圧迫につきましては、デマン

ドバスの自由度が増せば増すほど、タクシーとの差異が明確ではなくなってまいります。現在は

不定期運行ではなくて、曜日と時間指定の定期運行ということになっておりますので、タクシー

の事業者と完全に競合するものではないというふうに考えております。考えてみれば、タクシー

は究極のデマンド交通とも言えます。曜日や時間を問わず、町民の方に提供できる利便性は何物
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にも代えがたいものだというふうに考えています。しかし、今までタクシーでしか外出手段のな

かった地域の方々がデマンドバスを利用することで、タクシーの利用数が減少しているというよ

うな事実も把握はしてございます。このことは、地域間による公共交通の格差を是正していく過

程では、必然的に発生するものだということもご理解をいただきたいというふうに思います。先

程もありましたように、住み続けられる内子町を実現するために町としては、デマンドバスの町

内隅々まで行き渡るようなそういう取り組みを今後続けて参りたいというふうに考えております

ので、ご理解いただきますよう、お願い致します。以上で答弁とさせていただきます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 私の方からは、えひめ国体についてお答えをさせていただい

たらと思います。まず、リハーサル大会において感じた問題点と今後の問題でございます。ライ

フル射撃競技リハーサル大会につきましては、只今、議員さん言われました、９月９日から１１

日の４日間、内子町城の台公園で開催を致しました。大会終了後、実施本部職員による業務反省

会や県ライフル射撃協会との反省会を開催させていただきました。また、運営ボランティアによ

ります、アンケートの取りまとめも実施を致しました。実行委員会事務局としましては、大会４

日間を通して競技会運営に支障をきたすような重要な問題点は無かったというふうに考えており

ます。しかし、ビームピストル、ビームライフルの競技会場であります、体育館におきましては、

リハ大会は土足禁止で実施をしましたが、国体では、選手、大会役員、一般観覧者の流れがスム

ーズし、利便性を図るため、床に養生シートを貼り、土足で往来できるようにしたいというふう

に考えております。また、競技会場への案内が分かりにくかったいうことのご指摘もございまし

たので、道路に看板等をですね、要所に設置をさせていただき、また重要な地点におきましては、

警備員を配置して確実に誘導できるようにする予定でございます。リハーサル大会での取り組み

を見直しながら、万全の態勢で本国体に望みたいと考えております。 

続いて２点目、内子町独自のおもてなしでございます。国体では、全国から多くの来場者が来

られますので、内子町や内子産品の良さをＰＲする絶好の機会ととらえ、内子町独自のおもてな

しを考えております。昨年のライフル射撃競技リハーサル大会におきましては、じゃからサイダ

ーなどの無料ドリンクコーナーを設けて好評を得ました。本国体においても、好評だったじゃか

らサイダーはもちろんのこと、内子茶なども中心に無料ドリンクコーナーを設け、内子町ならで

はの飲み物を楽しんでいただきたいというふうに考えております。また、食生活改善グループな

どの皆さん協力を得まして、ふるまい料理として、郷土料理の「いもたき」や「ばら寿司」など

を無料で来場者に食べていただくように準備を進めているところです。何より内子町を印象付け

るのは、人と人とのふれあい、交流を大切にすることだろうと思います。現在１７０名近くの方

が運営ボランティアに登録申し込みをいただいておりますが、町民の暖かさ、思いやりにふれて

いただくため、笑顔での挨拶や声かけ等について今後徹底して参りたいというふうに考えており

ます。また、各県選手団の応援をはじめ、積極的に選手や一般観覧者の方と交流をしていただく

ことにより、来場者の方々に良い思い出を持って帰っていただけるのではないかというふうに考

えております。 



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

‐ 64 ‐ 

３点目、美化清掃というか、道路の清掃でございます。昨日の中田議員の答弁と重なりますが、

国道の整備につきましては、今年秋に開催される国体までには、必要な範囲を調査し、国、県と

連携を図りながら、国体開催時までには清掃が実施される予定でございます。以上、えひめ国体

についての答弁とさせていただきます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 現在の旅客登録者数が１，８２５名と教えていただきましたが、私ここ

にですね、デマンドバスの運行に関する条例というのをもってきました。この第５条にですね、

デマンドバスを利用することが出来るものは住民及び本町と交流するものとし、事前の利用登録

をしなければならないという５条になっておるんですが、本町と交流する者とは町民以外に何名

くらいおられますか。 

○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） 先ほど申しました１，８２５名という数字は２９年２月２２日現在で

ございまして、その内、町外の方の登録が１６名ございます。この内訳につきましては、内子町

外の親戚の方とかですね、お遍路さんの登録でございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 今１６名ということで親戚の方やお遍路さんと今聞いたと思うんですが、

これデマンドバスの趣旨として親戚の方とかお遍路さんが利用されているかどうかはちょっと分

かりませんが、このデマンドバスを分かっておられるということですよね。遍路されとる方が登

録しとるということは。どういうところで利用されているのかちょっと分かりませんが、私デマ

ンドバスというのは町民のためにやっていると解釈をしておりますが、ご親戚、言うたら税金を

納めていない方ですよね、お遍路さん。こういう方のこれを登録さえしておれば利用可能という

ことになっておるようですが、今後これが増える可能性はあまりはないとは思いますが、税金を

使ってやる中で税金がもらっていない方の利用をどのように考えているのかいうことと、この親

戚の届けた方をお遍路さんをこれ以外にもおられるかもしれませんが、本町と交流するものとし

て判断はどなたがされておるんですか。それをお聞きしたいと思います。 

○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） まずこのデマンドバスですが、公共交通機関ということで、町内一円

に運行を始めてございます。それまでは町が運営しております、いわゆるマイクロバスを各路線

に走らせておりましたので、町内に訪れて来られる方は、そのバスを利用して移動もされていた

という現状です。それが今本庁から小田支所の間しか、定期的なバスが走ってございません。あ

とは全部予約制ということになっておりますので、町内に例えば観光に来られた方ですとかです

ね、お遍路さんにつきましては、移動手段がほとんどないというような状況の中で、やっぱりき

ちんとやっぱり公共交通機関でございますので、バス代は払っていただいているということはま

ずあると思います。それでバス収入もいただいておりますし、やはり町内に来られた方について
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はそういうおもてなしもやっぱり考えるべきではないかというような考え方からお遍路さんも使

っていただきたいというふうな思いでございます。お遍路さんが利用される方は、だいたいコー

スも決められていついつこの地域を訪問したいということで、お電話連絡いただいた時にじゃあ

デマンドバスがありますのでということで登録をしていただいて、ご利用いただいておるという

ことでございます。親戚者の方につきましても内子町に来られてＪＲ内子駅から例えば小田方面

に来る時には定期バスもありますけれどもそれ以外の方につきましては、移動手段がないという

ことですので、料金をいただいてデマンドバスに乗っていただく。これも内子流のおもてなしの

ひとつではないかなと思ってございます。あと判断ですが、これにつきましては、最終的には総

務課の方で判断をさせていただいてございますが、本町と交流をするものということにつきまし

ては、広い解釈の中で本町に訪れていただいて、もし仮に本町で宿泊をしていただけるならば、

そこである程度お金も落としていただけるということも考えられますし、そういったような広い

意味での交流というふうに位置付けてございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） おもてなしをということで、利用が出来るような形をつくられておると

いう返答でしたが、これも４番目に質問しておる地元タクシーをこれも圧迫する要因になってく

ると私は考えますが、できればあとでまた再質問したいと思っておりますが、地元業者も利用し

ていただけるような方向であまりお遍路さんとか親せきの方のおもてなしを十分し過ぎて地元業

者が撤退するようなことにならないような方策を検討もしていただいたらといいなというように

感じました。次に、内子町のまち・ひと・しごと創生・総合戦略の中で、先ほど貨物輸送の登録

者数が３人と言われたかと思うんですが、私、総合戦略の目標値というのを出しております。こ

れを見ておりますと、２７年度は３人、３１年度は２０人というようになっております。３人し

かいないというような説明でしたが、この２０人までというのがどのように今まで進められてこ

られたのか。私以前にコンテナを説明を全協か何かで説明を受けたかと思うんですが、私が知っ

ている限りは深さが８センチくらいなコンテナの説明じゃったかと思っております。私らも地域

でからりまで運んでいただけるようになりますよと。しかし８センチなので白菜とかキャベツみ

たいなちょっと大きいものは運べないですよねというような話をさしてもらったことがございま

す。そこら辺をちょっと気になったものですから、昨日、コンテナ見せていただいたら変わって

おりました。１９センチでしたかね、くらいありまして、ちょっと深いものに変わっておりまし

たが、これはちょっと私は知らなかったんです。こういう住民への説明ですよね。地域の方、私

が説明して８センチくらいしかないんですよ。ちょっと運べませんよといってきた。いつの間に

か１９センチになって利用価値があるかなと思いますが、そういう説明が私だけが聞いてなかっ

たのか。そこら辺の説明を今までどのようにしてきたのか。そして今後どのようにしていく予定

があるのかお聞きしたいと思います。 

○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） お尋ねの貨物輸送の件ですが、今登録者ご指摘のとおり３名でござい

ます。その内訳は立石線で２名、それから宿間、大久喜線で１名ということでございましてその



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

‐ 66 ‐ 

中で現在、利用されておられる方が立石線の２名だけでございます。こちらの方は小田の里せせ

らぎの方に農産物や加工品を出荷されておられる方でございます。これまでの取り組みと致しま

しては、２５年の１月２８日から同年の２月２２日にですね、国交省の社会実験ということでデ

マンドバスの乗り合いをされている方と一緒にせせらぎとか、からりの方にですね、農産物を出

荷する実験をおこないました。その時にデマンドバスに乗っている方がどう思われるとかですね、

せせらぎとかからりに実証実験で出された方が今後も続けたいと思わるかどうかというそういっ

たような実験をさせていただきまして、概ね実験後も約９割の方がですね、続けてこの取り組み

があるのなら利用したいということと、デマンドバスに乗られている方の約６割も別に問題ない

ですよというようなご回答をいただいたので、平成２７年の１１月からですね、広報誌にも載せ

ておりましたように、試験稼働を始めました。その時に議員ご指摘のコンテナ規格がですね、確

かに深さが８センチ程度ということで非常に大きな野菜は入らないというようなこともございま

した。その辺は試験稼働の時にですね、十分に検証させていただいて、平成２８年の４月の正式

稼働になりましてからはですね、十分な要領を確保できるようにというので、縦１９センチの深

さのものに変えてたものでございます。目標値２０に増やしたいという気持はもちろん今でも変

わらずその目標に向かってがんばりたいと思いますが、現在のところ始まって３名、うち２名し

か利用がないということにつきましては、これもご指摘のように説明不足、ＰＲ不足等もあろう

というふうに思います。今後はやはり足しげく地域の方にも出向いてコンテナの深さの件につき

ましても十分な説明ができてなかったというふうに反省をしておりますので、それも合わせてで

すねＰＲもしながら利用拡大に向けて努力をして参りたいというふうに思います。せっかくこう

いう乗り合いバスに貨物輸送が可能になったという通達もありましたので、この通達を勝ち得た

ことにつきましては、非常に地方の自治体にとっては大きな結果だと思いますので、その成果も

ふまえながら今後邁進してまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 私もですね、これ運行についての申込書、私も利用する時があるかなと

思っていただいております。利用方法とか町の広報誌ももってきましたが、貨物のことは一切載

ってませんね、この中には。ちょっと皆さんに周知徹底ができてないかなというように思ってい

ますが、この総合戦略を見てもですね、このデマンドバスは総務課、福祉バスは保健福祉課、そ

して貨物輸送登録については総務課と産業振興課というようにばらばらで３箇所で運営というよ

うなことで、なかなかそこら辺の意思疎通とれてないのかなというような感じをちょっと受けま

したが、しっかりと周知徹底してせっかく町長さんの考えでなかなか旅客のバスに貨物を積める

ということは出来ません。私も運送の方やっておりますが、運送に人も乗せたらいけないという

のと一緒で、なかなか許可が下りないというのも分かっておりますが、特例で内子町にそういう

起きたということは、大変いいことだと思います。ぜひこれをもう少し周知徹底して多くの利用

者をまたからりなどの野菜ものを増やすようになればいいかなというように考えています。ぜひ

周知の方よろしくお願いしとったらと思います。 

 もう一つ、福祉バスの件、同僚議員からも質問があってお答えをいただいておりますが、これ

も総合戦略でですね、福祉バスをデマンドバスに移行するという説明でした。総合戦略では８路
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線に増やすと書いてありますよ。ちょっとここらへんは８路線じゃなくて、これは減らしていく

んよということでしょうかね。そう認識してよろしいでしょうか。 

○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） 年度年度の見直しもですね、やっぱり定期的におこなっている中でや

はり今の活用状況なんかも常に調査をする中でやはり今の時代には福祉バスよりもデマンドバス

が内子町にはあっているだろうというような判断をさしていただいて修正もさせていただいてい

るところでございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 最後に４番目のことですが、デマンドバスをやればやる程、民間事業者

は圧迫していくと。このことはもう目に見えておりますが、見直しも考えるだろうと思っており

ますが、内子町には４つ程タクシー業者さんがおられますが、このデマンドがおこなわれるよう

になってから今まで病院へタクシーをずっと使っていた方がもう使ってもらえなくなった。また、

買い物に利用していた方がデマンドで出た。非常に私らも推進をしてきた一人として、これをで

きるだけ多くの方に利用していただけるようなということで私も話をしてきたいきさつもござい

ますが、大きな今痛手となって浮き上がって参りました。この地域のタクシーがデマンドを引き

受けている事業者になれば、相殺してやっていけるんじゃないかなという私らは思うわけですけ

れどもなかなか話を聞きますと、デマンド運行では本来の事業者の収益というか利益は発生しな

いと。事業としては減益になるケースがほとんどであるというような話を聞いております。オペ

レーターなども全て業者さんがサービスでやっているよというような話も出ております。他の全

国のデマンドを調べんと行政がこのオペレーターをやっているというような形態も出ておるよう

ですが、なかなかその地域のやり方であろうと思いますが、なかなか収益は上がってこないし、

タクシーというのはいざという時にも移動手段でもありますし、地域の生活にとって最後の交通

手段であるというふうに思っております。他の地域でデマンドをやっていた地域においてはタク

シー業者の中には台数を減らさなくてはならなくなった。また撤退を考えていかなければならな

くなったとそのような話も耳に入ってきております。ぜひですね、地元業者もタクシー業者も残

れるような、生き残れるようなその検討を業者と一緒になって一番いい施策を考えていただきた

いと思います。最後に町長さんのお考えがあれば、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 

○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） 今、運行をやっていただいております民業者につきましては最初からで

すね、一応私どもとしては全タクシー業者に呼びかけを致しました。こういう要件でこういうこ

となんですけど力貸していただけないでしょうかということで呼びかけたんですけど、いろんな

ものが難しいということがあってですね、現在の２社がちょっとぎりぎりなところがあるかもし

れませんけれども、一生懸命やっていただいているということなんですね。ですから、一応、私

としてもこれを全域にきちんとデマンドバスをやりたいと。もうあと何カ所か残っているくらい

ですから。それが出来た段階等を適切に見計らってですね、もう一回そういう事業者も含めて仕
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切り直しということも必要なのかなというふうに思っておりますから、タイミングを見てですね、

今質問にもありましたようなことも含めて検討して参りたいというふうに思っております。どう

ぞよろしくお願い致します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 地元の足としてあるタクシーを内子町から全部撤退するようなことのな

いようにですね、ぜひ今後の施策を是非検討していただきたいなというように思っております。 

 次に国体での問題点についていろいろ言っていただきましたが、じゃからサイダーを内子町の

あれということで、私じゃからサイダー大好きですが、どうも問題点として非常に好評であって

すぐにのうなったというような話も聞いておりますが、私は今、花粉症で悩んでおりまして、こ

のじゃからサイダーが花粉症に一番いいというようなことで私も飲ませていただいておりますが、

そういう内子町のじゃからが非常に今人気を呼んで、国体に来られた方もたぶん皆さんが飲みた

いなというように感じられると思うんですが、十分間に合うだけの量を準備されるご予定がある

のかどうか。ちょっとそこだけお聞きしたいと思います。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 亀沖課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 国体本番につきましては、現在計画しているのがじゃからサ

イダー、ライフル会場で２，４００本をお配りさしていただきたいというふうに考えております

し、ゴルフ会場ではかなり人数が少なくございますので、４８０本ほど計画をさしていただいて

おります。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 内子のじゃからサイダー花粉症によろしいということで、非常に宣伝も

行き届いてみなさんが飲みたいということになるんだろうと思うんですが、ぜひ十分皆さんに行

き届くようにお願いしたいと思いますが、合わせてですね、からりでサイダー置きますよという

宣伝もやって行き届かなかった人にものめられるような状況もお願いしとったらと思います。 

あと雑草とか道路の整備については何回もお答えをいただいておりますが、ぜひ検討していた

だいてぜひやっていただきたいと思います。同時にですね、この通行の中でゴルフ場に行く通路

の今、護国から上がっていく線が今でも非常に狭くてカーブの多い通路というか今通学路にもな

っております。私もある方からお願いをされて、ぜひあそこへということで看板を教育委員会、

また建設デザイン課、皆さん参加をいただいて看板は建てていただきましたが、これから練習に

来られる方も増えてくるだろうし、特に私ゴルフやりませんからわかりませんが、ゴルフをやら

れる方は大きな車で来られる方が非常に多くてですね、それもけっこう飛ばしてくるんですよと

いうような地域の話が出ております。通学路でもありますので、国体の期間中はぜひあそこをゴ

ルフやる方は通らないようにというようなお願いをですね、ゴルフ場の方へぜひ言っていただい

て、向こうの本線の方といいますか、満穂線から下がっていく、あちらの方を必ず利用していた

だくように、ぜひゴルフ場へのお願いをしてもらったらと思います。そこら辺りどのように考え

ておるかお聞かせ下さい。 
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○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 亀沖課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） ゴルフに場つきましてはたぶん県外からも多く来られますが、

たぶん高速道路を利用してですね、来られる方がほとんどだろうと思います。それで国道のイン

ターから看板をですね、先ほど議員が言われたルートで案内するように設置をさせていただきた

いというように考えております。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） カーナビで調べるとあれが一番近く出てくるものですから、あの線を通

られる方が非常に多いということで、ぜひいろんな方向でお願いをして通らないような方策も考

えていただきたいなと思います。いろいろとリハーサル大会で問題点もあったかと思われますが、

国体推進、皆さん一生懸命取り組んでいる姿も拝見をしてさしてもらっております。国体本番で

はゴルフ場競技もあったり、リハーサル以上の来場者もたくさんみえられると思いますので、し

っかり反省をし、検討をし、おもてなしあふれる大会にしていただきたいと思います。内子会場

の成功を祈念いたしまして一般質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） ここで休憩を致します。１１時２５分から再開します。 

 

午前１１時１３分 休憩 

 

午前１１時２５分 再開 

 

○議長（中田厚寬君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、久保美博議員の発言を許します。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） １番、久保です。 

〔久保美博議員登壇〕 

○１番（久保美博君） ３月定例議会にあたりまして、質問を致します。春を感じるようになり

ました。議会初日の早朝には、雷が鳴りこれが春の始まりかと思える朝でした。 

今回の質問は、質問するまでもないと考えますが、あえて質問致します。現在、役場の職員は

２２４名あまりで日々雇用、臨時職員を入れると、大きな大きな組織であります。そんな大きな

組織の中でのコミュニケーションづくりを図りながら、快適な職場環境を作ることが大切だと思

います。今、新聞等で報道されている職場でのいろいろなハラスメント記事を目にします。あっ

てはならない職場におけるハラスメントは、被害者の苦痛のみならず、職場環境や人間関係の悪

化、士気の低下をもたらす深刻な問題だと思います。快適な職場環境を維持する上で、これを阻

害するようなハラスメントを予防し、その根絶を目指すためには、どのような教育・研修・啓発

活動をしているのかお伺いを致します。また、ハラスメントの事案が発生した場合には、事実関
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係を調査し、問題の解決を図るとともに再発防止の観点から厳しい姿勢で臨むことが必要と思い

ます。再発防止のための教育・研修をしているのかお伺いを致します。 

次に、職場でのあらゆる局面で発生リスクがあるコンプライアンス違反であります。それが引

き起こされる背景には、様々な要素が複合的に絡み合って発生すると考えられます。本来あるべ

き姿を見失い、社会を無視する法令違反につながると思います。しかも、同質化した職場では、

慣れ合いが横行し、チェック機能も働かないので、不正行為が日常化し、とりかえしのつかない

事態にまで進んでしまう危険性があると思います。このコンプライアンスの問題は、組織風土、

職場環境に大きな要因があると思います。このようなことからコンプライアンス体制構築はでき

ているのかお伺いして私の質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 久保美博議員の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 小野植副町長。 

〔小野植正久副町長登壇〕 

○副町長（小野植正久君） 職員管理についてお答えを致します。まず、ハラスメントに対する

教育、研修についてでございますけれども、ご質問のように快適な職場で安心して仕事ができる

環境づくりは重要でございます。ハラスメント研修は、県の研修所等で実施されます、階層別研

修や管理職研修の中で実施されておりまして、内子町もその研修に積極的に参加しております。

なお、内子町独自としても、全職員が快適で安心して業務遂行が出来ますよう、今後研修会を実

施し、積極的に啓発して参りたいと考えております。 

 次に、事案が発生した場合の再発防止の教育や研修はしているのかということでございますけ

れども、事案が発生した場合につきましては再発防時に向けて職員研修や管理職研修などを行っ

て参りたいと考えております。 

 次に、コンプライアンスの体制構築についてでございます。ご質問のとおり、公務員は高い職

業倫理が求められております。コンプライアンスの問題は、非常に重要な問題だと認識しており

ます。当町におきましては、法令遵守、公正な職務の遂行を確保するため、「内子町不正防止内部

通報に関する要綱」を整備し、組織的に対応できる体制を整えております。併せて、町民の期待

と信頼に応えるための公務員倫理の徹底を図るため、よりよい職場環境と職員間の信頼関係の構

築等についても、職員会や課長会等を通じて常に啓発を行っているところでございます。以上で、

答弁とさせていただきます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 只今の答弁なんですが、それぞれにハラスメントの教育、研修、啓発こ

れについてなんですが、まだ町においてはいろんな講習、研修は階層別に参加するいうことであ

るんですが、町内では職員を集めて研修するとか、啓発のために周知徹底する上で、今の例えば

このハラスメントがあってはならない旨の方針を明確にして、職員に周知、啓発するいう上で就

業規則とかそういったものは定めてないということでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 
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○総務課長（山岡敦君） 職員に対するまず、研修、啓発ということでございますけれども、内

子町でこれに特化した研修は実施してございません。ただ、今年度から本格施行となりました人

事評価の中でですね、特に人事評価する側の管理職につきましては、その研修の一端の中でです

ね、よりよい職場環境づくり、それから職員間のよりよい関係の構築、こちらにつきましても研

修を行ってきているところでございます。なお、愛媛県の研修所におきましては、きめ細やかな

研修も行っておりまして、内子町は必ずと言ってよいほどきちんと計画的にですね、職員も研修

を受けてございますので、そういったようなハラスメントに関する研修についてはある程度は十

分な研修が出来ているのかなというふうには思います。それから就業規則等につきましては、町

の条例とか規則等に定められておりましてそれに基づいて職員も職に従事をしているというよう

なところでございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） このあってはならないハラスメントなんですが、今の職場での実態把握、

現状はどういった状況にあるかというようなことは掴めてないということですか。 

○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） そういったような職場でのハラスメントの件につきましては、基本そ

こそこの部署の所属長が把握をしていただいているという状況でございまして、それは年度にお

きまして期首、中間、期末というふうな対職員間の面談もおこなっておりまして、そこで聞きと

り調査もおこなっております。それ調査に基づいてもし問題があるようでしたら、理事者の方に

報告をしていただくいうような形になってますし、また緊急の場合ですね、職場間でいろんなト

ラブル、例えば人間と人間の付き合いですので、お互いの自己主張がぶつかり合ったりする場合

は多々ございます。そういったようなことが多少大きくなった場合にはですね、所属長もしくは

課長の方から報告があり、必要に応じては内部の調査委員会も設けて調査を行うというようなこ

とは実施してございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 今、各課長が窓口となって対応しているというのが現状だという報告な

んですが、これは例えば総合窓口じゃないですが、相談の窓口とかいうようなことを考えるべき

じゃないかと思うんですが、各課長で対応しきれないというような案件に対してはそんなことが

必要かと思うんですがその辺りどうでしょうか。 

○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） いわゆるハラスメントにつきまして、やはりなかなか上司の方に訴え

にくいという状況もございます。これは内規でですね、もしそういったような状況につきまして

は、総務課長が一応相談窓口というふうに定められておりまして、私の方で相談を受け付けると

いうような体制をとってございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 
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○議長（中田厚寬君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 実態を把握するのが非常に大事であると思っております。職員が言いた

いけど言えないというようなこともあるのかもしれません。そういった場合に、やはり潜在的な

そういったハラスメントが発生しとるということになれば問題なんで、そこでこのアンケート調

査みたいなそういった箱を設置してですね、職員がそういったハラスメントを受けたというよう

なことになれば、そういったことでアンケート調査というのはするべきじゃないかと思うんです

が、どうでしょうか。 

○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） ご質問の件でございますが、なかなか人事評価の中での取り組みでは

不十分な部分もございます。面談にしてもなかなか言えない悩みももっている職員もおりますの

で、そういったことにつきましてはちょっと総務課の方でも検討をさせていただいて、職員の健

康問題の健康上のそういったような改善になる取り組みということでですね、ちょっと検討させ

ていただきたいと思います。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 今、言われるように職員は宝であって財産だと思っております。やっぱ

職員を育てる上では、いち早くそういった事案が発生したら、それを察知して対応するという方

向で職員を見過ごさない、つぶれないようにしないといけないと思っております。それが十分な

目配り、気配りをして対応をしてほしいなと思っております。そういうことで、次の法令違反、

起こりにくい職場体制を作り上げるためには、コンプライアンスの体制の整備、コンプライアン

ス啓蒙活動の徹底、こういった２つのことが大切だと思っております。最も重要なのは、トップ

の強い意志であると思います。形だけのコンプライアンス対策をおこなってもそれがふとしたは

ずみで言動にでることがあると思われます。そうなるとせっかく構築したコンプライアンス体制

が正常には機能しない。そういったことになれば、いつかほころびが出てしまうと思いますので、

そうならないように引き続き体制構築をお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 次に、林 博議員の発言を許します。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林博議員。 

○１１番（林博君） １１番、林です。 

〔林博議員登壇〕 

○１１番（林博君） 時間的に午後になるのかなという腹づもりでおりましたので、早く議事進

行が進んでおるようで、急きょ、お昼前の質問となりましたので、ちょっとまだ気分が落ち着い

てないわけですが、その中で通告にしたがって質問をしたいと思います。私に与えられた質問時

間、４０分ですので前もってお断りをしておくんですが、ついしたら１２時のチャイムが鳴って

も終わらないかもしれないし、質問項目が簡単ですので、お昼までかからずにすぐに答弁次第で

は終わるかもしれません。その点はお許しをいただきたいと思います。 
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３月議会、防災行政について質問をしたいと思います。先の臨時議会において町長は３期目の

町政を執行するにあたり所信を述べられました。その中の一つに「安全・安心のまちづくり」が

あります。このことは私も町民が続けて町内に安心して生活するためには重要なことであるとい

うふうに考えております。これまで２期８年間においても防災計画の見直し策定、各地域の自主

防災組織の結成による防災意識の向上や学校施設、役場庁舎等の耐震改修などなど、防災、減災

に向けて進められたことに対しましては、評価と敬意を表したいと思います。過去最大と言われ

ました東日本大震災から早くも６年が来ようとしております。また昨年は熊本、島根での大震災。

この質問を予期したのか、昨夜は日向灘を震源とする四国にも影響があった地震も起きたようで

ございます。また新潟県の糸井川市、また近隣では西予市野村町の大火災、予期せぬ火災も発生

しております。また近年は集中豪雨による災害も毎年どこかで発生をしているようでございます。

そういう災害で亡くなられた方に、改めてお悔やみを申し上げ、また災害にあわれた方に対して

お見舞いも申し上げたいと思います。こういう状況を踏まえますと、今まで以上に内子町に取り

ましても防災行政が重要になってきているように感じてきております。３期目の町長の所信の中

で、避難所にもなっている自治会館や、消防詰所などいざという時に拠点となる建物の改修を前

倒してでも早めに仕上げていきたいと述べられましたので、財源の許す限り、早く整備ができて

いくものと考えております。そこで最初に質問をしたいと思うんですが、町が管理をし、避難所

に指定している６８施設のうち、今時点ですぐに改修の対応が必要と考えられておる施設をどの

ように把握されておるか。いくらくらいそういう改修がすぐに必要であるという把握をされてい

るかお伺いをします。 

 次に、町内にある消防詰所について伺いを致します。状況をみておりますと、部ごとにだいた

い詰所は整備され、４８箇所のいろんな形態はあるようですが、４８箇所の詰所があるようでご

ざいます。それぞれの建築年数等々みてみますと古いものでは、昭和１５年、昭和２０年に建築

をされているものもあるようです。昭和４０年代に建築されたものも多くあるようでございます。

建築経過年数だけで改修の必要性を判断することはできないとは思いますが、消防詰所のうち、

やはり現時点で早急の改修が必要であるというふうに考えられておるところについてお伺いをし

たいと思います。 

 次に、消防団員の確保と報酬の考え方について質問を致します。２月１９日に実施をされまし

た、平成２９年内子町消防出初式で消防団員の日頃の訓練等々、士気旺盛な訓練と積載車などの

整備状況を見せていただきました。消防団に対して頼もしく、安心をしておるところでございま

す。消防団員が近くにいてくれることによって、住民の方は安心して生活できているということ

も町民の方からよく耳にすることであります。団員は、各地域にとって大きな役目ももっている

ように考えております。しかしながら、現状を見てみますと、消防団員の確保は多くの分団で難

しくなっている状況にあると思います。団員の任用は、消防団の推薦に基づき、町長の承認を得

て団長が任用をするというふうに条例で定めてあります。推薦したくても人材がいないのでは、

推薦できません。年齢が高くなってきたので、交代したくてもやめれない団員や一度退団された

方の再入団も増えてきているというふうに聞いておるところであります。町に取りまして消防団

の機能を維持していくことは防災、減災の面からも必要不可欠であります。減少している消防団

員の確保についてどう考えているのかお伺いを致します。昨年３月議会において、消防団員の報
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酬の見直しなどに伴う条例改正と当初予算の審議もおこないました。報酬見直しの理由として、

合併後一度も見直しをしてこなかったため、県下最低になっていた。県下９町での中位をめざし、

団長、副団長、方面隊長、副方面隊長と団員の報酬を見直し、９町において中位くらいのところ

に位置している分団長、副分団長、部長、班長については、据え置きという課長、班長の一貫し

た説明を受けました。団員の報酬の見直しは、定期的にやはり見直すべきでありますし、また、

県内２０市町でのランクも考慮する必要があると私も考えますが、合併以来、一度も見直しもで

きていなかったのであれば、日頃の消防団の活動状況、訓練状況等をもとに、全体を見直しをお

こない、県内市町でのランク位は、県内での何番目というランク位は見直し幅で調整するべきも

のだったと私は今も考えております。消防団員の報酬に対する考え方をお伺いを致します。以上

で、総括質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 林博議員の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、林議員のご質問に対して答弁をさせていただきます。まず、

一つ目の町が指定している避難所のうち、今後改修が必要とされる施設はいくらあるのかという

ことでございますが、内子町地域防災計画で指定しております、指定緊急避難場所また指定避難

所等の指定につきましては、国の災害対策基本法の定めに基づきまして、指定をしてございます。

現在、内子町におきましては先ほど議員さんも指摘がございましたように６８箇所、それから福

祉施設等も入れますと３箇所ございますので、７１箇所指定をさせていただいているところでご

ざいます。その中で今後改修が必要な建物につきましては、一応、耐震基準というところで昭和

５６年５月以前の建築物が改修が必要であろうという避難所として捉えておりまして、これが２

１施設ございます。全体で言いますと約３０％の施設が改修が必要というふうに現時点で判断を

してございます。主に社会教育施設であります自治会館などにつきまして、耐震化が進んでござ

いません。緊急性や危険度など総合的に判断した中で、もちろん財政面も考慮しながらではござ

いますが、スピード感をもって計画的に実施をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

それから、町内の消防詰所のうち、今後改修が必要な施設はどれだけあるのかということでご

ざいます。内子町消防団は、女性部を含め１本部３方面隊１３分団４９の部で構成されており、

女性部を除く４８の部には積載車等資機材を配備し、地域防災の要として活動をいただいており

ます。現在使用しております、消防詰所等は５６カ所ございまして、建築年で判断し耐震基準を

満たしておりません詰所が１７カ所これは約３０％にあたります。その他、敷地の地盤沈下、河

川氾濫等により危険度の高い詰所が３カ所。１７箇所と３箇所合わせまして、合計２０カ所でご

ざいます。詰所の改修につきましては、十分な機能を持たせるためにも、緊急を要する事でもあ

ります。危険度の高い施設から柔軟に優先順位を付けまして、スピード感をもって整備したいと

考えておございます。 

 次に、消防団員の確保、それから消防団員報酬の考え方につきましてでございます。まず、消

防団員の確保をどう考えるかということでございますが、現状を簡単にご説明申し上げます。現

在内子町の消防団員数は、平成２２年度に改正した条例定数８５０人に対し、団員数は８１２人
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となっております。定員は充足しておりませんけど、条例改正後、今年度までの団員数は、８０

４人から８３６人と多少変動はしておりますけれども、ほぼ横ばい状況で確保が出来ているとい

う状況でございます。ただ、全人口に対する団員数の割合は、約４．４から４．７％で推移をし

ております。その割合は、今年度が一番高い数字となっております。全人口に対する団員数につ

いては、南予地域の９市町において伊方町についで団員数は多い状況でございますが、一部地域

については高齢化等により団員確保が非常に厳しいところもございます。町としての具体的な取

り組みとして、旧３町の文化祭等のイベントなどに出向き、正副団長、正副方面隊長、職員など

で団員加入促進キャラバン隊を結成しまして、加入促進に向けた取り組みを行っております。特

に本年度は広報６月号で消防団の特集を組みました。広く町民の方に我が町の消防団の現状や活

動、それから消防の重要性や課題など分かりやすくご説明もさせていただきました。また、日頃

から団員確保の取組みは、行政からももちろんそうですけど、それぞれの地元の事情を把握され

ていらっしゃる分団長など幹部団員の方が中心となって、各部長や場合によっては消防団ＯＢ等

が声かけを実施しているところでございます。言うまでもなく、消防団員は自らの地域は自らで

守るという郷土愛精神のもとに地域に密着し、地域に一番近い位置にございます。有事の際には

地域にとってはなくてはならない頼もしい存在であることは、今さら申し上げることもございま

せんが、団員確保については今後も、町、消防署、消防団、自治会、各種団体、そして町内の各

職場などが連携を保っていかなければならないというふうに考えてございます。 

 消防団員の報酬の考え方でございます。消防団員報酬は、地域住民の安全・安心のため、日頃

の予防消防をはじめ、火災や災害などの有事の際におきまして、昼夜を分かたず多岐にわたり活

動し、また、平常時においても地域に密着した活動を行っている消防団員の労苦に報いるための

報酬であると認識をございます。昨年度、消防団の処遇改善という事で、団員報酬の条例改定を

お認めいただいたところでございます。合併後、多くの自治体が報酬等の引き上げを行う中で、

消防団の処遇改善を行い、更なる充実強化が図られている中で、内子町においては、合併後初め

ての報酬改定ということになり、県内最低水準の報酬額でありましたもの、団長、副団長、団員

の報酬額の見直しをさせていただいて、県下中位程度の水準となるように改定をさせていただい

たのは、議員ご指摘のとおりでございますが、あくまで中位の水準という考え方につきましては、

今まで合併後一度も改定がなかったというところで、これから議員ご指摘のように定期的に団員

報酬につきましては、地域の実状、それから団員の活動の状況等も十分把握しながら定期的に見

直しをはかっていく必要があろうと考えておりまして、この度の改正につきましては、大変遅く

なって申し訳ないというふうには思いますけれども、再出発の時点でのスタートラインといった

ことで考えてございまして、これから足並みをそろえたベースアップを考えて行こうというよう

な考え方に基づいているものでもございます。今後も防団員の確保とあわせて、報酬のみならず、

健全運営の一助となる処遇改善、資機材の充実、詰め所等の活動拠点の整備、あらゆる面で見直

しを行いながら、内子町消防団への支援をおこない、安全安心のまちづくりに努める所存でござ

います。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林博議員。 
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○１１番（林博君） それでは、数点再質問をさせていただきます。町が指定している避難所の

うち改修が必要なものは全部の避難所の３０％にあたる、２１施設あるという答弁ですが、当然

この中には新町建設計画の追加されました３つの自治会館を含めてという捉え方をするわけです

が、また２９年度の当初予算案をみてみますとやはり早速２つの自治会館あたりの設計委託料等

の予算の計上もされているようですので、早速にこれ取り掛かっていただいておるように把握を

しておるんですが、これ２１施設あって例えば各年度２つずつ改修して行きますと１０年簡単に

考えて１０年、１１年かかるわけですよね。もっと早く進めるわけにはいかんのでしょうか。財

政がいけんのでしょうか。そこ辺をもっと早く私は対応すべき。そうすることが町民の安全、安

心につながると思うんですが、その点、財政面から考えてもっとスピードを上げるわけにはいけ

ないんでしょうか。 

○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） 総合的に判断をしないといけないと思いますけれども、可能な限りやっ

ぱり前倒しをしていきたいと思っております。２つ、３つ、４つですね、ただ、これは地元との

合意をとらないといけないということもございますものですから、今までのあった場所よりもも

っといいところに移転をするということももしかしたら地域によって、施設によってはあるかも

しれません。そこの詰めも必要ですから、林議員おっしゃるように可能な限り前倒ししてやって

いきたいというふうに私は思っております。以上でございます。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林博議員。 

○１１番（林博君） 町長からああいう可能な限り前倒しをしていきたいということですので、

そういう形で担当される部署も対応をいただきたいというふうに思います。 

それで、次に消防詰所ですが、私も一覧表いただいておるんですが、詰め所によっては大変こ

ういう詰所でよく頑張ってくれておるなというような状況の詰所もあるようです。先程、課長も

言われましたようにやはり消防団員さん、日夜年中、活動を詰め所を中心にされております。団

員さん、報酬が低いからやらない、報酬が高いからやるという団員さんは一人も私は町内団員さ

んおられないと思います。ほとんどの団員さんが言えばボランティア的な精神のもとに課長も言

われましたが地域を守るという使命感をもって対応をいただいておると思うんですが、この消防

施設もやはり全体の３０％は改修が必要と。避難所も消防詰所も多額の費用がいるものですので、

これも避難所と同様にできるだけ早く消防団員さんの活動の環境を整えるという意味でも避難所

と共に考えて行くべきだというふうに考えておりますので、両方合わせて検討をするべきだと思

いますので、そういうつもりで対応をいただきたいと思います。 

それと、団員の確保、団員の報酬の考え方、これは課長から答弁いただいて、今後は報酬も全

体的な見直しも定期的にやると。また、全体的な見直しをしていくという答弁ですので、今後の

対応についてはそういうことで私はやっていただきたいというふうに思いますので、期待をして

おきたいと思います。以上で質問を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 午前の一般質問はここまでとし、午後１時から再開を致します。 
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午後 ０時０３分 休憩 

 

午後 １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。 

 次に、宮岡徳男議員の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） １５番、宮岡です。 

〔宮岡徳男議員登壇〕 

○１５番（宮岡德男君） 質問に入る前に先に急逝されました、池田洋助前議長に対して、同僚

議員の一人として哀悼の意を表し、心からご冥福をお祈りを申し上げます。 

さて、私にとって最後の質問となります、今議会は、第３期稲本町政のスタートにあっての所

信表明に対して数点についてお伺いを致します。町長は８年前の初当選から連続３回、無投票当

選ということで町民から稲本隆壽という名前を一度も書いてもらっていない首長でありまして、

町長自身も述べられましたように、かじ取り役として重い責任を背負われております。それだけ

に特別の責任をもっておられ、町政のかじ取りも難しく、町民との対話を重視をされ、じっくり

と住民の声を聞かれることをそして、住民との対話を重ねられることを強く望んでおきたいと思

います。 

さて、町長は所信表明の冒頭、世界情勢に触れられ、米国のトランプ大統領の誕生により世界

情勢の不透明感などから日本の施策や国民生活にどのような影響が出るのか。今後の動きに注視

をしていくと述べられました。そして、国内政治では、今、地方創生の動きが加速をしていると

の認識を示され、その活用を図って町政を進めていくと表明をされました。現在、国会で審議を

されております、２９年度国家予算は、アベノミクスと消費税頼みの路線の行き詰まりのしわ寄

せを国民に押し付けるとともに、軍拡推進の道を暴走をする安倍内閣の強権的な姿勢を象徴する

予算であるとの指摘がなされております。軍事費は５年連続増加をして、５兆１，２５１億円に

も膨れ上がり、そのしわ寄せにより社会保障費の自然増を５，０００億に抑え込むため、今年度

も１，４００億円の削減がおこなわれております。その中には、後期高齢者医療の低所得者への

保険料軽減措置を縮小をして、保険料を増やすことや、高齢者の医療費や介護利用料の自己負担

限度額の引き上げなどが含まれております。高齢者向け予算が狙いうちをされていると思うわけ

であります。本年度予算での社会保障削減は、年金や児童扶養手当が被爆者手当などの支給額は

引き下げとなっておりますし、７０歳から７４歳の医療費窓口負担２割化が今年度は７３歳まで

拡大されております。他の暮らしの予算が軒並み減額となっておりまして、町民の暮らしを支え

る所得はこの内子町でも昨年の所得申告の結果を見てみますと、全国の貧困ラインと言われてお

ります、所得２００万円の半分、所得１００万円以下の方が給与所得者８，２００人のうち、約

４４％。営業所得５７１人のうち５８％、農業所得者８８０人のうち実に８４％、そして、不動

産所得４０９人のうち、７３％の人々が所得１００万円以下の生活をしておられます。年金所得

者７，３７６人のうち、９３％の年金取得者は、所得１００万円以下の暮らしを強いられており
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ます。このような現状の下で、安倍政権が実行しようとしております、福祉切り捨ての政治が押

し付けられるならば、町民の暮らしは、立ちどころに行き詰まることは、火を見るよりも明らか

ではないでしょうか。内子町はまちづくりにおいては、町並保存や村並み、山並み保存など全国

的にも名をはせておりまして、その取り組みによって、一定の成果をあげて参りました。しかし

国の進める悪政のもとで、地域経済の疲弊が進んできたのは、ご承知のとおりであります。稲本

町長は第３期町政推進にあたって、今回子ども達に夢を、働く人に元気を、お年寄りに安心を、

安心・安全なまちを掲げて先の臨時議会において所信表明をされました。そこで、お伺いを致し

ます。今世界でも、国内でも、格差社会が拡大をして、富める人と貧困に陥る人の格差がますま

す拡大をしております。この傾向は、当町においても何らかの形で出ていると考えるわけであり

ますが、現状をどの様に認識、把握をしておられるか。このことについてまずお伺いを致します。

さて、まちの仕事の中心は、住民の皆さんの住民福祉の増進に努めることが中心であろうと考え

ております。どのような事業も住民福祉につながっていると考えておりますが、町長の所信表明

の中で、福祉政策については触れられませんでした。しかし、内子町の住民福祉の現状について、

どのような認識として評価をもっておられるか、この点についてもお伺いを致します。最後に子

ども達に夢と希望をもたせるため、英語教育とふるさと教育、その方針が示されました。これか

らのグローバル社会で生き抜くために必要性については、私も同感するところでありますが、今、

親の経済格差が子どもの学力格差にもつながるといわれる現状の中で、どの様な方向付けをされ

るのか。また、選ばれた子どもだけのものにならないような取り組み、これを願うものでありま

す。今でさえ、子ども達にとって詰め込み教育の下でついていけない子どもが増えていると言わ

れております。現場の先生方の負担もますます増えると考えられますが、このような現状に対し

て、どのような対策をもってこの教育行政にあたられるか。町長並びに教育長のお考えをお聞か

せいただきますように、このことをもって今議会の私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡徳男議員の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

○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） 私の方から宮岡議員にお答えを致します。格差の問題につきまして、ご

質問をいただきました。合わせて当然それと関連してくると思いますけれども、福祉の問題、現

状をどう考えるのか。また課題は何かというようなものについてご質問をいただきました。そし

て、最後にふるさと教育や英語教育についての取り組み、私の方から先にお答えさしていただき

たいと思います。議員ご指摘のように日本の貧困率と言いますか、これはＯＥＣＤが発表してい

る数字でございますけれども、世界第５位でございます。貧困高い方から５位。１５．３％とい

う数字が出ております。よく使われる係数ですけれども、これはＪＩＮＩ係数と言いますけれど

も、これは０．３２６です。これは１に近づくほど格差が拡大しているということの指標らしい

んですけど、ここ２０年くらい日本は急速にこの数字が上がっているということは、指摘されて

おられます。そういう意味で、日本の中でそういう格差というのが、じわじわ拡大しつつあるの

かなという認識をですね、この数字をみるとですね、感じているところでございます。また、町

内でも生活保護世帯でございますけれども、この数字そのものは横ばいの状態が続いております。
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平成２８年度だけをとりますと、２６件の生活相談、１４件の保護申請ということでございます

けれども、もしかしたら、潜在的なそういう状況があるのかなというふうにも推測もしておると

ころでございます。町としてもご案内のように、第２期の内子町総合計画の中で、この福祉の問

題についても総合戦略に沿ってですね、しっかりと向きあっていかないかんということで位置付

けをしておりまして、一方では稼げる町を作っていかなくちゃいけない。農業や商業もそうです

けど、稼げる町をつくっていかなくちゃならないけれども、病気でありますとかあるいは不幸に

よって、不幸ながらも交通事故にあったりして障がいを余儀なくされた、そういう人達に対して

はやれることはきちんとやっぱり救済の手を差し伸べていくということがとても大事だというふ

うに思っております。また自立に向けて逆境にあっても自立に向けてがんばっていくという人達

をどういう形で支えていくのかということもとても大事だというふうに思っておりますので、社

会福祉協議会等と連携をとりながらですね、しっかりやっていかないかんなというふうに私思っ

ておるところです。具体的にはまず医療体制につきましては、だいたい内子町の場合には完ぺき

ということではないかもしれませんけれども、ほぼ体制的には出来あがっているんではないかな

というふうに思っております。愛大の医学部と連携いたしまして済生会小田診療所に来て下さる

先生とタッグを組みまして今それぞれ自治会単位で糖尿病等を中心にした出前講座のようなもの

をずっとやっております。こういったものを全町にですね、早く広げられるように対応していき

たい。そして、なるべく早く予防をやっていけるようなシステムをつくっていきたいというふう

にも思っております。それから、合わせて医療につきましては、議員ご案内のように可能な限り

今の段階で許せる範囲で医療費の助成等もですね、やってまいったところでございます。それか

ら子どもの子育ての環境につきましては放課後子ども教室であったり児童クラブであったりです

ね、それぞれの充実をはかってまいりました。これからもまだ十分なところがないということも

ございますものですから、これもしっかりとやっていかなくちゃいけないなというふうに思って

おります。それから、周辺部の皆さん方を移動手段として先ほども議論になっておりますけれど

も、デマンドバス等々を充実させてですね、移動手段の確保ということもやっていかないかん。

もろもろ課題はたくさんありますけれども現実をしっかりみて可能な範囲で向き合っていきたい、

やっていきたいというのが今の私の考えでございます。 

それから教育の分野のふるさと教育、英語教育についてのご質問でございますけれども、これ

はもう議員のご質問の中にありましたように、これからの社会を考えた時にまた学校教育の中で

もう教科として組み込まれる、小学校の段階から組み込まれるということでございますから、町

としてもこれはしっかりやっていかないかんということが一つあります。それからふるさと教育

を言っておりますのは、町内にも非常にいい企業がたくさんあって、そういう人達がどういうふ

うな思いでこの企業を経営されているのか。農家も非常に芸術品のような農作物を作る農家がた

くさんあります。そういう農家の皆さん方がどういう思いで農業に向き合っておられるのか。中

学生くらいの段階からそういうものに触れるような環境を学校教育の中で作っていただきたい。

そして、ふるさとを愛せるような若い人達を育てたいというのが思いでございます。そういう思

いで具体的に学校教育の中でどういう仕組みでこれをやっていくのかということは、また教育委

員会の中でアイデアを出していただきたい、先生方としっかりとタッグを組んでやっていただけ

ればありがたいなというところでございます。以上で答弁にかえさせていただきます。 
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○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 井上教育長。 

〔井上淳一教育長登壇〕 

○教育長（井上淳一君） 私の方からは、町長が答弁された方針に基づきまして教育委員会とし

ての考え方についてお答えをさしていただいたらと思います。なお、町長と重複するかもしれま

せんが、よろしくお願いしとったらと思います。議員ご指摘のこれから教育を取り入れることで

子どもや教師の負担がどうなるのかというようなご質問ですけれども、議員も言われたように今

日のグローバル化社会に対応するためには、早い段階から英語などの外国語に触れることが大切

だというふうに認識をしております。次期、学習指導要領では、平成３２年から小学校３、４年

生は聞くこと、話すことを中心とする外国語活動、５、６年生は聞くこと、話すことの上に読む

こと、書くことを加えた外国語教育を進めることとなっております。この内子町教育大綱におき

ましては、英語教育に力を入れますよというところも掲げておりますので、そういったものを含

めまして取り組みをしていきたいというふうに考えております。またふるさと教育でございます

が、今、ふるさと教育、環境教育、職場体験などもおこなっております。その事業の中で町長も

言われましたけれど、町内でがんばっておられる方や企業の方からお話を聞いたりですとか、働

いておられるところを訪問したりですとか、いろんなところで児童生徒がそのことを知る、その

ことはもちろんですけど、保護者にも知ってもらうことで地域の歴史の良さを知り、町に誇りを

もち、自信が生まれ、就職の選択肢も拡大するのではないかなというふうに考えているところで

ございます。いずれに致しましても決められた授業日数、授業時間の中で外国語活動だったり、

ふるさと教育などをおこなってまいりますので、児童生徒が参加する授業や学校の授業など見直

しを図りながら現場の先生方、外国語教育に詳しい方などの意見等を取り入れながら、児童生徒

にとって一番いい英語教育、並びにふるさと教育、内子らしい教育をめざして取り組んでまいり

たいというふうに考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 内子の現状について、縷々町長からもご答弁をいただきました。しか

し、今私どもが住んでおります地域みてみますと、山間地でお年寄り一人で住んでおられる方、

ご夫婦で住んでおらる方の話を聞いておりますと、実際に今のような状況の中で、病気をして医

者へ行きたくても行けない状況があるというような話も聞くわけであります。特に、一度病気を

して入院をしておったとそういう方々が再度また入院をしなければならないというような状況の

中で、非常に困難な生活をしいられているような方々がけっこう多数おられるわけです。先程私

が申し上げましたように、所得１００以下の方々が半数以上になるんではないかとこの昨年度の

所得申告の結果の状況を見ますと。私は貧困ラインが２００万と言われておりますから、その半

分の所でぎりぎりのところで生活をしておられるそういう方々に対するやっぱ取り込み、これは

特別な分野もいるんではないかと思うんでありますが、そういうところに町職員の皆さんもはじ

めとして、理事者の皆さんがどう目を向けていかれるか、今後。私は、第３期稲本町政の中でこ

の問題について、ぜひ目を向けていただきたいということを特に要望をしておきたいと思うわけ

です。私も今日が質問最後でありますし、そういう点では、稲本町長とも町長、労働運動やって
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おられる当時、ご一緒にそういう問題についての運動をやってきたこともありますので、そこら

については、町長も理解ができるんではないかなと思うわけでありますが、そういう取り組みに

ついて。私は一昨年ですか、山梨の三郷町の方へ行政視察に参りましたおり、福祉豊かなまちづ

くりということで取り組んでおられたわけでありますが、言葉には出さんでもやっとるんよと言

われるかもしれませんが、そういう言葉でやっぱしどう位置付けていくかというのが非常に町民

にとっても安心にもつながるし、そういう方向に施策が向いていくんではないかと思うわけであ

りますが、稲本町長あまり福祉についてのそういう言葉が出て来ない首長さんでありますから、

その辺について今後どういう方向をとられるのか。その点について、再度、稲本町長の所信をお

伺いをしたいと思います。 

○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） 内子町の福祉政策というのは、ご案内のように内子町総合福祉計画に基

づく、あるいは健康づくり計画というのがございます。これに基づいてしっかりとやっていくと

いうことがベースでございます。中でも、今、議員がご指摘されましたように、本当に社会的非

常に大変な人達にどう目を向けるかということは、とても大事な分野だというふうに思います。

一年間の内に何回かご要請をいただいたりとかですね、皆さん方と意見交換をする機会もありま

すものですから、このできるものとできないもの、国の制度の中でなかなか難しいということも

ございます。その辺は、しっかりとみながらですね、可能なものについてはやっていかなくちゃ、

対応していかなくちゃいけないということでございますので、特別、福祉政策を表に出している

ということではないかもしれませんけれども、やるべきものはちゃんとやっていかなくちゃいけ

ないというふうに私は思っているところです。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） ぜひ、そういう立場で第３期稲本町政を進めていただくことを強く求

めておきたいと思います。 

 さて、英語教育、ふるさと教育でありますが、教育長もお述べになりましたように、非常に子

ども達の置かれている状況、それから現場の先生方の負担というのは、特に今回国が進めてくる

小学校から英語教育というような状況の中で、非常に負担が増えているということは全国的にも

どうも指摘をされておるようでありますが、そういう中で改めて内子町自身がそういう教育を特

に重点的にやるということでありますから、これに対するやっぱ特別な支援体制というのはいる

んではないかと思うんでありますが、その辺についてはどのようなお考えをもっておられるか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 新しい学習指導要領によりますと、英語活動というのが３５時間で３、

４年生に追加になったというようなことに指導が出ているような報告がきております。そういっ

たもの、時間数が決まっておりますので、３４時間をどうやって年数にするかというところがあ

ろうかと思います。そうなりますと、今までやっていました行事の見直し等々も必要になってま

いろうかなと思います。今年ですけれど、ある学校におきましては学芸会というのを学習発表会
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に変えたりしながら、そういった子ども達の負担とか先生方の負担とかいうのを削減していくと

いるというような事例報告もいただいておりますので、そういったことをにらみながら学校現場

等々と協議しながら取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 当町においてそういう英語教育を進めるにあたって、専門的な分野で

ありますから、そういう先生方の対応ができるような状況になっているのかどうなのか。どうも

全国的にみますと、そういう部分が不十分なままに進められると。３５時間という特別枠をどう

こなしていくかというので、非常に困難な状況も起きているやに聞くわけでありますが、内子町

においてはそういう部分については、十分に対応が出来る体制が整っているのかどうなのか。こ

の点について再度お伺いを致します。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 議員もご承知のように昨年の夏からＡＬＴが１名増員となっておりま

す。ＡＬＴは外国語指導助手ということでサポートをするというようなことになっておりますけ

れど、１名増員の部分が小学校や幼稚園等々に行っておりますので、そういったＡＬＴをフル活

用することによって、少し先生方の負担というのが軽減できるのではないかとか、本物の英語を

聞かすことによって、児童達が外国語に親しみができるのではないかというようなことを考えて

おりますので、そういったものも含めて取り組んでいきたいなというふうに思っているところで

ございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） ただ、現場の先生方の負担が重くなるといいますか、そういうことに

よって、子ども一人、一人に目が向く活動といいますか、そういう部分が非常に困難になる部分

も出てくるんではないかなと思うわけであります。といいますのは、昨年来、いろいろ問題にな

っておりますいじめの問題一つとってみましても、先生方は本当に子どもに向き合える時間がと

れているのかどうなのか。そういう点なども考えますと、そういう無理な教育活動というのはそ

のしわ寄せはやはり子どもにくるんではないかと思うわけでありますので、その点については非

常に慎重な対応をお願いをしておきたいと思いますが、この問題についても今後の課題として今

後第３期稲本町政の中で子ども達が本当に大切にされる教育現場を作っていく方向でのご努力を

期待をしておきます。私も今回の質問が８９回目ということで平成７年にちょうど３月議会であ

りましたが、初質問をおこないまして、今回８９回の質問で議員生活を終わるわけでありますが、

これまでいろいろとご指導をいただきました職員の皆さんや理事者の皆さん、そして議員活動を

支えていただきました町民の皆さんに心からお礼を申し上げ、そして内子町がますます発展をし

ていける町づくりが進められますようにご祈念を申し上げまして、私の最後の質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 

○議長（中田厚寬君） 以上で、一般質問を終わります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 
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  日程第４ 議案第１１号 内子町税条例等の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第４ 議案第１１号 内子町税条例等の一部改正について」を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町税条例等の一部改正についてでございます。本案につきましては、

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び、地方交付税

法の一部を改正する法律及び、地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令が

公布されたことに伴い、内子町税条例の一部を改正することについて、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、税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。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは、議案第１１号、内子町税条例等の一部を改正する条例につ

きまして、ご説明申し上げます。 

 資料番号１、議案書１１ページをお開きください。提案の理由でございますが、消費税率１０％

への引き上げが平成３１年１０月１日まで延期されることに関連致しまして、提案の理由に記載

しております法律、及び政令が公布されたことに伴いまして、内子町税条例等の一部を改正する

ものでございます。内容につきましては、議案説明資料でご説明させていただきたいと思います。 

資料番号６、議案説明資料の１ページの左側をご覧いただきたいというふうに思います。主な

改正の内容でございますが、1点目には、個人住民税におけます住宅ローン控除制度の適用期限。

２点目には、軽自動車税の環境性能割、それから種別割の導入時期。３点目には、法人町民税の

法人税割の引き下げ時期、おのおのを延長するため、関連規定を整備、改正するものでございま

す。主な改正の内容の下に、条項ごとに改正の概要を一覧表にまとめてございますので、そちら

をご覧いただきたいというふうに思います。表の左側には、「改正条例等番号」を。右側には、「改

正の概要」を記載しております。まず、改正第１条「附則第７条の３の２」の改正では、所得税

におけます住宅ローン減税制度の延長に伴いまして、個人町民税においても同様、減税制度の適

用期限を、４１年度までを４３年度までに。居住年の要件となります、後段になります、平成２

１年から平成３１年までの入居を、３３年度までにそれぞれ、延長するものでございます。次に、

第２条の改正では、先ほどの消費税の引き上げを２９年４月１日からとするということの税制改

正に対応致しますために、昨年の６月の定例議会におきまして、法人町民税の法人税率を引き下

げること。また、軽自動車税に「環境性能割」を導入すること。また、軽自動車税の中で「グリ

ーン化特例」。それから経年車の重課というふうなことを「軽自動車税種別割」ということで導入
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するにつきまして、専決・ご承認をいただいたところでございますが、先の消費税の引き上げの

延期に伴いまして、平成２９年度からそれから消費税の引き上げ時期までの間、税制の適用を規

定する必要がございますために、専決規定を一端廃止を致しまして、軽自動車税につきましては、

その期間は、「種別割」という名称を落とし、「軽自動車税」として、グリーン化特例、それから

経年車重課というものを適用させるとともに、引き上げ時に対応致しますために、削除した規定

をあらためて定め、法人税の引き下げ、それから軽自動車税の「環境性能割」の導入、それから

「軽自動車税種別割」として、グリーン化特例等の適用をするものでございます。これらの改正

内容に対応するために、資料１ページの右側の上段になります。新設します、附則第１条の改正

では、法人税割の税率の引下げ及び、環境性能割等の導入時期の変更に伴いまして、施行期日を

消費税引き上げ時期に変更を致すとともに、新設、附則第２条の２におきまして、引き下げ時期

の適応を受けます法人町民税の事業年度の区分を定めるものでございます。右側の下段、附則第

４条では、軽自動車税環境性能割の適用を３１年１０月１日以後に取得された車両に、軽自動車

税種別割については、３２年度以後に課する軽自動車税に対して適用するよう経過措置を設ける

ものでございます。 

なお、説明資料２ページには、改正第１条の関係。３ページから１４ページにかけましては、

改正第２条関係の新旧対照表をつけておりますので、お目通しをたまわったらというふうに思い

ます。以上、議案第１１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜わりま

すようよう、お願いを申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

お諮りします。「議案第１１号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

 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。 

よって、「議案第１１号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第５ 議案第１２号 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制

定について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第５ 議案第１２号 内子町過疎地域における固定資産税の特別

措置に関する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定につ

いてでございます。本案につきましては、山村振興法第１４条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令の公布及び、愛媛県過疎地域における
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県税の特別措置に関する条例を一部改正する条例の施行に伴い、内子町過疎地域における固定資

産税の特別措置条例を全部改正することについて、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、税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。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは、議案第１２号、内子町過疎地域における固定資産税の特例

に関する条例の制定についてをご説明申し上げます。 

資料番号１、議案書２０ページをお開きいただきたいと思います。提案の理由でございますが、

議案書下段の提案理由に記載しておりますとおり、山村振興法省令及び県条例の施行に伴いまし

て、現在の内子町過疎地域における固定資産税の特例措置条例を全部改正し、内子町過疎地域に

おける固定資産税の特例措置に関する条例を制定するものでございます。内容につきましては、

議案説明資料でご説明させていただきたいと思います。 

資料番号６、議案説明資料の１６ページをご覧ください。新条例の制定の趣旨でございますが、

過疎地域自立促進特別措置法の規定では、過疎地域内におきまして、特別の事業者が設備の新設

又は、増設することにより、雇用の増大に寄与すると認められます時は、地方税法の規定に基づ

き、固定資産税を減免することができるということがされておりますことから、合併時に、同法

律に掲げられます事業のうちに、町内に新設等が見込まれます、旧条例第２条第１号にあたりま

す、製造、加工もしくは修理又は関連する試験研究する事業、総称して「工場等」ということに

なっておりますが、それに対して、減免措置を適用するということで、条例の制定を行い、現在

に至っているところでございます。町では、雇用機会の拡大をはかるべく、様々な企業の誘致を

進めており、条例制定時に比べまして、その環境は大きく変化致しております。また、国におき

ましても、さらなる過疎地域におけます自立促進のために、他の事業を追加するなどの改正が講

じられておりますことから、同法律に対応致しました条例を定めるものでございます。では、そ

の主な内容をご説明させていただきたいと思います。 

説明資料の１５ページをご覧いただきたいと思います。まず、１つ目には、対象事業と致しま

して、コールセンターやデーターセンターなどの情報通信技術利用事業、それからホテル、旅館

及び簡易宿泊所など、旅館業法に規定されます旅館業を追加するものでございます。次に２つ目

には、投下した資産価額２，０００万円を愛媛県と同額の２，７００万円に引き上げるものでご

ざいます。３つ目には、過疎法の減免、主目的でございます、雇用の増大に寄与するということ

で、町独自に例えと致しまして、操業開始日における常時雇用する従業員数というのを適用事業

者の要件として設けてございましたけれども、法律に同様な定めがないというようなことでござ

いますので、規定を廃止するものでございます。これらの内容を定めるために、下段の表に記載

しておりますとおり、新条例に一部改正して定めるとともに、改正のない旧条例の内容について

は、新条例、又は規則に移行、規定するものでございます。固定資産税を減免する条例につきま

しては、他にもございますが、今回制定致します、条例の適用を受ける減免措置が、総務省令で

定める場合に該当すると認められる場合には、「地方交付税の算定に用います基準財政収入額とな
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るべき額から控除する」というふうにされておりますので、財政的にこの条例の適応による減免

が有利な内容というふうになってございます。この取扱いにつきましては、県税であります事業

税、それから不動産取得税においても同様な措置が講じられておりますことから、県の取扱いと

調整を図りながら、町の条例の適用をして参りたいというふうに考えております。また、固定資

産税を特例減免致します、内子町企業誘致条例では、雇用を創出する事業につきましては、５年

以内の減免を受けられることというふうになっておりますが、指定を受けるためには申請日の関

係から、本、固定資産税の特例に関する条例に基づきまして、３年間の減免を受けた後に申請し

た場合には、旧条例の方の減免の適応が受けられないいうことになります。優先して適用した場

合、このような不利益が事業者の方に生じないよう、内子町企業誘致条例の一部を改正する条例

を、あわせて、この本議会に上程させていただいておりますので、あわせて、ご審議、賜わりま

すようよう、お願いを申し上げます。以上、議案第１２号の説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご決定賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 下野議員。 

○１０番（下野安彦君） この条例に該当する企業は何社ありましたか。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海孝君） 旧条例を含めまして現在まで適応して、旧条例によりまして適応を減

免したという事例はございません。 

○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。 

お諮りします。「議案第１２号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

 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。 

よって、「議案第１２号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第６ 議案第１３号 内子町企業誘致条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第６ 議案第１３号 内子町企業誘致条例の一部改正について」

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町企業誘致条例の一部改正についてでございます。本案につきまし

ては、内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定に伴い、内子町企業誘
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致条例の一部を改正することについて、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、産業振興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。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本産業振興課長。 

〔山本真二産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（山本真二君） それでは、議案第１３号、内子町企業誘致条例の一部改正につ

いてご説明申し上げます。 

資料番号１、議案書２３ページをお開きください。提案の理由でございますが、議案書下段に

記載しておりますとおり、先ほど税務課長がご説明申し上げました、「内子町過疎地域における固

定資産税の特別措置に関する条例」の制定に伴い、「内子町企業誘致条例」の一部を改正するもの

でございます。 

内容につきましては、議案説明資料でご説明させていただきたいと思います。資料番号６、議

案説明資料１９ページの新旧対照表をご覧下さい。第１２条、他の条例との調整でございますが、

前段は、税務課所管の「内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」の制定に

伴い、引用する条例の変更に対応するため、条例名、条番号を改正するものでございます。次に、

後段につきましては、「企業誘致条例」の規定により、事業者が指定を受けた場合には、３年以内

又は、５年以内の固定資産税を減免する企業誘致促進奨励措置を受けることができますが、税務

課所管の「内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」を適用した方が、財政

上、有利な措置が受けられる場合がございます。そのため、該当する事案については、順序とし

て、財政的に有利な条例を優先的に適用させるため、内子町過疎地域における固定資産税の特別

措置に関する条例の適用を受けることができる場合には、適用しないと定めるとともに、適用し

ないとする奨励措置の内容が特定されていないことから、固定資産税を減免する企業誘致促進奨

励措置である第３条第１項第１号と明記するものでございます。なお、税務課所管の内子町過疎

地域における固定資産税の特別措置に関する条例による措置は、３年間しかございませんので、

５年以内の要件を満たす事業者の方には、残る２年を企業誘致条例により減免し、不利益が生じ

ないよう措置を講ずる予定でございます。今後は、税務課と調整をはかり、事案により、優先順

位の判断をして参りたいと考えております。以上で、議認第１３号の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようよう、お願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

 お諮りします。「議案第１３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

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。 

  よって、「議案第１３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 
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  日程第７ 議案第１４号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第７ 議案第１４号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正についてでございます。本案につきましては、介護保険法の改正に伴

い、内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正することについて、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、保健福祉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。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議案書１の２５ページをお開き下さい。議案第１４号、内子

町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついてをご説明申し上げます。平成２６年６月に公布されました、地域における医療及び介護の

総合的な活動を推進するための関係法律の整備等に関する法律によりまして、介護保険法が改正

をされております。その介護保険法の改正に伴い、利用定員１８人以下の小規模な通所介護事業

及び療養通所介護事業、こちらは定員９人以下が地域密着型サービスに移行をされました。これ

によりまして、内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例に必要な基準を追加をするものでございます。町内で通所介護事業所は４事業所が対象と

なります。 

議案説明資料、ナンバー６の２０ページをお開き下さい。第３章の次に第３章の２を追加し、

地域密着型通所介護の基準を追加致します。１節から４節までが通所介護事業にかかるものでご

ざいまして、第５節が療養通所介護事業に係る基準でございます。第２節が基本方針になります。

２０ページの下段の方を見ていただいたらと思います。その下、第２節が人員に関する基準でご

ざいます。 

２１ページをお開き下さい。配置職員につきましては、生活相談員、看護師または准看護士、

介護職員、機能訓練指導員の配置基準が必要でございます。介護職員は利用定員が１５名を越え

る場合は２名必要となります。利用定員が１０人以下の場合には看護職と介護職の兼務でもよい

ということになっております。管理職は管理上支障がない場合は兼務が可能という定めでござい

ます。 
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続いて、２２ページをお開き下さい。上段少し下がったところ、第３節でございます。こちら

は設備に関する基準を定めております。その下、第４節でございます。こちらには運営に関する

基準を定めております。 

２５ページをお開き下さい。２５ページ、５９条の１７、真ん中どころでございます。この部

分が地域密着型通所介護となり、新たに追加される規定でございます。運営推進会議を設置し、

年２回以上会議を開くことが規定をされております。地域と連携し、地域に開かれた運営が求め

られている部分でございます。 

続いて、２６ページをお開き下さい。２６ページ、中ほどから少し下、第５節には指定療養通

所介護事業を追加致します。病院併設で重度な介護を必要とし、常時看護師の観察が必要な方で

医療措置の多い方を対象としておる施設でございます。町内に該当する事業所は、今の所ござい

ません。地域密着型通所介護と同様に第１款で趣旨及び基本方針を定め、その次の２７ページ、

第２款で人員に関する基準を定めております。従業員の配置は看護師又は介護職員で利用者１．

５人に対し、１以上になります。１以上は看護師で常勤の必要があります。管理者は看護資格が

必要でございます。その下、真ん中どころでございます。第３款に設備に関する基準を定めてお

ります。続いて下段になります。第４款には運営に関する基準を定めております。 

３１ページをお開き下さい。第５章、小規模多機能型居宅介護、第８５条の一部改正でござい

ます。登録定員の改正で、２５人以下であったものを２９人以下と改正を致します。第２項第１

号の通いサービス、これはデイサービスでございますが、利用定員の変更を致します。１５人ま

でであったものが登録定員により、１６人から１８人まで引き上げるものでございます。そこの

枠に囲われた表をご覧いただいたらと思います。以上で、説明に代え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、お願いを致します。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

 お諮りします。「議案第１４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

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。 

  よって、「議案第１４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（中田厚寬君） ここで１０分間休憩をします。２時１０分から再開しますので、よろし

くお願い致します。 

 

午後 ２時００分 休憩 

 

午後 ２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。 
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  日程第８ 議案第１５号 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第８ 議案第１５号 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一

部改正について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一部改正についてでございます。

本案につきましては、施設使用料及び宿泊料の改定に伴い、内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条

例の一部を改正することについて、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、町並・地域振興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。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） それでは、議案第１５号、内子町文化交流ヴィラ「高橋

邸」条例の一部改正についてご説明させていただきます。説明資料３２ページをお開き下さい。

まず、第９条の「使用料の免除」を「使用料を減額し、または免除すること」に改正するもので

ございます。現状は、使用料が発生するかしないかの０と１００しかありませんので、大学生の

研修等で高橋邸に宿泊される時に使用料の減額で対応したいため、「免除」を「減額」にし、減額

措置ができるよう改正するものでございます。次に、別表、施設使用料の区分表についてでござ

いますが、「８時間以内」の上が「２４時間以内」であったので、「１２時間以内」の欄を新たに

設け、また、母屋と宿泊棟があり、現状は両施設を使用しても料金は倍にならないので、「備考欄」

を設けて、「１棟あたりの使用料」を追加させてもらいました。別表、宿泊施設の区分表について

でございますが、町内宿泊施設の料金と比較しても安価であり、料金を値上げして平均的な価格

にするため、大人で１，０８０円。子どもで５４０円の料金をあげさせていただきます。区分表

ですが、現在、一人利用者は、ゼロですので除けさせてもらい、「乳幼児」を「１歳未満」に。備

考欄で幼児の定義を記載して宿泊料の改正をするということで提案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、お願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 今の説明の中でですね、減額の対象者を大学生というような説明があっ

たと思うんですけれども、これは大学生はもう全てということですか。それとも大学生でも利用

目的とかそういったものによっては減額しない、減額するということがあるということでしょう

か。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 
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○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 先ほどご説明致しましたように、大学生等ということで

ございますので、あるいは高校生とか、そういったものも含まれますし、今、議員がご指摘され

たように、大学生でも減額しない場合はあるということでございます。 

○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） 私が聞き逃したのかもしれませんが、宿泊料の関係なんですけど、古

いやつでは宿泊は一人用が４，８６５円。２人の場合は４，３２０円ということでちょっと割安

になります。新しいやつでは２人用は別段記載してないんですけど、これは一人でも二人でも一

人が５，４００円はいりますよというような受け取り方でかまんのでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） その通りでございます。現在一人で利用されるお客様と

いうのが高橋邸現在、一人もいらっしゃらなくて、二人以上で宿泊される場合がほとんどでござ

います。そのために今回一人というのを除けさしていただきまして、一人で泊まっても二人で泊

まっても同じという定義にさしていただきました。 

○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） そしたら複数人で泊まった場合には、使用料が多少前回よりは上がる

というふうな形になるんですよね。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） そうでございます。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林議員。 

○１１番（林博君） 私は施設使用料の点で質問をしたいと思うんですが。今回の改正しようと

するものは、１２時間以内という新たな使用料を設定をしたいということなんですが、今現在、

施設の利用で８時間以上、２４時間以内の使用というのがどの程度あるんでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 今年度の実績で申しますと昨年の１０月にですね、内子

座の催しに合わせて高橋邸ダイニングというのを開催したんですけれども、その時の事業は１件、

８時間以上で１２時間未満のものでございました。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林議員。 

○１１番（林博君） １件あったというんですが、１件のために改正をする必要があるんでしょ

うか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 
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○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） これはですね、年によっては２件とか３件ある年もある

んですけど、８時間を越えて例えば１０時間ぐらいのものでも２４時間以内の施設使用料になっ

てしまってちょっと金額がですね、ちょっと高額とまではいかないんですけどちょっと高めにな

ってしまうので、例えば１２時間、１０時間とか１１時間の使用があった場合に安めにして使用

を促すという意味で設定させていただきました。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  久保議員。 

○１番（久保美博君） 宿泊料のことでお尋ねしたらと思うんですが、この朝食がこの欄では大

人から１歳未満まで８６０円となっているんですが、この１歳未満まで８６０円とるんですか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 宿泊料の定義はこのとおり乳幼児ということで設定して

いるんですけれども、朝食についてはその都度例えば乳幼児の方でしたら施設の朝食を食べられ

ずに例えば離乳食であったり、そういったものをもってこられる方もいらっしゃいますし、現在

のところ実績としてですね、乳幼児の方が高橋邸に泊まったことがございませんので、その設定

というふうにはさせてはいただいております。朝食に関しては、お泊りいただく方とご相談させ

ていただく、現在はご相談させていただいております。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  久保議員。 

○１番（久保美博君） それならば、乳幼児はおそらくこれ１歳未満の方が大人と一緒の食事と

いうことでしょう。この表で言ったら。だったら、これ宿泊無料で朝食は１歳未満は無料にした

らいかんのですか。その方がすっきりせんですか。そんなあいまいななんか離乳食とかどうのこ

うのじゃなしに、これはそうするべきじゃないんですか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） これは朝食はですね、高橋邸の場合は素泊まりでもけっ

こうで、朝食がいる方について８６０円いただいておりますので、朝食がいるという方だけとい

うふうに解釈していただいたらと思うんですけれども。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  久保議員。 

○１番（久保美博君） なんかすっきりせんのですが、ようはじゃあ乳幼児を連れて１歳未満の

子どもを連れて泊まりにきた人は、じゃあ明日の朝は要りますかどうかを尋ねて判断をしていう

ことでいいんですか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 乳幼児に限らず、高橋邸にお泊りいただく方、申し込み

いただいた時点で朝食がいるか、いらないかというのをお聞き致します。これは必ずしも一泊朝
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食っていう設定ではございませんので、朝食がいる方だけ８６０円いただいておりますので、そ

ういうふうなご理解をいただいたらと思うんですけれども。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  森永議員。 

○２番（森永和夫君） それならですね、注釈ででもですね、書いておいた方が。これ見るとも

う久保議員や他の方言われますように、そういうふうにとられやすいという面もあると思うんで、

注釈を入れるか、された方がいいんじゃないでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 注釈入れさせていただくように致します。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(中田厚寬君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 申し訳ございません。規則の中で謳わせていただきます。 

○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。 

お諮りします。「議案第１５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

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。 

  よって、「議案第１５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第９ 議案第１６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第９ 議案第１６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正

について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正についてでございます。本案

につきましては、幼児教育の無償化に向けた取組の段階的推進による、市町村民税非課税世帯の

授業料負担の軽減をするため、内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正することについて、

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、学校教育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。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 
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○学校教育課長（稲葉勉君） 議案第１６号、内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正につい

てご説明申し上げます。提案理由でございますが、市町村民税非課税世帯の授業料負担の軽減を

図るものでございます。議案書におきましては、４５ページ、説明資料におきましては、６の３

３ページの備考をみていただいたらと思います。幼稚園の授業料を区分する階層は、１階層から

３階層に分かれております。今回の階層は第２階層でございます。第２階層区分にあって、一人

親世帯の利用者負担額は無料とする。ここまでが平成２８年度でございました。平成２９年度新

たに改正となるのは、第２階層でそれ以外の世帯の利用者負担額を第２子以降は無料とする部分

でございます。別表備考３中、「無料とする」の次に「それ以外の世帯の利用者負担額は第２子以

降を無料とする。」を加え、同表備考５、ただし書き中、「定めない」の次に「こととする。」を加

え、同表備考７中、「両方に」を「いずれも」に、「安い方」を「いずれか低い額」に改めるとい

うものでございます。以上、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） 幼稚園については、社協に移管しとるところもあるんですかね。 

〔「保育園。」の声あり〕 

○１２番（山崎正史君） 保育園だけですかね。分かりました。 

○議長（中田厚寬君） 他にありませんか。 

〔「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。 

お諮りします。「議案第１６号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

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。 

  よって、「議案第１６号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１０ 議案第１７号 財産の無償譲渡について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１０ 議案第１７号 財産の無償譲渡について」を議題としま

す。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 財産の無償譲渡についてでございます。本案につきましては、小田原木

市場で木質バイオマス発電事業を行う事業者に対し、財産を無償で譲渡することについて、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。 



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

- 95 - 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から議案第１７号、財産の無償譲渡についてご説明

申し上げます。議案書１の４７ページをご覧下さい。それから議案説明資料、３４ページには位

置図、外観の写真を掲載しておりますので、あわせてお目通しを下さい。一つ目に財産の分類で

ございますが、建物、製材施設でございます。２つ目、譲渡の内容でございます。製材施設９４

８．２４㎡でございます。３つ目、譲渡の相手方でございます。住所は内子町五十崎甲２１２６

番地１、氏名は有限会社内藤工業でございます。４つ目の譲渡の時期は、平成２９年４月１日で

ございます。５つ目の譲渡の理由でございます。現在、内子町寺村にあります、小田原木市場に

おいて木質ペレットを製造しております、有限会社内藤工業が同場所におきまして、新たに木質

バイオマス発電事業をおこなうにあたり、現在内子町が有償で貸与しております、内子町寺村２

４７８番地１にございます、現製材施設を取り壊して新たに設備を建設する旨の計画が進められ

てございます。この製材施設は、平成２年３月久万広域森林組合が国費の事業を受け、建築され

たものであり、合併後内子町へ無償で譲渡いただいているもので、築２７年が経過しているもの

でございます。内子町としては１５年の対応年数を大幅に経過し、老朽化が著しいこの製材施設

の利用が今後困難であること。取り壊しの費用は、全額譲渡の相手方が負担すること。さらにバ

イオマス発電事業の将来性や新たな施設の設備の固定資産税収入が見込まれるなどを考慮し、有

限会社内藤工業に無償で譲渡を行うものでございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡保議員。 

○１３番（寺岡保君） 内藤鋼業さん今まででもペレットを作りよったんですけど、従業員はと

いうたら３人で、だいたい２人がしよるということでペレットもいるだけの量が出来ないので、

ある時期よそでこうたら違うのこうてもんて、おかしいことになったことがあるんですけど、そ

ういう記憶があるんですが、これだけの工事が内藤鋼業さんで単独でできるんでしょうかね。い

くらくらいかかるものか。どこだったかなついておったのが。これ本当にこれだけの工事が内藤

鋼業さんにできるだけの力があるんですか。 

○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） ご確認をさせていただきますが、できるのかというのはバイオマスの

発電事業ということでしょうか。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡保議員。 

○１３番（寺岡保君） 私が聞きたいのは、これだけの工事をするお金、発電事業をおこなうた

めのお金、これが内藤鋼業さんにできるんでしょうかと工面が。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今回伺っております、この発電事業なんですけど、内藤鋼業さん単独

ではなくてあと一社、洸陽電機さんという会社がですね、一緒にやろうということになっており

まして、２社によっておこなう事業でございます。の結果、もちろん資金到達計画なんかもきち

んとされて実施をされるものであろうというふうに我々は考えてございます。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 寺岡保議員。 

○１３番（寺岡保君） １社でも２社でもいいんですけど、やれるという。総工費はいくらかか

るのか。私はちょっと無理があるんじゃないかなと思うんですが、私の勘違いかも分かりません

が、総工費だけ教えてくださいや。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本課長。 

○産業振興課長（山本真二君） お答え致します。新しくできる新会社で発電設備等を工事をお

こないまして発電をおこないますけど、今の所、私どもで聞いておるのは、１２億円だというふ

うに聞いてございます。 

○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。 

お諮りします。「議案第１７号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

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。 

  よって、「議案第１７号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１１ 議案第１８号 財産の無償貸付について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１１ 議案第１８号 財産の無償貸付について」を議題としま

す。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 財産の無償貸付についてでございます。本案につきましては、社会福祉

法人内子町社会福祉協議会に対し、業務移管した大瀬保育園の新園舎建設用地を無償で貸し付け

ることについて、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、保健福祉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。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 
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〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議案第１８号、財産の無償貸付についてご説明を申し上げま

す。議案書１、４８ページをお開き下さい。無償貸付する財産は、学校用地３筆、合計で１，５

５６㎡でございます。無償貸付の目的は、内子町社会福祉協議会が建設する大瀬保育園の園用地

とするためでございます。無償貸付の相手方は、内子町内子１５１５番地、社会福祉法人内子町

社会福祉協議会でございます。無償貸付の期間は、平成２９年４月１日から平成３９年３月３１

日までの１０年間とするものでございます。貸付期間を平成３９年３月３１日までの１０年間と

致しますのは、内子町社会福祉協議会に無償貸付を致しております、内子保育園の園舎用地の期

限を合わせるためのものでございまして、これにより事務の煩雑化を避けることを目的としてそ

のようにしてございます。 

説明資料６の３５ページをお開き下さい。赤枠で囲んだ部分が今回、無償貸付をおこなう用地

でございます。大瀬小学校の西側の部分、学校用地内に赤道が地目としてそのまま残っておりま

した。赤枠で囲んであります、右肩のところ、Ｌ字型の線が２本入っておりますが、これが残っ

ておりました赤道でございます。今回用途廃止をおこないました。その結果、建設用地が３筆に

またがる形となりますけれども、合筆は行わず、３筆のまま無償貸付を行うものでございます。

以上、財産の無償貸付についてのご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、お願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 林議員。 

○１１番（林博君） 今度貸し付けようとする用地の中には、まだ建物があろうと思うんですが、

それは町が取り壊してから貸し付けるのか、貸し付けてからあとなんらかの対応を考えておられ

るのか質問したいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 貸付を行いますまでに建物は撤去する予定でございます。 

○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。 

お諮りします。「議案第１８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

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。 

  よって、「議案第１８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１２ 議案第１９号 内子町地区集会所の指定管理者の指定について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１２ 議案第１９号 内子町地区集会所の指定管理者の指定に

ついて」を議題とします。 
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提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町地区集会所の指定管理者の指定についてでございます。１月２５

日に開催致しました指定管理者選定委員会の審査結果報告にもとづく指定管理者の指定につきま

して、地方自治法第２４４条の２第６項の規定より議会の議決を求めるものでございます。住民

の皆様方の利用に限定され、地域住民等の団体が管理している施設、また施設の性格上、特定団

体が利用する施設で、非公募と致した施設でございます。内子町地区集会所の指定管理者の指定

につきましては、その内容を総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜

りますようお願い申し上げます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から議案第１９号、内子町地区集会所の指定管理者

の指定についてご説明申し上げます。 

議案書１の４９ページをご覧下さい。１つ目、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所

在地でございますが、名称は熊ノ滝集会所。所在地は内子町大瀬北４４９８番地でございます。

２つ目、指定管理者に指定する団体の名称及び所在地。名称は熊ノ滝区。所在地は内子町大瀬北

４４９８番地でございます。３つ目、指定の期間。平成２９年４月１日から平成３３年９月３０

日まで。なお、現熊ノ滝集会所は平成２４年１月に新築落成したもので、平成２８年９月議会で

ご決定を賜りました他の１０３の集会所の指定管理機関と期間がずれておりました。今回の指定

において他の集会所の指定管理期間と合わせるため、期間の末日を他の集会所と同様に平成３３

年９月３０日までとするものでございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

本案は委員会付託を省略し、討論、採決を行います。 

 これより、討論にはいります。 

〔「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。 

「議案第１９号」の採決を行います。 

本案を原案のとおり決することに、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。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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日程第１３  議案第２０号 内子町田舎生活体験宿泊施設の指定管理者の指定について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１３  議案第２０号 内子町田舎生活体験宿泊施設の指定管理

者の指定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○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） 内子町田舎生活体験宿泊施設の指定管理者の指定につきましては、その

内容を自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願

い申し上げます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議案第２０号、内子町田舎生活体験宿泊施設の指定管理者の

指定についてご説明申し上げます。 

議案書５０ページをご覧下さい。提案理由と致しまして、内子町田舎生活体験宿泊施設の指定

管理者について議会の議決を求めるものでございます。内子町田舎生活体験宿泊施設の指定管理

者の指定につきましては、平成２９年１月２５日開催の内子町公の施設指定管理選定委員会にお

きまして、慎重に審議をされ、適当と認める旨の答申が町長の方にございました。地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。指定の内容でございま

すが、一つ目、指定管理者に管理を委託する施設の名称及び所在地は、名称が内子町田舎生活体

験宿泊施設。所在地が内子町五百木４１９２番地。２つ目でございます。指定管理者に指定する

団体の名称及び所在地でございますが、名称が長田まめなぎ会。所在地が内子町五百木４１９２

番地。代表でございますが、会長の太田利栄が会長。会員数は１９名でございます。３つ目でご

ざいます。指定の期間につきましては、本年４月１日から平成３４年３月３１日までの５カ年と

するものでございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

本案は委員会付託を省略し、討論、採決を行います。 

 これより、討論にはいります。 

〔「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。 

「議案第２０号」の採決を行います。 

本案を原案のとおり決することに、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） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  日程第１４ 議案第２１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

  日程第１５ 議案第２２号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 

  日程第１６ 議案第２３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

  日程第１７ 議案第２４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１８ 議案第２５号 平成２８年度 小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１９ 議案第２６号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２０ 議案第２７号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１４ 議案第２１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」「日程第１５ 議案第２２号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）について」「日程第１６ 議案第２３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第２号）について」「日程第１７ 議案第２４号 平成２８年度内子町

介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について」「日程第１８ 議案第２５号 平成２８年度 

小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）について」「日程第１９ 議案第２６号 平成２８年

度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について」「日程第２０ 議案第２７号 平

成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について」以上７件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○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） 「平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）」「平成２８年度内子

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」「平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業

特別会計補正予算（第２号）」「平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」「平

成２８年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）」「平成２８年度内子町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）」「平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）」、「議案第２１

号」から「議案第２７号」までの７件の補正予算につきまして、一括してご説明を申し上げます。 

 まず、議案第２１号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）についてご説明申し上

げます。議案書番号２をお開き下さい。平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）は、歳

入歳出それぞれ ５億５，７６４万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１１０億４，

６３６万４，０００円とするもので、前年度の３月補正後予算と比較して、３億３，０６５万７，

０００円、３．１％の増額となっております。充当致します財源は、国庫・県支出金１億４，１

０９万４，０００円、地方債１３０万円の減額、その他特定財源７億９，８８７万２，０００円

の減額、一般財源１億１４３万円となっております。主な歳出と致しましては、町内全域光ファ
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イバー網を構築し、企業誘致や移住の促進に繋げ、情報通信技術の利便性向上をはかるための内

子町情報通信基盤整備事業の遅れにより、５億１，０００万円の減額。障がい者を支援するため

の福祉サービス増により、２，１９２万円の増額。上水道第７次拡張事業等の事業量減により水

道事業会計への繰出金３，５６１万６，０００円の減額。国の２次補正であります、中山間地域

所得向上支援対策事業として、地域連携販売強化施設、農産物等集出荷施設、処理加工施設の整

備１億７，３４６万７，０００円。岡の成農道等の基盤整備事業に６，８３２万６，０００円。

鳥獣被害防止施設整備事業９３５万円を計上しております。その他、事業の確定等により減額補

正を致しておるところでございます。 

続きまして、オレンジ色の仕切りでございます、議案第２２号、平成２８年度内子町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）につきましてご説明致します。国民健康保険事業につきま

しては、後期高齢者支援金、介護納付金・地域支援事業支援納付金等の確定に伴い、歳入歳出そ

れぞれ１億２，８３７万２，０００円を減額し、２７億４，２３６万７，０００円と致すもので

ございます。 

続きまして、紫色の仕切りでございます、議案第２３号、平成２８年度内子町後期高齢者医療

保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明致します。後期高齢者医療保険事業に

つきましては、保険基盤安定負担金の減額などによりまして、歳入歳出それぞれ６２６万４，０

００円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ２億２，８０４万２，０００円と致しているところ

でございます。 

続きまして、ピンクの仕切りでございます、議案第２４号、平成２８年度内子町介護保険事業

特別会計補正予算（第３号）につきましてご説明致します。介護保険事業につきましては、施設

介護サービス給付費の減などにより、歳入歳出それぞれ３，４０５万７，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を２５億２，２８５万２，０００円と致しているところでございます。 

続きまして、オレンジの仕切りでございます、議案第２５号、平成２８年度内子町小田高校寄

宿舎特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明致します。小田高校寄宿舎事業につきまし

ては、入寮者数の確定にともない、歳入歳出それぞれ３３０万４，０００円を減額し、歳入歳出

の総額を１，０１２万５，０００円と致しておるところでございます。 

 続きまして、浅黄色の仕切りでございます、議案第２６号、平成２８年度内子町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明致します。汚泥運搬処理委託の減などにより

まして、歳入歳出それぞれ２６０万円を減額し、歳入歳出の総額を２億７，７８１万２，０００

円と致しております。なお、公共下水道事業特別会計については、３月末をもって廃止し、下水

道事業会計に移行致します。 

続きまして、同じく浅黄色の仕切りでございます、議案第２７号、平成２８年度内子町水道事

業会計補正予算（第３号）につきましてご説明致します。収益的収入及び支出につきましては、 

収入は、営業外収益において７３２万１，０００円の減額。支出は、委託料等の入札減少により、

２３１万１，０００円の減額を見込んでおります。資本的収入及び支出におきましては、上水道

拡張工事、石畳地区水道整備事業等の事業量の減少により、収入は２億２，１４２万３，０００

円。支出は２億２，３７８万９，０００円の減額を見込んでおります。以上で説明を終わります。

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。 
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○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

お諮りします。「議案第２１号」から「議案第２７号」までの補正予算７議案は、予算決算常任

委員会に付託することにしたいと思います。 

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。 

よって、「議案第２１号」から「議案第２７号」までの補正予算７議案は、予算決算常任委員会

に付託することに決定しました。 

 

  日程第２１ 議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算について 

  日程第２２ 議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第２３ 議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて 

  日程第２４ 議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

  日程第２５ 議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい

て 

  日程第２６ 議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

  日程第２７ 議案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算について 

  日程第２８ 議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第２１ 議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算につい

て」「日程第２２ 議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について」

「日程第２３ 議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につい

て」「日程第２４ 議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について」「日

程第２５ 議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について」「日

程第２６ 議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」「日程第２７ 議

案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算について」「日程第２８ 議案第３５号 平成

２９年度内子町下水道事業会計予算について」以上８件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○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） 「平成２９年度内子町一般会計予算について」「平成２９年度内子町国民

健康保険事業特別会計予算について」「平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算

について」「平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について」「平成２９年度内子町介護

保険サービス事業特別会計予算について」「平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」

「平成２９年度内子町水道事業会計予算について」「平成２９年度内子町下水道事業会計予算につ
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いて」、「議案第２８号」から「議案第３５号」までの８件の予算につきまして、一括してご説明

を申し上げます。 

 まず、議案第２８号、平成２９年度内子町一般会計予算についてでございます。議案書番号３

でございます。平成２９年度の予算編成方針につきましては、基本的な考え方は昨年と同様でご

ざいまして、内子町総合計画に掲げた町づくり戦略である「プロジェクト１０」の推進、また、

公約の中でも緊急性の高いものに重点を置いたわけでございます。これらの施策展開に対応する

弾力的な財政体質を確立するため、徹底したスリム化と選択と集中による健全財政を最優先に考

え、最少のコストで最大の効果が発揮できるよう、効率化、合理化をあわせ図ると共に、多くの

町民の皆さん方と協働しながら、内子らしい町づくりに取り組んでいくための予算と致しました。

その結果、平成２９年度内子町一般会計当初予算案は、歳入歳出それぞれ９５億２，０００万円。

予算規模は、今年度当初予算と比較して５億９，０００万円、６．６％の増額となっております。

一般会計当初予算に充当致します財源は、国庫・県支出金１１億９，２１６万円、地方債が２億

８，９４０万円、その他特定財源１１億６，１４３万４，０００円、一般財源として６８億７，

７００万６，０００円となっております。主な歳出と致しましては、町内全域光ファイバー網を

構築、企業誘致や移住の促進に繋げ、情報通信技術の利便性向上をはかるための内子町情報通信

基盤整備補助金として５億１，０００万円。大瀬小学校プール改修工事費として３，３２３万２，

０００円。五十崎小学校体育館床改修工事として、２，５２７万２，０００円。小田林業センタ

ー空調設備取替工事費として、１，１９８万８，０００円。９月３０日から開催される「愛顔つ

なぐ愛媛国体」の関連経費として、１億１，８５６万９，０００円。愛媛国体が終了した後の特

設ライフル射撃場解体撤去復旧工事及び、城の台公園グラウンドの原状復旧工事として４，１６

７万４，０００円。避難施設にもなっている東自治センターの耐震診断委託として６５７万７，

０００円。立川自治会館耐震補強工事設計委託及び、吉野川自治会館新築工事設計委託として１，

４００万６，０００円。地域の方々と共同でつくりあげるプレミアムな野外レストランである「ダ

イニングアウト」の負担金として２，１６０万円。平成２９年４月３０日任期満了に伴う町議会

議員選挙として、１，２０４万９，０００円等でございます。なお、平成３０年度からの新たな

債務負担行為につきましては、教育用センターサーバー機器及び校務支援システムリース料、４，

６００万円でございます。 

続きまして、議案書番号４をお目通し下さい。まず、オレンジ色の仕切りでございます。議案

第２９号、平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算につきましてご説明致します。国

民健康保険事業は、被保険者数の減少が見込まれる中、被保険者の高齢化や医療の高度化による

医療費の増加により、運営は厳しい状況にあります。なお、国保制度改革により、平成３０年度

から国民健康保険の財政運営主体が市町から都道府県となり、それに向けての円滑な実施移行に

向けて県との連携を図ってまいります。平成２９年度国民健康保険事業の当初予算につきまして

は、対前年度比、７，８８７万７，０００円の減額予算編成となり、歳入歳出予算総額をそれぞ

れ２７億６，３４４万２，０００円と致しております。 

続きまして、紫色の仕切りでございます。議案第３０号、平成２９年度内子町後期高齢者医療

保険事業特別会計予算につきましてご説明致します。後期高齢者医療保険事業は、７５歳以上の

人が安心して医療を受けられるよう、愛媛県後期高齢者医療広域連合と連携して、適正な運営に



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

‐ 104 ‐ 

努めておるところでございます。医療給付費につきましては、高齢化や医療の高度化などにより

年々増加しておりまして、それに伴い保険料も年々上昇しているところでございます。平成２９

年度の当初予算につきましては、対前年度比、９９２万４，０００円の減額予算の編成となって

おりまして、歳入歳出予算総額をそれぞれ２億２，２０２万円と致しているところでございます。 

続きまして、ピンクの仕切りでございます。議案第３１号、平成２９年度内子町介護保険事業

特別会計予算につきましてご説明致します。介護保険事業につきましては、３年ごとに事業計画

の見直しを行っておりまして、平成２９年度は第６期、介護保険事業計画の３年目となります。

高齢者の増加による新規認定者や、認定者の重度化等による給付費の増加が見込まれることから、

対前年度比２，９００万円増となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億２，５００万円と致

しておるところでございます。 

続きまして、ピンクの仕切りでございます。議案第３２号、平成２９年度内子町介護保険サー

ビス事業特別会計予算につきましてご説明を致します。介護保険サービス事業につきましては、

要支援認定者の介護予防プランの作成にかかる予算として、対前年度比１１１万２，０００円の

増となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，７６６万７，０００円と致しているところでござ

います。 

続きまして、オレンジ色の仕切りでございます。議案第３３号、平成２９年度小田高校寄宿舎

特別会計予算につきまして、ご説明を致します。平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算につ

きましては、寄宿舎管理運営等事業の経費でございます。今年度当初は、２０名分の経費でござ

いましたが、２９年度は寄宿舎生２２名を見込み、歳入歳出予算総額は、それぞれ１，３２０万

９，０００円と致しているところでございます。 

 続きまして、議案書番号５をお目通し下さい。まず、議案第３４号、平成２９年度内子町水道

事業会計予算でございます。平成２９年度の業務予定量につきましては、給水戸数６，６１２戸、

年間給水量は、１６４万７，０００㎥。一日平均給水量は、４，５１２㎥を見込んでおります。

主な建設改良事業と致しまして、平成２６年度から事業実施しております、満穂地区の水道拡張

事業等がございます。収益的収入及び支出につきましては、収入は、営業収益の２億７，１５６

万３，０００円。営業外収益では１億９，３０４万３，０００円とし、水道事業収益で４億６，

４６０万８，０００円を見込んでいるところでございます。昨年度と比較致しまして、１．２％

の減額となっております。支出も減価償却費も含めた営業費用が、３億８，７２３万円と昨年度

と比較して４．５％の増額となっております。企業債償還利息等の営業外費用が、５，０６６万

３，０００円で、昨年度と比較しまして２０．２％の減額となっております。総額４億３，９９

４万３，０００円を計上しております。資本的収入及び支出におきましては、収入は、満穂地区

の水道拡張工事に伴い、企業債、工事負担金及び、補助金等の総額が６億４，６０２万２，００

０円を予定しております。支出におきましては、主な建設改良事業として、上水道拡張工事、石

畳地区水道整備事業、富長地区水道配水管布設替え工事、寺村浄水場移動式ろ過装置設置事業を

予定しており、前年度と比べまして、３，０８３万５，０００円の増額となり、６億３，１１４

万９，０００円を予定しておるところでございます。投資有価証券購入費としまして、１億円を

計上し、総額で９億１，２０２万９，０００円を見込んでおります。また、平成３１年度までの
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債務負担行為として「経営戦略策定アドバイザリー業務」５９０万４，０００円。「水道施設耐震

対策化計画等策定業務」１，４０４万円を予定しておるところでございます。 

続きまして、浅黄色の仕切りでございます。議案第３５号、平成２９年度、内子町下水道事業

会計予算でございます。平成２８年３月３１日をもって内子町公共下水道事業特別会計を廃止し、

平成２９年度より地方公営企業会計基準に基づいて下水道事業会計予算を作成しております。平

成２９年度の業務予定量につきましては、接続戸数１，７６８戸、年間総排水量は５５万４８２

㎥、一日排水量は１，５０８㎥を見込んでおります。収益的収入及び支出におきましては、収入

は、下水道使用料からなる営業収益が７，８７２万９，０００円。企業債利息等支払金の補助金

である他会計補助金、償却資産の減価償却費にかかる財源の収益化として、長期前受金戻入益な

どを含む営業外収益が２億６５４万９，０００円。収益的収入の総額として２億８，５３７万８，

０００円を予定しております。支出は、営業費用、営業外費用等をあわせた２億８，５３７万８，

０００円を予定しております。資本的収入及び支出におきまして、収入は、一般会計からの出資

金等などを含め８，４９１万２，０００円。支出は、地方公営企業金融機構等の償還金を含んで

１億４，９００万５，０００円を見込んでおります。また、平成３１年度までの債務負担行為と

して、経営戦略アドバイザリー業務、５９０万４，０００千円を予定しております。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

お諮りします。「議案第２８号」から「議案第３５号」までの８議案は、予算決算常任委員会に

付託して審査することにしたいと思います。 

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。 

よって、「議案第２８号」から「議案第３５号」までの８議案は、予算決算常任委員会に付託す

ることに決定しました。 

 

○議長（中田厚寬君） ここで暫時休憩します。３時半まで。 

 

午後 ３時１７分 休憩 

 

午後 ３時３０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２９ 議案第３６号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３０ 議案第３７号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３１ 議案第３８号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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  日程第３２ 議案第３９号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３３ 議案第４０号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３４ 議案第４１号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３５ 議案第４２号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３６ 議案第４３号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３７ 議案第４４号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３８ 議案第４５号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第３９ 議案第４６号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第４０ 議案第４７号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第４１ 議案第４８号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第４２ 議案第４９号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第４３ 議案第５０号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第４４ 議案第５１号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  日程第４５ 議案第５２号 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

○議長（中田厚寬君） 「日程第２９ 議案第３６号」から「日程第４５ 議案第５２号」まで

の「内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」１７議案を一括議題としま

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） 内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてでござい

ます。議案第３６号から議案第５２号までの、内子町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて、一括して提案理由の説明を申しあげます。本案は、農業委員会等に関する法律が

改正されたことに伴い、従来、選挙等により選出していた農業委員会委員について、改正後の同

法第８条第１項の規定により、議会の同意を得て委員を任命するものでございます。 

まず初めに、議案第３６号、西岡高志氏でございます。西岡高志氏は、内子町五十崎にお住ま

いでございます。平成２３年５月１日から現在まで同委員としてご活躍でございます。 

次に、議案第３７号、尾形秀明氏でございます。尾形秀明氏は、内子町五百木にお住まいでご

ざいます。認定農業者であり、平成２３年５月１日から現在まで同委員としてご活躍でございま

す。 

次に、議案第３８号、田中京子氏でございます。田中京子氏は、内子町立山にお住まいです。

認定農業者であり、平成２６年５月１日から現在まで議会推薦の委員としてご活躍でございます。 

次に、議案第３９号、本田美佐子氏でございます。本田美佐子氏は、内子町寺村にお住まいで

ございます。認定農業者であり、平成２６年５月１日から現在まで議会推薦の委員としてご活躍

でございます。 
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次に、議案第４０号、宮岡眞砂子氏でございます。宮岡眞砂子氏は、内子町重松にお住まいで

ございます。認定農業者であり、平成２６年５月１日から現在まで議会推薦の委員としてご活躍

でございます。 

次に、議案第４１号、堀本健二氏でございます。堀本健二氏は、内子町大瀬南にお住まいです。

認定農業者であり、平成２０年５月１日から平成２６年４月３０日まで同委員として、平成２６

年５月１日から現在までは、会長代理としてご活躍でございます。 

次に、議案第４２号、西岡正氏でございます。西岡正氏は、内子町日野川にお住まいで、平野

自治会長も歴任されておられます。認定農業者であり、平成２６年５月１日から現在まで同委員

としてご活躍でございます。 

次に、議案第４３号、明智司氏でございます。明智司氏は、内子町大瀬東にお住まいでござい

ます。認定農業者であり、現在、川登区長としてご活躍でございます。 

次に、議案第４４号、宮岡守氏でございます。宮岡守氏は、内子町平岡にお住まいでございま

す。認定農業者であり、現在、柿原自治会長としてもご活躍でございます。 

次に、議案第４５号、松田敏氏でございます。松田敏氏は、内子町福岡にお住まいで、宿福自

治会事務局長を歴任されておられます。認定農業者であり、平成２６年５月１日から現在まで同

委員としてご活躍でございます。 

次に、議案第４６号、北岡清氏でございます。北岡清氏は、内子町本川にお住まいでございま

す。認定農業者であり、平成２６年５月１日から現在まで同委員としてご活躍でございます。 

次に、議案第４７号、德本英信氏でございます。德本英信氏は、内子町内子にお住まいで、平

成２３年５月１日から現在まで同委員としてご活躍でございます。 

次に、議案第４８号、和田清光氏でございます。和田清光氏は、内子町中田渡にお住まいで、

中田渡自治会長を歴任されておられます。認定農業者であり、平成２６年５月１日から現在まで

同委員としてご活躍でございます。 

次に、議案第４９号、宮内和明氏でございます。宮内和明氏は、内子町立山にお住まいで、現

在、立川自治会長でもございます。平成２３年５月１日から現在まで同委員としてご活躍でござ

います。 

次に、議案第５０号、奥本重一氏でございます。奥本重一氏は、内子町袋口にお住まいで、認

定農業者でもございます。 

次に、議案第５１号、谷尾隆博氏でございます。谷尾隆博氏は、内子町大瀬中央にお住まいで

ございます。現在、大瀬自治会事務局長としてご活躍でございます。 

最後に、議案第５２号、藤岡清一氏でございます。藤岡清一氏は、内子町論田にお住まいで、

論田自治会長を歴任するなどご活躍でございます。いずれの皆様も、地域、あるいは愛媛県女性

農業委員の会から推薦されており、地域の信頼も厚く、農業に関する識見を有しており、農業委

員として適任であると存じます。 

以上、「議案第３６号」から「議案第５２号」まで一括してご説明を申し上げました。よろしく

ご審議の上、ご同意賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） 説明が終わりました。お伺いします。「議案第３６号」から「議案第５２

号」までの人事案件について、地方自治法第１１７条に規定する親族、つまり父母、祖父母、配
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偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹がいる場合、議員に除斥を求めることとなりますが、該当され

る議員はおられますか。 

 該当する議員は、おられないことを確認しました。 

これより、質疑に入ります。 

〔「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。 

本案は人事案件でございますので討論を省略し、ただちに採決に入りたいと思います。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。 

採決は議案ごとに行います。 

まず、「議案第３６号」内子町農業委員会委員に、西岡高志氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

次に、「議案第３７号」内子町農業委員会委員に、尾形秀明氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第３８号」内子町農業委員会委員に、田中京子氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第３９号」内子町農業委員会委員に、本田美佐子氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

次に、「議案第４０号」内子町農業委員会委員に、宮岡眞砂子氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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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 次に、「議案第４１号」内子町農業委員会委員に、堀本健二氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第４２号」内子町農業委員会委員に、西岡正氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第４３号」内子町農業委員会委員に、明智司氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第４４号」内子町農業委員会委員に、宮岡守氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

次に、「議案第４５号」内子町農業委員会委員に、松田敏氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第４６号」内子町農業委員会委員に、北岡清氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第４７号」内子町農業委員会委員に、德本英信氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第４８号」内子町農業委員会委員に、和田清光氏を任命することにつき、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〕 
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○議長（中田厚寬君） 起立全員であります。 

よって、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。 

次に、「議案第４９号」内子町農業委員会委員に、宮内和明氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

次に、「議案第５０号」内子町農業委員会委員に、奥本重一氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

次に、「議案第５１号」内子町農業委員会委員に、谷尾隆博氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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。 

 次に、「議案第５２号」内子町農業委員会委員に、藤岡清一氏を任命することにつき、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） 起立全員であります。 

よって、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４６ 議案第５３号 第１２１号 平成２８年災 林道野村北地線災害復旧工事に係

る工事請負契約について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第４６ 議案第５３号 第１２１号 平成２８年災 林道野村北

地線災害復旧工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○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） 第１２１号、平成２８年災、林道野村北地線災害復旧工事に係る工事請

負契約について。本案につきましては、２月２２日入札を執行し、仮契約を締結した工事請負に

ついて、規定により議会の議決を求めるものでございます。その内容は、建設デザイン課長に説

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。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 
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○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは、議案第５３号、第１２１号、平成２８年災、林

道野村北地線災害復旧工事に係る工事請負契約について、ご説明申し上げます。資料につきまし

ては、別冊の議案資料１の２の１ページから。また説明資料は、６の２の１ページからでござい

ます。よろしくお願い致します。 

それでは、議案書１の２の１ページをお願致します。この契約は地方自治法第９６条第１項第

５項並びに、内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、又は処分に関する条例第２条の

規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。契約の目的につきましては、第１２

１号、平成２８年災、林道野村北地線災害復旧工事に係る工事請負契約でございます。契約の方

法は一般競争入札、簡易型総合評価落札方式でございます。契約金額は７，１２８万円でござい

ます。契約の相手方は、愛媛県喜多郡内子町上田渡８１６番地。大久保建設株式会社代表取締役、

大久保明徳でございます。落札率と致しましては、９５．９％でございまして、工期に関しまし

ては、議会の議決の翌日から平成２９年３月３１日でございますが、事業の繰越を予定しており

ます。入札参加要件と致しまして、内子町に本店、支店のある土木一式工事、Ａランクの業者で

ございまして、入札参加の報告をした結果、落札業者の他、株式会社森本の２社から申し込みが

あり、２社での入札を執行致しました。工事概要についてご説明致します。 

説明資料６の１の１ページをお願い致します。林道野村北地線災害復旧工事でございますが資

料の右上の概要のとおりでございます。場所につきましては内子町上川でございまして、復旧延

長は４３メートルとなっております。本災害は地滑り的な災害でございますので、対策後の主な

工事と致しましては、アンカー工が２１本。排水ボーリング工、６本。大型カゴ枠工、２２８㎡。

現場吹付法枠工、２９８㎡。植生マット工、７３３㎡を予定しております。以上、簡単ではござ

いますが、提案理由の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、

お願い申し上げます。 

○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） 一点だけ図面で見た時に、これ作業というのは林内作業道かなんかだ

と思うんですけど、ちょうど作業道が工事をするとこにちょっとかかっているようにみえるんで

すけど、これどういうふうに続いているのかちょっと現地分かりませんけど、この作業道がどこ

か下と続いてないと、上の山林に残っている木というのは、搬出をする時にどういう形で対応す

るのか。その辺、上の山主あたりは、このまま道がなかったら、せっかく林内作業道入れておら

れるのに、上の山は搬出できないというふうなことになりかねないかなと思うんですけど、その

辺の対応は出来ておりますか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 作業道の件でございますが、この平面図でみますと、右下

の方から作業道がずっと続いておるのが作業道になっております。今回、復旧致します、災害復

旧の東部の作業道でございますが、確かにこの平面図上は切れておるような感じになっておりま
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すが、実際はですね、この作業道をつなぐという構造にしておりますので、下からずっと上まで

つながると、最終的にはつながるという予定で工事は施行をしたいと思っております。 

○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。 

 お諮りします。「議案第５３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

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） 異議なしと認めます。 

よって、「議案第５３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。本日、各常任委員会及び予算決算常任委員会

に付託しました、議案の審査報告については、会期末３月１７日の本会議でお願いします。 

 次の本会議は、３月１７日、午後２時に開会します。 

 本日は、これをもって散会致します。 

午後 ３時５０分 散会 

 

 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 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２９年３月第８９回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２９年３月 ２日（木） 

○開会年月日   平成２９年３月１７日（金） 

○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  小野植 正 久 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５号） 

平成２９年３月１７日（金）午後 ２時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第１１号 内子町税条例等の一部改正について 
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日程第 ４ 議案第１２号 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定

について 

日程第 ５ 議案第１３号 内子町企業誘致条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第１４号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第１５号 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第１６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第１７号 財産の無償譲渡について 

日程第１０ 議案第１８号 財産の無償貸付について 

日程第１１ 議案第２１条 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１２ 議案第２２号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１３ 議案第２３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１４ 議案第２４号 成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て 

日程第１５ 議案第２５号 平成２８年度内子町小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１６ 議案第２６号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１７ 議案第２７号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第１８ 議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算について 

日程第１９ 議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第２０ 議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

日程第２１ 議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第２２ 議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第２３ 議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第２４ 議案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算について 

日程第２５ 議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算について 

日程第２６ 議案第５３号 林道野村北地線災害復旧工事に係る工事請負契約について 

日程第２７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○追加日程（第５号の追加１） 

追加日程第１ 発議第２号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を

求める意見書について 

 

○本日の会議に付した事件 
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日程第１から日程第２８、追加日程第１ 

 

午後 ２時００分 開会 

○議長（中田厚寬君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（中田厚寬君） 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、５番大木 雄議員、６番山本 徹議員を指名しま

す。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（中田厚寬君） 日程第２ 議事日程通告をします。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５号のとおりであります。 

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 ３ 議案第１１号 内子町税条例等の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第３ 議案第１１号 内子町税条例等の一部改正について」を議

題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 泉委員長。 

〔泉浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） ご報告申し上げます。 

去る３月３日の本会議において、開会中の総務文教常任委員会に付託されました、「議案第１１

号 内子町税条例等の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につき

ましては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果について、「議案第１１号」

は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について説明を受けた内容並びに、質疑等についてご報告を致します。本議案は、消費税

引き上げが平成３１年１０月まで延期されることに伴い、一部改正を行うものでございます。そ

の主な内容は、個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限の延長、軽自動車税の環境性

能割、種別割の導入時期の延長、法人住民税の法人割の引き下げの延長であります。委員の質疑

におきまして、「昨年、専決で制定した条例を廃止して、新たに同じ条例を制定する理由は、適用

期限の延長だけでも良いのではないか。」との質問に対しまして、「消費税の引き上げが延期され

たことに伴い、平成２９年４月から消費税引き上げの平成３１年１０月１日までの税の適用方法

が決まっていない状態になるため制定する。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第１１

号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○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。 

 泉委員長、席にお戻り下さい。 

 これより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。 

 「議案第１１号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１１

号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ４ 議案第１２号 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の

制定について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第４ 議案第１２号 内子町過疎地域における固定資産税の特別

措置に関する条例の制定について」を議題とします。 

 審査結果について委員長の報告を求めます。 

泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 泉委員長。 

〔泉浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） ご報告申し上げます。 

議案第１２号「内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について」、

審査の結果をご報告申し上げます。審査結果について、「議案第１２号」は、原案のとおり可決す

べきものとするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報

告を致します。本議案は、山村振興法や県税の特別措置の改正に伴い、全部改正を行うものです。

その主な内容は、法律と現行条例が相違するため、対象事業として、情報通信技術利用事業と旅

館業の２事業を追加すること、減免対象額の引き上げ、事業要件の改正です。委員の質疑におき

まして、「現在、企業誘致条例に該当している３事業者で、適用期間内である場合の対処方法はど

うなるのか。」との質問に対しまして、「３事業者は特別措置に該当する事業者ではなかった。」と

の答弁でありました。 

採決の結果、「議案第１２号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委

員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 泉委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（中田厚寬君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第１２号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１２

号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ５ 議案第１３号 内子町企業誘致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１３号 内子町企業誘致条例の一部改正について」

を議題とします。 

審査結果について委員長の報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） ご報告申し上げます。 

去る３月３日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第１３号 

内子町企業誘致条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につき

ましては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議案第１３号」

は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本条例改正は、議

案第１２号で審議されました、「内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」が

本条例よりも優先して適用するものとすること。また、減免期間が５年以内の奨励措置の場合は、

固定資産税の特例に関する条例を３箇年度適用し、残り２箇年は、企業誘致条例を適用するとし、

対象企業にとって不利益が生じないものとしています。委員から、「企業誘致条例を適用した企業

は何社あったのか。また、今後、過疎法関係の条例を適用予定の事案はあるのか。」との質疑に対

し、「企業誘致条例の適用企業は３社である。現在、今回制定する過疎地域における固定資産税の

減免の条例を適用する企業の予定はない。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第１３号」

は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ

委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、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。 
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 「議案第１３号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１３

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ６ 議案第１４号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第６ 議案第１４号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 

審査結果について委員長の報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 「議案第１４号 内子町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申

し上げます。審査結果については、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案

について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。今回の条例改正は、介護

保険法改正に伴い、新たに通所介護事業を町指定地域密着型サービス事業に加えるもので、人員、

設備及び運営に関する基準を定めるものであります。県の指定から町の指定に移る事業所は、「ゆ

うなぎ」、「たんぽぽ」、「神南荘」、「緑風荘」のデイサービス４事業所であります。 

委員から「町指定になることでの、メリット、デメリットは。」との質問に対し、「利用者にと

っては、変更はなく今までどおり利用できる。また、地域住民の代表者も含めた運営推進会議を

年に２回開催することとしており、より地域に密着したものとなる。事業者の介護報酬が少しだ

け上がる。」との答弁がありました。また、他の委員から「利用料の引き上げになるのではないか。」

との質問に、「５０単位、５００円程度上がるので、利用者負担１０％で５０円程度上がる。」と

の答弁がありました。 

討論において、この条例改正に対する反対意見として「利用者負担増の介護保険法改悪に伴う

条例改正であり、高齢者の負担増になるため、賛成するわけにはいかない。」といった意見。また、

賛成意見として、「すでに法律において、この制度となっており、それに基づいた条例改正である。

改正を認めないと、利用者がサービスを受けられないこととなる。」との意見がありました。採決

の結果、「議案第１４号」は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、

ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 
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 これより、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。 

 「議案第１４号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１４

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第１４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ７ 議案第１５号 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第７ 議案第１５号 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一

部改正について」を議題とします。 

審査結果について委員長の報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 「議案第１５号 内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条

例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。 

審査結果については、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について、

説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 

今回の条例改正は、「高橋邸」使用料の免除規定に加え、高校生や大学生などに対して新たに申

請に基づき減額することができるとし、また、別表での１２時間以内の利用区分の設定や、現在

の宿泊料は町内でも安価であることから、大人で１，０８０円、子どもで５４０円の増額を行う

ものです。委員から、「小学生、幼児などの利用状況について」の質問に対し、「小学生、幼児の

利用は、２７、２８年度はゼロである。大学演劇部などの宿泊利用があり、減額措置を講じてい

きたい。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第１５号」は、全会一致により原案のとお

り可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

これより、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。 

 「議案第１５号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１５

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ８ 議案第１６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第８ 議案第１６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正

について」を議題とします。 

審査結果について委員長の報告を求めます。 

泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 泉委員長。 

〔泉浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） 「議案第１６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改

正について」審査の結果をご報告申し上げます。 

審査結果について、「議案第１６号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本議案は、幼児教育

の無償化に向けた取り組みの段階的推進による、市町村民税非課税世帯の授業料負担を軽減する

ため、一部改正を行うものであります。その主な内容は、現在、第２階層区分でひとり親世帯等

の利用者負担額は無料となっていますが、それ以外の世帯の第２子以降の利用者負担額を１，５

００円から無料とするものでございます。特に質疑はなく、採決の結果、「議案第１６号」は、原

案のとおり可決すべきものと決定を致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 泉委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、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。 

 「議案第１６号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１６

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ９ 議案第１７号 財産の無償譲渡について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第９ 議案第１７号 財産の無償譲渡について」を議題とします。 

審査結果について委員長の報告を求めます。 

泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） 議長。 
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○議長（中田厚寬君） 泉委員長。 

〔泉浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） 議案第１７号「財産の無償譲渡について」、審査の結果をご

報告申し上げます。審査結果について、「議案第１７号」は、原案のとおり可決すべきものとする

ものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本議案は、地方自

治法第９６条第１項第６号の規程により財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める

ものでございます。その主な内容は、有限会社内藤鋼業が、小田原木市場で木質バイオマス発電

事業を行うにあたり、現在、有償貸与している製材施設を、耐用年数も経過し老朽化のため今後

の施設利用が困難であること、取り壊す場合５４０万円の費用がかかること、発電事業の将来性

もあり、新たに建設する設備等の固定資産税も入ることから、無償譲渡するものです。委員の質

疑においては、「新たに建築した施設の前で作業を行うことになれば、森林組合の材木市場の運営

に支障となるのではないか。」との質問に対しまして、「内藤鋼業が１から２年分の材をストック

しているので整理も必要である。今後発電で用地が不足すると思われるので、近隣で土場の対応

を検討している。」との答弁でありました。また「森林組合が利用している建物前の土地の使用方

法はどうなるのか。」との質問に対し、「土地は約半分ずつ、内藤鋼業と森林組合に貸し付けてい

るので、今後は、森林組合分も全て新会社へ貸し付ける。土地の貸付区域は協議をしていく。」と

の答弁でありました。採決の結果、「議案第１７号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致し

ました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 泉委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、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。 

 「議案第１７号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１７

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１０ 議案第１８号 財産の無償貸付について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１０ 議案第１８号 財産の無償貸付について」を議題としま

す。 

審査結果について委員長の報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 
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○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 「議案第１８号 財産の無償貸付について」審査の結

果をご報告申し上げます。審査結果については、原案のとおり可決すべきものとするものでござ

います。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 

本議案は、大瀬小学校用地の一部、３筆、１，５５６㎡を、内子町社会福祉協議会が建設する

大瀬保育園の園用地とするため、平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日まで、両者に異

議がなければ、さらに２０年間無償で貸し付け、以後も同様とするというものであります。委員

から、「現在の大瀬保育園の園舎は、社会福祉協議会へ無償譲渡しているが、新園舎完成後、建物

の取り壊し等の処分はどちらが行うのか。」との質問に対し、「社会福祉協議会から返還してもら

う。同じように譲渡していた五城保育園舎は、社協から町への所有権移転登記をおこなった。大

瀬保育園舎のその後の利用については、地元自治会にも働きかけているが、決まっていない。」と

の答弁がありました。採決の結果、「議案第１５号」は、賛成多数により、原案のとおり可決すべ

きものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、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。 

 「議案第１８号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１８

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第１８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１１ 議案第２１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

  日程第１２ 議案第２２号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 

  日程第１３ 議案第２３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

  日程第１４ 議案第２４号 成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

  日程第１５ 議案第２５号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

  日程第１６ 議案第２６号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 
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  日程第１７ 議案第２７号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１１ 議案第２１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」から「日程第１７ 議案第２７号 平成２８年度 内子町水道事業会計補正予

算（第３号）について」までの補正予算７議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山崎予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山崎委員長。 

〔山崎正史予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 報告申し上げます。去る３月３日の本会議において、予

算決算常任委員会に付託されました、平成２８年度補正予算７件について、平成２９年度当初予

算８件とともに、３月９日、１０日、１３日、１４日の４日間、委員１４名出席のもと、延べ２

２時間に及ぶ審議時間をかけ、各課長等からの説明を受け、質疑、討論をし、慎重な審査を行い

ました。審査の結果につきましては、配付いたしております審査報告書のとおり、補正予算７議

案は、原案のとおり可決すべきものでございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに主な質疑

等についてご報告致します。 

議案第２１号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）につきましては、５億５，７

６４万８，０００円を減額し、歳入歳出予算を１１０億４，６３６万４，０００円とするもので

す。前年同期と比較し３．１％の増額となっています。 

歳入予算については、当初予定していた財政調整基金や公共施設整備基金などからの繰入金１

０億２，３５９万１，０００円を９億７，７２３万７，０００円減額し、４，６３５万４，００

０円としています。国県の事業費の確定や、事業執行の取り止め、経常予算の減額等により調整

されています。 

続いて、主な歳出予算は、２款・総務費においては、町内全域光ファイバー網を整備するため、

ＮＴＴ西日本に対する補助金５億１，０００万円が事業の遅れにより全額削減されています。委

員の質疑においては、「本来は繰越明許の措置ではないのか。２９年度当初予算で対応するとのこ

とであるが、可決もしていない。否決されたらどう対応するのか。」との質問に「事業でなく補助

金であるため繰越はできない。工事は行っているが２８年度分の補助金はいらないということで

補助金の変更決定を行った。２９年度に新たに補助金申請していただく。」との答弁でありました。 

４款衛生費では、２８年度新規事業の小児インフルエンザ予防接種費用助成によって、接種率

が４９．７％から６７．３％にアップしたとの報告がありました。 

７款商工費において、「有料である町並駐車場と無料である内子分庁、図書情報館前の駐車料金

について、公平性に問題はないか。」との意見に対し、「ＪＲ内子駅裏の駐車場にバーを設置し、

有料とする計画がある。それに合わせて今後検討する。」との答弁でありました。 

１０款教育費では、大瀬中学校などの施設改修工事等の予算において、補正額の説明が十分な

されず、質疑に対し、かみ合わない答弁が多々ありました。また、昨年３月に２８年度当初予算

で可決している工事でありながら、現在においても入札がなされていない状況、そしてそのまま

繰越を行うことについて、関係各課を含め十分な検証をいただきたいと思います。以上、議案第
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２１号内子町一般会計補正予算（第４号）については、多くの質疑がなされました。採決の結果、

賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

次に、特別会計５件及び企業会計１件の補正予算ですが、まず、「議案第２２号 平成２８年度

内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について」は、歳入歳出それぞれ１億２，

８３７万２，０００円を減額し、２７億４，２３６万７，０００円とするものです。補正内容は

療養給付費等の事業実績等による補正であります。特に質疑はなく、採決の結果、賛成多数によ

り可決すべきものと決定致しました。 

次に、「議案第２３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）

について」は、歳入歳出それぞれ６２６万４，０００円を減額し、２億２，８０４万２，０００

円とするものです。補正内容は、保険基盤安定負担金等の減などによる補正であります。特に質

疑はなく、採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について」

は、歳入歳出それぞれ３，４０５万７，０００円を減額し、２５億２，２８５万２，０００円と

するものです。補正内容は、介護サービス給付費等の事業実績等による補正であります。委員か

ら「総合事業の状況について、問題はないのか。」との質問に対し、「２８年２月から、要支援１、

２の方で、訪問介護、通所介護だけを利用される方は、チェックリストだけで審査を行い、必要

な人は移行した。現在のところ、特に問題は発生していない。」との答弁がありました。採決の結

果、賛成多数により可決すべきものと決定致しました。 

次に、「議案第２５号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）について」は、

歳入歳出それぞれ３３０万４，０００円を減額し、１，０１２万５，０００円とするものです。

補正内容は、寄宿舎入寮生が諸事情により２４人から１７人に減少したことに伴う補正予算であ

ります。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

次に、「議案第２６号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」は、歳入歳出それぞれ２６０万円を減額し、２億７，７８１万２，０００円とするものです。

委員から、「下水道加入率について」の質問があり、「加入率は昨年３月末で８３．９％であり、

２８年度は住宅新築により２４戸が接続し、未加入者６戸が接続した。」との答弁がありました。

採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

最後に、「議案第２７号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について」は、

収益的収支で、補助金を減価償却に充てる長期前受け金の修正により営業外収益７３２万１，０

００円の減額、水道事業営業費用を額の確定等により２３１万１，０００円減額するものです。

また、資本的収支で、上水道拡張工事など補助事業費の決定額の減により、収入である企業債や

工事負担金、補助金など２億２，１４２万３，０００円を減額し、建設改良費２億２，３７８万

９，０００円を減額しています。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定致しました。以

上、平成２８年度補正予算７議案について、委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 委員長報告に対する質疑を省略します。 

山崎委員長、席にお戻りください。 

討論、採決は議案ごとに行います。 
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 まず、「議案第２１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）について」の討論を行

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。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第２１号」は委員長報告のとおり可決されました。 

次に「議案第２２号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）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。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第２２号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第２３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２

号）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。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第２３号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第２４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）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。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第２４号」は委員長報告のとおり可決されました。 
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 続いて、「議案第２５号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第２号）について」

は、討論を省略し採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のと

おり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第２５号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第２６号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて」は、討論を省略し採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、

起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第２６号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第２７号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について」は、

討論を省略し採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、

起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第２７号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

○議長（中田厚寬君） ここで暫時休憩をおこないます。３時から再開します。 

 

午後 ２時５９分 休憩 

 

午後 ３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。 

 

  日程第１８ 議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算について 

  日程第１９ 議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第２０ 議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて 

  日程第２１ 議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

  日程第２２ 議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算に 

ついて 

  日程第２３ 議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

  日程第２４ 議案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算について 
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  日程第２５ 議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第１８ 議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算につい

て」から「日程第２５ 議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計」までの当初予算８

件を一括議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。山崎予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山崎委員長。 

〔山崎正史予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） それでは、「議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計

予算」から「議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算」までの８議案について、

審査の結果をご報告申し上げます。審査の結果については、当初予算８議案は、原案のとおり可

決すべきものでございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに主な質疑等についてご報告を致

します。 

 「議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算」につきましては、歳入歳出予算を９５億

２，０００万円とするもので、前年度比５億９，０００万円、６．６％の増であります。現時点

で国、県の内示が出ていない事業については、当初予算に計上せず、今後の補正予算で計上して

いくとのことであります。 

 それでは、まず歳入についてでございますが、町税は前年度当初比１．７％増の１４億２，１

９９万６，０００円と見込み、地方交付税は、特別交付税３億３，０００万円を含め、４８億３，

０００万円としています。財源不足を補うため、財政調整基金や公共施設整備基金などから７億

４，８３５万５，０００円を充当財源として繰入れされております。 

 さらに、臨時財政対策債を２億８，０００万円など、起債合計２億８，９４０万円を借り入れ

ることとし、財源の確保を行っております。地方債の２９年度末現在高見込み額は、７９億１，

０６６万６，０００円となる見込みであります。ただ今後６月以降、補正での事業予算が見込ま

れることから、起債額も増加するものと思われます。 

 続いて、歳出について報告致します。主な歳出予算は、２款、総務費においては、町内全域に

光ファイバー網を構築するための補助金５億１，０００万円が再度、計上され、１２月末までの

完成を目指しています。公用車の購入費、４台分、７０８万４，０００円の予算に関連して、委

員から「公用車の落札業者がその後の車検も行っている。以前、本会議での質問に対し、車検に

ついては落札業者と一体でなく、別な扱いとするよう検討する。との答弁であった。今なお検討

していないのは問題である。改善を求める。」との意見に対し、「改善に向けて早急に取組みたい。」

との答弁がありました。 

６款、農林水産業費においては、委員から、「小田深山千年の森公園事業について、公園化への

年次整備計画等を含め、きちんとした全体構想を策定しておくべきではないか。」との意見に対し、

「せんの森プロジェクト委員会で検討する。」との答弁がありました。 

次に、７款、商工費で、新たな取組みとして、ダイニングアウト事業費５，０００万円のうち

町負担金として２，１６０万円が組まれています。この事業は、内子の歴史文化や生活文化など

地域資源をコーディネートしながら、世界のトップシェフらにより２日又は３日間限定のプレミ
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アムディナーが繰り広げられ、内子の食材、自然資源を活用しながら提供されるもので、これら

の情報発信により今後の観光入込客の増加や地域産品の需要の拡大による地域振興を図るもので

あるとの説明がありました。これに対し、委員から、「食材は何を使うのか、開催場所や宿泊場所

はどうなっているのか、具体的な説明はない。住民に対して、１食１０万円の料理で、１００人

のために２，１６０万円を支出することの理解が得られるか。費用対効果をどう考えているか。」

など、開催することへの多くの質疑、意見が交わされました。 

１０款、教育費では、五十崎小学校体育館の床改修工事費２，５２７万２，０００円の予算に

対し、「平成２６年度に耐震改修工事がされたにもかかわらず、新たに予算化するが、どうして再

度工事をしなければならなくなったのか。技術的な事であり、当時の設計事務所に設計について

問題はなかったのか。意見を求め確認をしておくべきである。ダメだからやりましょうでは問題

の解決にならない。」との意見がありました。 

すべての質疑終了後、森永委員から、一般会計予算に対する修正動議が修正案とともに提出さ

れました。その内容は、歳出予算７款１項２目観光費の３，９０７万５，０００円から、ダイニ

ングアウトに関する負担金２，１６０万円を削除し、同額を予備費に追加計上するものです。趣

旨説明において、「観光客の増加、情報発信など一定の効果はあると思うが、具体的なことは何も

決まっておらず、ただ開催ありきの説明では、どれほどの効果を上げるのか疑問である。たった

２晩で、１００人の富裕層に一食１０万円のディナーをという庶民感覚からかけ離れたイベント

に２，１６０万円もの税金を使うことに対し、到底町民の理解は得られないと考える。政治や行

政は、常に町民に寄り添い、町民の福祉の向上を目指し、町民の暮らし満足度が高まるような施

策を最優先すべきと考える。これらの理由によりこの修正動議を提出するものである。」との趣旨

説明がありました。修正案に対する質疑ののち、原案に賛成意見、原案に反対の意見、修正案に

反対、修正案に賛成の意見を求め討論を行いました。 

 採決の結果、修正案は賛成少数で否決され、次に原案について採決を行った結果、賛成多数に

より可決されました。以上、一般会計予算についての報告であります。 

次に、特別会計７件についてですが、「議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特

別会計予算について」は、歳入歳出予算を２７億６，３４４万２，０００円とするもので、前年

度比７，８８７万７，０００円の減であります。委員の質疑において、「国保事業は平成３０年度

から県に一本化されるが、町が持っている基金の処理は２９年度に行うのか。」との質問に対し、

「財政運営については県が責任を持つ。県と町が共同保険者になる。基金はそれぞれが残し、保

険料に対応する。」との答弁がありました。また、県に移行後の県と町との責任分担については、

「財政は県が責任を持つ。町が財政上厳しければ、県の基金で一時貸し付ける制度がある。保険

料については、県が標準保険料率を示し、町からの納付金額を定めるので、それに対して町は保

険料率を定めることとなる。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第２９号」は、賛成多

数により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

次に、「議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について」は、

歳入歳出予算を２億２，２０２万円とするもので、前年度比９９２万４，０００円の減でありま

す。委員の質疑において、「４月から低所得者層の軽減率の変更があるが対象者、一人あたりの負

担増はいくらになるのか。」との質問に対し、「被保険者３，８７８人のうち対象者は２５８人で
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ある。家族等の被扶養者であった人は、均等割額が９割軽減から７割軽減に変更される。また所

得が９１万円以下の低所得者の方は、所得割額が５割軽減から２割軽減に変更される。この変更

により、年額５５５万円ほどの保険料増額となるが、一人当たりにすると平均で１，４３２円に

なる。」とのことであります。採決の結果、議案第３０号は、賛成多数により原案のとおり可決す

べきものと決定致しました。 

 次に、「議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について」は、歳入歳出

予算を２５億２，５００万円とするもので、対前年度比２，９００万円の増額予算であります。

介護保険利用料２割負担の人は３７人で、介護度３の場合約２万円の負担増となるとの答弁があ

りました。採決の結果、議案第３１号は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定致

しました。 

 次に、「議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について」は、

歳入歳出予算を１，７６６万７，０００円とするもので、前年度比１１１万２，０００円の増額

予算であります。支援１、支援２の方のケアプラン策定の費用であり、１８の事業者に約８１％

を委託するものであります。特に質疑はなく、採決の結果、「議案第３２号」は、賛成多数により

原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

続いて、「議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」は、小田高校の

存続においても重要な予算であり、寄宿舎生を２２人と見込み、歳入歳出予算を１，３２０万９，

０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、「議案第３３号」は、賛成多数により原

案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

 次に、「議案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算について」は、水道事業収益を４

億６，４６０万８，０００円、費用を４億３，９９４万３，０００円とするもので、貸借対照表

による当年度未処分利益剰余金を７３万２，０００円と見込んでいます。給水戸数が６，６１２

戸、１日平均給水量は４，５１２㎥を見込んでいます。２９年度の主な工事は、平成２６年度か

ら実施している満穂地区の上水道第７次拡張事業や石畳地区水道整備事業、旧簡水の配水地流量

設置工事９箇所、中田渡や突合の配水管敷設替え工事など合わせて６億３，１１４万９，０００

円の予算で行います。委員から、「満穂地区や石畳地区水道事業の完成年度について」の質問につ

いて、「満穂地区は２９年度を予定しているが県の補助金次第である。石畳地区は平成３２年度完

成としているが、中山間の予算が付きにくい状況にあるため確定はできない。」との答弁がありま

した。採決の結果、「議案第３４号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定致し

ました。 

 最後に、「議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算について」は、２９年度から

企業会計となったもので、下水道事業収益を２億８，５３７万８，０００円、下水道事業費用を

２億８，５３７万８，０００円とし、貸借対照表による当年度未処分利益剰余金を３６万６，０

００円と見込んでいます。給水戸数は１，７６８戸、１日平均給水量は１，５０８㎥と見込んで

います。事業予算としては浄化センターの維持管理費用、企業債の償還が主なものであります。

採決の結果、「議案第３５号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。

なお、４日間にわたる予算審議を通じて、細かな質疑等もいたしましたが、的確な答弁が帰って

こないことも見受けられました。先程も申し上げましたが、当初予算で要求し、議決した工事予
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算等については、早急な執行をいただき、３月に大幅な減額がなされないよう、横の連携、並び

に予算の管理も併せて強く要望を致します。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） 委員長報告に対する質疑を省略します。 

山崎委員長、席にお戻りください。 

討論、採決は議案ごとに行います。 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山崎委員長。 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） お手元に配布しております、報告書の２ページ目です。

議案第３４号並びに３５号につきまして、こちらの不備で平成２８年度内子町下水道事業会計予

算について、並びに平成２８年度内子町下水道会計予算についての年度が。 

○議長（中田厚寬君） ちょっと山崎議員、ページ数が違っているんじゃないの。 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 報告書です。２枚物の報告書の２ページ目、１枚裏の委

員長から報告書を提出した報告書が年度が間違えておりますので、第３４号並びに３５号、大変

失礼ではありますが、平成２８年度を２９年度に訂正してもらうようお願いを申し上げます。 

○議長（中田厚寬君） 討論、採決については議案ごとに行います。 

まず、「議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算について」討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私は、本予算に反対の立場で討論に参加を致します。本予算案は、ア

ベノミクスの行き詰まりのしわ寄せを国民に押し付け、暮らしに直接かかわる社会保障の自然増

の１，４００億円の切り捨てにより、高齢者医療の低所得者への保険料軽減措置を縮小をして保

険料負担を増やすことや、高齢者の医療費や介護利用料の自己負担限度額の引き上げなどが含ま

れる高齢者向け予算が狙いうちをされている国家予算に沿うものであると思うわけであります。

安倍政権は発足後、パートを含めた全労働者の平均実質賃金は年１９万円も減り、二人以上所帯

の実質家計支出は１６カ月連続対前年比マイナスが続いております。内子町民の所得は、昨年の

税申告者の５０％以上の方々が全国所得２００万の貧困ラインと言われておるその半分である所

得１００万円以下の暮らしを強いられておるわけであります。そういう状況の中で本予算は、こ

の予算審議の中でも同僚議員から提出をされました修正動議にありましたように、町民感情から

なじまないような予算が組まれているわけであります。このような町民の暮らしの現状を考える

ならば、社会保障教育、子育てなどの拡充にこそ目を向けた予算となるべきであります。私はこ

の生活弱者への配慮に欠けた予算案であると受け止め、この予算に対して反対の意思表明を致し

ておきます。以上です。 

○議長（中田厚寬君） 次に原案に賛成の発言を許します。 

○５番（大木雄君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 大木議員。 

○５番（大木雄君） 私は本議案に対し、賛成の立場で討論を致します。各地方自治体が独自に

おこなうインフラ整備、ソフト事業は別とし、現行の国の社会保障制度は国、各地方自治体及び



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

- 131 - 

受益を受ける者が応分の負担をし、財源を担保し、運営していく制度でありまして、こういった

制度の中、いち地方自治体がそれに反するわけにはいきません。その制度の中には、財産や有効

にあてるお金があるのに、保険料を払えないといった理屈は通らないわけで、やむを得ない理由

がある場合は、救済の措置として保険料の減額や減免といった免除制度があるわけで、むしろ適

切な時期に施策が施行されないことにより不利益が生じることの方が問題で、この予算に問題は

なく、私は賛成を致します。 

○議長（中田厚寬君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２８号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第２８号 平成２９年度内子町一般会計予算」は、委員長報告のとおり可決され

ました。 

 次に、「議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について」討論を行

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 

 「議案第２９号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第２９号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算」は、委員長報告

のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につい

て」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。 

 「議案第３０号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第３０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算」は、委員

長報告のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算について」討論を

行います。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。 
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 「議案第３１号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第３１号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算」は、委員長報告のと

おり可決されました。 

 続きまして、「議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について」

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。 

 「議案第３２号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立多数です。 

 よって、「議案第３２号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算」は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」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。 

 「議案第３３号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第３３号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算」は、委員長報告のとおり

可決されました。 

 続きまして、「議案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算について」は、討論を省略

し、採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 

 よって、「議案第３４号 平成２９年度内子町水道事業会計予算」は、委員長報告のとおり可決

されました。 

 最後に、「議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算について」は、討論を省略し、

採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 
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 よって、「議案第３５号 平成２９年度内子町下水道事業会計予算」は、委員長報告のとおり可

決されました。 

 

  日程第２６ 議案第５３号 第１２１号平成２８年災 林道野村北地線災害復旧工事に係る

工事請負契約について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第２６ 議案第５３号 第１２１号平成２８年災 林道野村北地

線災害復旧工事に係る工事請負契約について」を議題とします。審査結果について、委員長の報

告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 「議案第５３号 第１２１号平成２８年災 林道野村

北地線災害復旧工事に係る工事請負契約について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果

については、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本議案は、平成２

８年６月２３日の豪雨による地すべり災害で、被災延長４３ｍ、法面高３０ｍの災害復旧工事で

あります。２社の入札により、７，１２８万円で、大久保建設株式会社が落札され、工事請負の

仮契約がなされております。委員から、「特殊工事の下請け率は。」との質問に対し、「特殊工は排

水ボーリング工とアンカー工の２種で、下請け率は５０％くらいになる。」との答弁がありました。

また、他の委員からは、「被災法面頭部の工事について、アンカー工事等はないが、もう一度地す

べりが起きないか、大きな工事の変更がないよう考えているのか。」との質問に対し、「現地調査

をした結果、上部は安定している。アンカー工で土塊の崩壊がないようにしている。工程等を勘

案しながら、安全施工に努める。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第５３号」は、全

会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長

報告を終わります。 

○議長（中田厚寬君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、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。 

 「議案第５３号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第５３

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（中田厚寬君） 起立全員です。 
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 よって、「議案第５３号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２７ 発議第２号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める 

意見書について 

○議長（中田厚寬君） 「日程第２７ 発議第２号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・

大幅増員を求める意見書について」を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（中田厚寬君） 山本委員長。 

〔山本徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） 発議第２号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改

善・大幅増員を求める意見書について。 

 地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、

総務大臣、財務大臣、文部科学大臣に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４

条第３項の規定により、提出する。 

 平成２９年３月１７日提出。 

 提出者、内子町議会産業建設厚生常任委員会、委員長、山本徹。 

 提出の理由、医師、看護師、介護職員など夜勤交替制労働者の労働環境を改善すること。安全・

安心の医療、介護を実現するため、医師、看護師、介護職員等を大幅に増員することを国に求め

るため、意見書を提出するものである。 

 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書。 

 厚生労働省は「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について（５局長通知）や「医師、

介護職員、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため『医療分野の

雇用の質』の向上のための取組について（６局長通知）の中で医療従事者の勤務環境の改善のた

めの取組を促進してきました。また、医療提供体制改革の中でも医療スタッフの勤務環境改善が

議論され、都道府県に対して当該事項に関わるワンストップの相談支援体制（医療勤務環境改善

支援センター）を構築し、各医療機関が具体的な勤務環境改善を進めるために支援するよう求め、

予算化しています。 

しかし、日本医療労働組合連合会が２０１３年度に実施した「看護職員の労働実態調査」（回答

数３万２，３７２人）では、「慢性疲労」（７３．６％）「仕事をやめたい」（７５．２％）という

看護職員の実態や、医療の提供についても「十分な看護ができていない」（５７．５％）、「ミスや

ニアミスを起こしたことがある」（８５．４％）という事態に陥っており、これらの状況が前回の

調査（２００９年）から改善されていないことも明らかになっています。 

政府は、「医療機能の再編」によって医療提供体制を改善しようとしていますが、勤務環境の改

善なしに医療提供体制の改善はあり得ません。２０１５年度には新たな看護職員需給見直しが策

定されましたが、単なる数値目標とするのではなく、看護職員等の具体的な勤務環境の改善を可

能にする増員計画とし、そのための看護職員確保策を講じていく必要があります。安全・安心の
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医療・介護を実現するためにも、医療従事者の勤務環境の改善を実効性のあるものにし、医療提

供体制を充実していくことが求められています。 

 よって、国においては、下記の事項を実現されるよう強く求めます。 

 記。 

 １、看護職員などの夜勤交替制労働者の労働時間を「１日８時間、週３２時間以内、勤務間隔

１２時間以上」とし、労働環境を改善すること。 

 ２、医師・看護師・介護職員などを大幅にふやすこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２９年３月１７日。 

 愛媛県内子町議会。 

 以上であります。よろしくお願い致します。 

○議長（中田厚寬君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決すること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。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（中田厚寬君） 「日程第２８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と

します。 

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び議長の諮

問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査した旨、申し出がありまし

た。 

 お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続調査とす

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、議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

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、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続調査とするこ

とに決定しました。 

 

  日程第２９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（中田厚寬君） 「日程第２９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題としま

す。 
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 各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで閉会中も継続して調査し

たい旨、申し出がありました。 

 お諮りします。各常任委員長の申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とするこ

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、各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに、決定しました。 

 

○議長（中田厚寬君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

議事を閉じましたので、ここで３月末をもってご退職されます、堀本議会事務局長より、ごあ

いさつを受けたいと思います。よろしくお願い致します。 

〔堀本増隆議会事務局長登壇〕 

○議会事務局長（堀本増隆君） それでは、失礼を致します。退職にあたりこのような機会を与

えていただきました。誠に感謝を申し上げます。この神聖なる議場に入ったのが平成２０年でご

ざいました。９年前でございますけれども、学校教育班長として入らさせていただきました。そ

の当時、本会議方式でやられておりましたけれども、私どもが提案致しました幼稚園の統廃合の

条例改正とか、幼稚園授業料の値上げ等の議案審議におきましては、２時間半程度、２つの議案

だけで２時間半程度の議論がなされました。説明不足の面が多々あったわけでございますけれど

も、議会として大きな洗礼を受けさせていただきました。それから平成２５年度からは、４年間

議会事務局長と致しまして、議会に関わらさせていただきましたが、町議会議員選挙後の初議会

から本日で私にとりまして２５回目の定例会、議会となります。その間、いろいろなミスもござ

いました。私からお詫びを申し上げたいと思います。この４年間歴代の議長さんのご理解の下、

議員の皆さま方と議会改革に取りくまさせていただきました。一般質問における一問一答方式や

議案審議においては、本会議方式から委員会方式への変更、また議会だよりなどの発行などいろ

いろな面で議会改革がなされておりますけれども、まだまだやっと他の町村に追いついたという

ところではないかと私もまだ思っているところでございます。今回、議会基本条例が可決されま

したけれども、それに基づきまして次期議会からこの条例に基づいて、活動されると思っており

ますけれども、議員力のアップ、議会力のアップをお願いするものでございます。この４年間あ

っという間でございました。議員の皆様にはとても大事にしていただきました。心より感謝申し

上げます。今月末で６０歳定年を迎えるわけでございますが、引き続き再任用職員として役場で

勤めさしていただきます。今後ともよろしくお願い致します。ありがとうございました。 

○議長（中田厚寬君） ありがとうございました。議会と致しましても長年にわたり、大変お世

話になりました。ここで感謝の気持ちを込めまして、議会全員より花束を贈りたいと思います。

贈呈は、山上芳子議員にお願い致します。 

〔花束贈呈〕 

○議長（中田厚寬君） ありがとうございました。長い間、大変お疲れ様でした。お席にお帰り

ください。 
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 ここで、稲本町長、ごあいさつをお願いします。 

○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） 今定例会、閉会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。今定例会に提

案致しました全案件につきまして、承認、可決をいただきまして、誠にありがとうございました。

長い審議間の中で議員の皆さん方からご指摘いただきましたこと、精査を致しまして執行して参

りたいというふうに思っておりますけれども、特に執行管理につきましては、適切にそしてきち

んと運用進捗状況等を万全を期していきたいいうふうに思っておりますので、引き続きまして議

員の皆さん方のご指導、ご支援を賜りたいと思います。行政は町民の皆さん方の現状をしっかり

と見るということがとても大切でございます。その上に立ってさらにこの町がどういう方向に向

かって進んでいかなくてはならないのか。そのためには、新しい事業に挑戦する勇気というもの

も必要でございます。皆さん方のこれからのご支援とご協力を切にお願いを申し上げたいという

ふうに思います。さて、４月の３０日をもって議員の皆様方、任期満了というふうにあいなりま

す。何名かの議員の皆さん方は、今期で退任ということを耳に致しております。本当に長い間ご

指導、ご鞭撻、この町の繁栄のために議員として力を貸していただきまして、ありがとうござい

ました。改めて厚く御礼を申し上げたいと思います。同時にバッチは外されましても地域の中で

この議員としての経験を大事にしていただきまして、大所高所からこの町の発展のために引き続

きご指導、ご鞭撻を賜りたいというふうに思っております。どうぞ、健康にはご留意されまして

ご活躍をしていただきたいというふうに思っております。合わせて引き続き、立候補してがんば

っていこうと決意を新たにされておる議員の皆さん方、どうぞ所期の目的が達成されますように

ご検討をご期待申し上げたいというふうに思います。皆さん方がこの議場に着かれて、この町の

将来について議論ができるように楽しみにいたしておるところでございます。どうぞよろしくお

願い致します。最後になりました。議会事務局長、長い間、ありがとうございました。これから

もどうぞよろしくお願い致します。以上を持ちまして、私のあいさつに代えさせていただきます。

本当に長時間、ありがとうございました。 

○議長（中田厚寬君） 以上をもって、平成２９年３月第８９回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ３時５３分 散会 

 

 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 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第８９回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

 

１ 議員提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

発議 

 １ 
内子町議会基本条例の制定について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.2 
原案可決 

発議 

２ 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増

員を求める意見書について 

平成 

29.3.17 

平成 

29.3.17 
原案可決 

 

２ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議案 

１１ 
内子町税条例等の一部改正について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１２ 

内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関

する条例の制定について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１３ 
内子町企業誘致条例の一部改正について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１４ 

内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

平成 

29.3.2 
平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１５ 

内子町文化交流ヴィラ「高橋邸」条例の一部改正に

ついて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１６ 
内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１７ 
財産の無償譲渡について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１８ 
財産の無償貸付について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

１９ 
内子町地区集会所の指定管理者の指定について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

２０ 

内子町田舎生活体験宿泊施設の指定管理者の指定に

ついて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 
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議案 

２１ 

平成２８年度内子町一般会計補正予算（第４号）に

ついて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２２ 

平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２３ 

平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第２号）について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２４ 

平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２５ 

平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第

２号）について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２６ 

平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２７ 

平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）

について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２８ 
平成２９年度内子町一般会計予算について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

２９ 

平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計予算

について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

３０ 

平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計予算について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

３１ 

平成２９年度内子町介護保険事業特別会計予算につ

いて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

３２ 

平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計

予算について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

３３ 
平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

３４ 
平成２９年度内子町水道事業会計予算について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

３５ 
平成２９年度内子町下水道事業会計予算について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

議案 

３６ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

３７ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 
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議案 

３８ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

３９ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４０ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４１ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４２ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４３ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４４ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４５ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４６ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４７ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４８ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

４９ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

５０ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

５１ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

５２ 

内子町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.3 
原案可決 

議案 

５３ 

第１２１号 平成２８年災 林道野村北地線災害復

旧工事に係る工事請負契約について 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.17 
原案可決 

 

３ 請願 
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番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

６ 

ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者戸別所得補償制度の

復活を求める請願書（産業建設厚生常任委員会付託

のもの） 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.2 
不採択 

受理 

７ 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の

改善を求める請願書（産業建設厚生常任委員会付託

のもの） 

平成 

29.3.2 

平成 

29.3.2 
採択 
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議員提出議案 

発議第１号 

内子町議会基本条例の制定について 

内子町議会基本条例を別紙のように定めることにつき、地方自治法第 109 条第６項及び内子町

議会会議規則第 14条第３項の規定により、提出する。 

平成２９年３月２日提出 

提出者 内子町議会改革特別委員会 

委員長 林 博 

（提出の理由） 

地域主権が進む中、議会の在り方を明らかにし、議会及び議員の活動の活性化と充実のために

必要な議会運営の基本的事項を定め、この条例を指針に、議会活動を広く展開し、町民に信頼さ

れ存在感のある議会を築くため内子町議会基本条例を制定するものである。 

 

（別紙） 

内子町議会基本条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 議会及び議員の活動原則（第２条・第３条） 

 第３章 町民と議会との関係（第４条・第５条） 

 第４章 議会と町長等との関係（第６条―第９条） 

 第５章 議会の適正な機能 （第 10条・第 11条） 

 第６章 議会及び議会事務局の体制整備（第 12条・第 13条） 

 第７章 議員の政治倫理、定数及び報酬（第 14条―第 16条） 

 第８章 最高規範性及び見直し手続（第 17条・第 18条） 

 附則 

 地方分権の進展に伴い、議会の権限と責任が大きくなっている中、内子町議会は、町民の負託

に応え、二元代表制の一方の担い手として、最良の意思決定をし、行政の監視機関としての役割

及び責任を果たすことにより、町民全体の福祉の向上を実現する使命を負っている。 

 内子町議会は、これまで議会改革に積極的に取り組んできた。その実践の成果を踏まえ、自己

研鑽
さん

と資質の向上に努め、政策立案や政策提言を行っていかなければならない。そのためには、

「町民への積極的な情報公開」を率先して行い、より一層町民に開かれた議会を実現し、議会は

町民との対話を行い、町民の意思を的確に把握し、町政に反映させるため議員間の「自由かった

つな討議」を重ね、常に「執行機関と対等で緊張ある関係」を維持し、議会の意思決定における

説明責任を果たす必要がある。 

 この条例を指針に、議会活動を広く展開し、町民に信頼され存在感のある議会を築くため、「内



平成２９年３月第 8９回内子町議会定例会 

‐ 144 ‐ 

子町議会基本条例」を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地域主権が進む中、議会の在り方を明らかにし、議会及び議員の活動の活

性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、町民の負託に真摯に応

え、町民福祉の向上と公平・公正で民主的な町政の持続的発展に寄与することを目的とする。 

第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は、議員の合議機関として、常に公正・公平性、透明性及び公開性を確保し、次に

掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(1) 議会は、町民に開かれた議会とし、町政全体を把握して行財政運営が適正に行われている

かを常に監視し、検証し、及び評価すること。 

(2) 議会は、町民の多様な意見を的確に把握し、政策立案及び政策提言に努めること。 

(3) 議会は、意思決定機関としての議決責任を自覚し、町民の意思を反映し最良の意思決定を

行うこと。 

(4) 議会は、町民に対し積極的な情報公開に努め説明責任を果たすこと。 

(5) 議会は、議員の理論政策能力の向上、特に政策立案能力を高めるために、議員研修を充実

強化すること。 

（議員の活動原則） 

第３条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動する。 

(1) 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の

自由かったつな議論を積極的に行うよう努めること。 

(2) 議員は、議会の構成員として、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。 

(3) 議員は、地域や町政の課題について、町民の意見を的確に把握し、政策提言できるよう、

自己能力及び資質の向上に努めること。 

(4) 議員は、自らの議員活動について、町民に対する説明責任を果たすこと。 

(5) 議員は、議員に求められる政治倫理と品位を常に自覚して行動すること。 

第３章 町民と議会との関係 

（情報の公開及び共有） 

第４条 議会は、議会活動に関する情報公開を徹底し、町民と互いの情報を共有する。 

２ 議会は、町民に対して議決責任及び説明責任を果たすため、次に掲げるところにより、議員

の活動状況を町民が的確に評価するために必要な情報の提供を行うものとする。 

(1) 議案等に対する議員個々の賛否を「議会だより」等で公表すること。 

(2) 議員の研修報告書等を公開すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、議員の活動状況に関する事項を公表すること。 

３ 議会は、原則として全ての会議（議長又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会

（以下「委員会」という。）の委員長が招集したものをいう。）を公開するものとし、あらかじ

め町民に周知するよう努め、公開しない場合は、その理由を明らかにしなければならない。 
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４ 議会は、町民の知る権利を保障するためにも議会の広報活動を充実させ、町民が町行政と議

会に関心が持てるよう努める。 

５ 議長は、別に定める規則による町民の議会傍聴に関し、資料等を提供するなど、町民の議会

の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。 

（町民参加の推進） 

第５条 議会は、町民、各種団体等との交流を深め、連携を強めるために、多様な形態の「町民

と議会との意見交換会（議会報告会）」を開催し、広く町民の意見を聴取し、議会活動に反映さ

せるよう努める。 

２ 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、

これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。 

第４章 議会と町長等との関係 

（議会・議員と町長等との関係） 

第６条 町民の直接選挙で選ばれた議員により構成される議会と町長は、それぞれの役割を活か

し、緊張関係を維持しながら、政策をめぐる論点・争点を明確にして、町政を推進する。 

２ 本会議における一般質問での議員と町長等（町長その他の執行機関をいう。以下同じ。）との

質疑応答は、一問一答方式で行う。 

３ 議員は、質疑及び質問等に当たっては、政策提言の討議を重んじなければならない。 

４ 議長から本会議又は委員会の会議への出席を要求された町長等は、議員の発言に対して論

点・争点の明確化等を図るため、質問の趣旨、内容及び根拠を確認するために、議長及び委員

会の委員長の許可を得て反問権を行使できる。 

５ 議員は、二元代表制の充実と町民自治の観点から、法律又は条例で定めるものを除き、審議

会等、執行機関の諮問機関の委員には原則就任しない。 

（政策等の形成過程の説明） 

第７条 議会は、町長等が提案する重要な政策、計画、事業等について、議会における審議及び

審査の水準を高めるために、その形成過程に係る次の事項に関する資料の提出及び説明を求め

ることができる。 

(1) 政策等の必要性及び提案の背景 

(2) 町民参加の有無及びその内容 

(3) 類似する政策等との比較検討 

(4) 内子町総合計画との整合性 

(5) 政策等の将来にわたる効果及び費用と財政計画 

（予算及び決算での検証） 

第８条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて説明資料を町長等に求

めることができる。 

２ 議会は、決算の審査においては、前条に規定する重要な政策等について事業の検証及び評価

を行い、公表するものとする。 

（議決事件の拡大） 

第９条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96
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条第２項の規定により、議決事件の拡大について積極的に活用するものとする。 

第５章 議会の適正な機能 

（自由討議の拡大） 

第 10条 議会は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を中心に

運営しなければならない。 

２ 議会は、重要な案件を除き、会議等への町長等に対する出席要求は必要最小限にとどめ、議

案審議等の結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。 

３ 議員は、自由かったつな討議を経て、政策、条例、意見等の議案を積極的に提出するよう努

めるものとする。 

（委員会の活動） 

第 11 条 委員会は、議案等の審査及び所管に属する事務の調査の充実を図り、その機能を十分

に発揮しなければならない。 

２ 委員会は、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び

政策提言を行うものとする。 

第６章 議会及び議会事務局の体制整備 

第 12条 議会は、議員の政策形成能力及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実に努める

ものとする。 

２ 議会は、議員の政策立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査機能及び法制機能の強化

並びに組織体制の整備を図るよう努めるものとする。 

第 13条 議会事務局の人事に関しては、議長が任免権を行使するものとし、あらかじめ町長と協

議するものとする。 

第７章 議員の政治倫理、定数及び報酬 

（政治倫理） 

第 14条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力

を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。 

（議員定数） 

第 15条 議員定数は、別に条例で定める。 

２ 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の

予測と展望、人口、面積、財政力及び町の事業課題を考慮するとともに、議員活動の評価等に

関し、必要に応じて町民の意見を聴取するものとする。 

３ 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明

確な改正理由の説明を付して、議員が提出するものとする。 

（議員報酬） 

第 16条 議員報酬は、別に条例で定める。 

２ 議員報酬の改正に当たっては、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

第８章 最高規範性及び見直し手続き 

（最高規範性） 

第 17条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する条例、規則、規程等も、この
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条例の理念に反するものであってはならない。 

２ 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、こ

の条例に関する研修を行うものとする。 

（見直し手続） 

第 18条 議会は、この条例の制定後も、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、

又は２年ごとに条例の目的が達成されているかを全員協議会において検証する。 

２ 議会は、前項の規定による検証の結果、この条例の改正が必要であると認めた場合は、適切

な措置を講ずる。 

３ 議会は、この条例を改正する場合は、本会議において理由を説明しなければならない。 

附 則 

 この条例は、平成 29年４月１日から施行する。 

（発議第２号） 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書について 

地方自治法第 99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総

務大臣、財務大臣、文部科学大臣に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第 14条第

３項の規定により、提出する。 

平成 29年３月 17日提出 

提出者 内子町議会 産業建設厚生常任委員会 委員長 山本  徹 

（提出の理由） 

医師、看護師、介護職員など夜勤交替制労働者の労働環境を改善すること。安全・安心の医療、

介護を実現するため、医師、看護師、介護職員等を大幅に増員することを国に求めるため、意見

書を提出するものである。 

 

（別紙） 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書 

厚生労働省は「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について（５局長通知）」や「医師、

看護職員、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため『医療分野の

雇用の質』の向上のための取組について（６局長通知）」の中で医療従事者の勤務環境の改善のた

めの取組を促進してきました。また、医療提供体制改革の中でも医療スタッフの勤務環境改善が

議論され、都道府県に対して当該事項に関わるワンストップの相談支援体制（医療勤務環境改善

支援センター）を構築し、各医療機関が具体的な勤務環境改善を進めるために支援するよう求め、

予算化しています。 

しかし、日本医療労働組合連合会が２０１３年度に実施した「看護職員の労働実態調査」（回答

数３万２，３７２人）では、「慢性疲労」（７３．６％）、「仕事をやめたい」（７５．２％）という

看護職員の実態や、医療の提供についても「十分な看護ができていない」（５７．５％）、「ミスや

ニアミスを起こしたことがある」（８５．４％）という事態に陥っており、これらの状況が前回の

調査（２００９年）から改善されていないことも明らかになっています。 
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 政府は、「医療機能の再編」によって医療提供体制を改善しようとしていますが、勤務環境の改

善なしに医療提供体制の改善はあり得ません。２０１５年度には新たな看護職員需給見通しが策

定されましたが、単なる数値目標とするのではなく、看護職員等の具体的な勤務環境の改善を可

能にする増員計画とし、そのための看護職員確保策を講じていく必要があります。安全・安心の

医療・介護を実現するためにも、医療従事者の勤務環境の改善を実効性のあるものにし、医療提

供体制を充実していくことが求められています。 

よって、国においては、下記の事項を実現されるよう強く求めます。 

 記 

１ 看護職員など夜勤交替制労働者の労働時間を「１日８時間、週３２時間以内、勤務間隔１２

時間以上」とし、労働環境を改善すること。 

２ 医師・看護師・介護職員などを大幅にふやすこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２９年３月１７日 

愛媛県内子町議会 

 


