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平成２９年６月第９１回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２９年６月８日（木） 

○開会年月日   平成２９年６月８日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 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  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第７号） 

平成２９年６月８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 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第５まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） ただ今から、平成２９年６月第９１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、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（山本徹君） 「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、向井一富議員。４番、久保美博議員を指

名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（山本徹君） 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５月３０日開催の議会運営委員会において協議され、本日か

ら１６日までの９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（山本徹君） 異議なしと認めます。 

従って、会期は、本日から６月１６日までの９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 7号のとおりであります。 

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（山本徹君） 日程第３ 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 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（山本徹君） 日程第４ 「招集あいさつ及び行政報告」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（山本徹君） 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６月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ
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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、 報告が２件、条例の一部改正が３

件、指定管理５件、補正予算２件、諮問２件の合計１４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。さて、６月に入り、衣替えの季節を迎えました。道行く子どもたちの制服も

夏服になり、涼しげな装いが目につくようになりました。環境省が推進するクールビズも最近で

はすっかり定着した感があり、軽装で仕事ができることは喜ばしいことだと感じております。町

内では田植えが行われ、今年も美しく輝く水田の様子がみられるようになりました。また、アユ

漁が解禁され、小田川には多くの愛好者が訪れています。地域が生き生きと躍動する季節を迎え

たことを実感します。しかしその一方で、土砂災害等に気をつけなければならない季節になりま

した。災害が起こらないことを祈りつつ、万一の際には迅速に対処できるよう日頃から防災意識

を徹底し、準備を怠らないよう配慮したいと思います。それでは、早速当面いたしております事

務事業等についてご報告申し上げます。ご報告いたします内容は、平成２９年度６月補正予算の

骨格について、平成２８年度農林生産物販売実績について、内子バイオマス発電所について、第

２５回環境自治体会議しほろ会議について、最後に「広報うちこ」全国広報コンクール入選につ

いてでございます。 

それでは最初に、平成２９年度６月補正予算の骨格についてご報告致します。平成２９年度６

月補正予算につきましては、一般会計で、歳入歳出それぞれ７億３,８７０万円を追加し、歳入歳

出総額１０２億５,８７０万円を計上しています。これは、前年同期の予算額と比較し、６．５％

の減額となっております。 詳細につきましては、後ほどご説明いたしますが、主だったものとい

たしましては、子育て応援事業がございます。本年度、愛媛県の子育て支援として「愛媛県愛え

顔がおの子育て応援事業」が創設されました。 この事業は、平成２９年４月１日以降に生まれた

第２子以降の子の保護者に対して、一人５０，０００円の紙おむつ購入に係る経済的支援を行い、

多子世帯の子育てを応援するとともに、子育てにやさしい愛媛県をアピールし、ひいては出生率

の向上につなげるという事業でございます。併せて県内企業の製品を在住の市町内の登録店舗で

購入する仕組みとすることで、地域経済の活性化の一助とするものでございます。内子町でもこ

の事業を活用し、本年８月の県事業の開始時期に合わせて、事業を開始したいと考えているとこ

ろでございます。また、県の事業にあわせて、町単独事業として「うちこ子育て応援事業」の実

施を計画しております。この事業は、平成２９年４月１日以降に生まれたすべての子を対象に、

育児に必要な用品の購入に使用できる一人３６，０００円の子育て応援券を交付するものでござ

います。紙おむつや粉ミルク、ベビー服などを幅広く購入できる商品券として、子育てにご活用

いただくことで、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育てしやすい環境の充実を図るものでご

ざいます。対象を第１子からとし、紙おむつ購入に限定しないことで、県の事業を補完し、充実

させることができ、より使い勝手のよい子育て支援になると考えております。 その他、１１人槽

以上の合併処理浄化槽設置にかかる補助金の創設、町道・林道整備事業、農道改良事業、まちづ

くり支援事業、公営住宅改修事業、運動公園整備事業、防災施設整備事業等を実施し、その財源

は、国県支出金や地方債などを充てながら、不足する部分については公共施設整備基金から４，

５７０万円、財政調整基金から４，１０３万１，０００円の繰り入れを予定しております。次に、
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平成２８年度農林生産物販売の実績についてご報告いたします。平成２８年度の農林生産物販売

実績額は、前年度比２％増の３２億５，２００万円でございました。品目でみますと、葉たばこ

や養豚、酪農が減少した一方で、栗、ブドウ、椎茸、木材、柿が増加いたしました。特産品の柿

につきましては、天候不順による病害の発生により生産量が減少いたしましたが、単価高で販売

されたためほぼ前年度並みの４億２，４００万円の販売実績となりました。町では、農業用施設

への補助や有望品種への改植事業等により農産物の品質向上を図るとともに、内子産品の販路開

拓や担い手の育成確保等の施策により、今後も攻めの農業を推進してまいります。次に、内子バ

イオマス発電所についてご報告いたします。 内子町は、平成１９年にバイオマスタウン構想を策

定し、木質ペレットストーブ導入事業を展開するなど、早くから木質バイオマス資源の有効利活

用を進めてきております。また「内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、林業六次

産業化を掲げ、町面積の約８割を占める森林資源を活用すべく積極的に取り組みを行っておりま

す。 昨年８月に、兵庫県神戸市に本社を置く株式会社洸陽電機から「バイオマス発電所」の計画

について提案があり、関係する機関や企業等と協議を進めてまいりましたが、このたび計画がま

とまり、先日５月１７日に事業着手の記者発表が行われたところでございます。本事業の内容で

すが、間伐材を原料に発電を行うものです。原料となる間伐材は、年間約１万１，５００トンを

内子町森林組合をはじめとする地元林業関係者が搬出し、有限会社内藤鋼業により木質ペレット

に加工されます。そのペレットを燃料に発電するものでございます。 発電所は、小田原木市場内

に設置され、発電規模１，１１５キロワット、一般家庭約２，５００世帯分の電力消費量に相当

する年間約８１１万キロワットを送電し、四国電力株式会社に全量売電する方向で調整中でござ

います。内子町にとりましては、間伐材の価格向上につながり、ペレット生産業者を含めた雇用

の安定にもつながることから、今後の林業の活性化に寄与するものと期待しているところでござ

います。 

次に、環境自治体会議しほろ会議についてご報告いたします。 ５月２５日、２６日の２日間、

第２５回環境自治体会議しほろ会議が北海道士幌町で、全国から集った３５０人を超える参加者

のもと開催されました。内子町からは、私を含め町民、職員合わせて１０名が参加いたしました。 

今回のテーマは、「生産地と消費地の連携による、持続可能な地域づくり」で、農林業をベースと

した人づくりやエネルギーの循環に関する実践例が紹介され、各自治体や団体が抱える課題の解

決に向けて議論が交わされました。 また、今回で２５回目を迎えることから、四半世紀にわたる

自治体での取り組みと環境自治体会議との関わりについて報告があり、環境政策の幅の広さや奥

深さ、また環境自治体会議が果たしてきた役割などが議論され、自治体として環境へ取り組む意

義深さが再確認できたのではないかと感じています。 なお、全国大会の前日に行われました総会

において、私が副代表幹事に選出されました。今後は、微力ながら更なる組織の充実を図るとと

もに、これまで積み重ねてきた成果を共有し、課題解決に向けて、住民、企業、行政が連携して

環境保全や持続可能な地域づくりに取り組んでいく環境を整えたいと思います。最後に、広報う

ちこの全国広報コンクール入選についてご報告致します。広報うちこは、昨年の「全国広報コン

クール」において広報写真部門（一枚写真）で特選、総務大臣賞、また、広報紙部門（町村部）

で入選３席に選ばれ、読売新聞社賞を受賞したところでございますが、それに引き続き今年度も

２０１６年１２月号が広報紙部門（町村部）で入選２席に選ばれました。担当する職員の努力を
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称えるとともに、毎号隅々まで目を通し、意見を寄せていただく広報モニターの皆さんをはじめ、

取材等にご協力いただいた皆さまに感謝したいと思います。 今回の特集は「町並み保存」がテー

マでしたが、その重要性について、多様な意見があることを前提に、自然に構成されている点や、

住民の保存にかける様々な情報を丁寧に取材し、紙面が編集されている点などが評価され、「地域

が一丸となって進めているという好印象が残った」との講評がありました。また、全体として紙

面に数多くの住民が登場しており、広報紙のコンセプトである「ふるさとの香りがする広報紙」

が、紙面全体を通して感じることができると評価されました。 今後も、ふるさとの香りを大事に、

質の高い広報紙が維持できるよう努力したいと思います。以上、５件の事柄についてご報告申し

上げましたが、将来にわたって住み続けることができる内子町をつくるため、今後も地域の魅力

を活かしたまちづくりを町民の皆さまと共に行って参りますので、引き続き議員各位のご指導と

ご協力をお願い申し上げまして、招集のご挨拶といたします。よろしくお願いします。 

○議長（山本徹君） 以上で、「召集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 

  日程第 ５ 一般質問 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 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。議事整理の都合もありますので、通告者以外の関連

質問はご遠慮願います。質問通告者は、５名であります。それでは受付順に、質問を許します。 

 最初に、森永和夫議員の発言を許します。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○５番（森永和夫君） それでは、６月議会に当たり通告に従い質問を致します。私は、この４

年間、内子を元気にしたい、町民の皆さまの負託に応え、議員としての役割を果たしたい、その

ためにはどうあるべきかを自分に問いかけながら、私なりにやってきたつもりであります。そし

て、今、二期目の議員として初心に帰り、さらに頑張らねばとの思いでこの場に立っています。

さて、これまでの４年間で、内子町議会も大きく変わりました。常任委員会の再編、予算決算常

任委員会の設置、各委員会での慎重審議、そして、議会改革の集大成とも言える、議会基本条例

の制定など、議会改革が進められてきました。議会改革特別委員会の一員として充実した４年間

であったと感じています。この議会基本条例ですが、前文で、自己研鑽と資質の向上に努め、政

策立案や政策提言を行うこと。町民への積極的な情報公開を率先して行い、より開かれた議会を

実現し、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闊達な討議を重ね、常

に、執行機関と対等で緊張ある関係を維持し、説明責任を果たす必要があること。そして、この

条例を指針に、議会活動を広く展開し、町民に信頼される議会を築くため、この条例を制定する

と書かれています。第１条で、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
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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

とを目的としています。そして、議会及び議員の活動原則、町民と議会との関係、議会と町長等

との関係など、議会や議員はどうあるべきか、またどうすべきかが具体的に明記され、これを議

会における最高規範と位置付けています。いわば、町民の皆さんに対し、「我々議員・議会は活動

規範としてこうやりますよ」という約束をしたことになります。私は、町民の皆さんの税金が内

子町のため、町民の福祉の向上のため適正に使われているか、行政をチェックするのが議員の役

割であり、その議員をチェックするのが町民の皆様の役割と考えます。町民の皆様には、ぜひ、

これまで以上に議員・議会の活動に関心を持っていただき、また、期待をしていただきたいと思

います。さて、議会基本条例第４章にある、議会と町長等との関係の中では、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、町政を推進することなどを定めています。元鳥取県

知事の片山善博さんが知事に就任した直後の県議会で、「議会に提案した案件が、県民の意思とか

け離れたものであれば、ためらうことなく修正を加えてください。また、提案しない案件も、県

民の意向を踏まえ必要があれば議員の発議により条例の制定などに取り組んでいただくことを望

みます。これらのことでの遠慮は無用です。それが、そもそも地方自治制度が想定している議会

本来の姿です。県政にずれがあれば執行部の責任であり、同時に議会の責任です。私は、県民の

代表として県民の為の県政を実現するために全力を尽くします。議員各位も、同じく県民の代表

として県民の総意を県政に反映させるべく、積極果敢な議会活動を展開されることを切望します。」

と挨拶されたそうです。まさに、内子町議会が制定した議会基本条例の理念、議会と執行機関と

の関係を端的に表している素晴らしい挨拶だと思います。稲本町長にとって、町長と議会との関

係、また、議会の役割をどうあるべきと思われるか、ご所見を伺います。 

 次に、平成２６年６月議会、３年前になりますが、龍王公園について質問致しました。梅園や

藤棚の管理など龍王公園をどう管理していくのか、今後の取り組みについての質問でした。その

時の答弁では、「梅の木や藤棚の管理は、町内の造園業者やシルバー人材センターに委託をして維

持管理に努めている。特に、梅園については平成２１年から剪定・肥料散布及び補植等重点的に

実施し、以前よりは多くの花が咲いている。藤棚についても、前年度より剪定・施肥等を行い、

龍王公園が来訪者の交流の場になるよう、計画的に管理をしている。また、２６年度に、国の社

会資本整備総合交付金事業である都市公園施設の長寿命化計画の作成に入っており、その結果を

もとに修繕等の対応を考えて行きたい。」とのことでした。さて、あれから３年が経過しました。

梅の剪定やベンチの修繕はある程度進んでいるようですが、残念ながら、藤棚はまだまだのよう

です。平成２９年度の当初予算には、龍王公園などの管理委託料・遊具点検委託として、３８６

万５，０００円が計上されています。限られた予算の中で整備をするというのは大変だと思いま

す。しかし、この龍王公園は、旧内子、五十崎が一望でき、２月には梅、４月には桜、５月には

ツツジ、そして、３３８ｍを誇る藤棚、秋には紅葉と、四季折々の花を楽しめる素晴らしい公園

です。稲本町長が進めるふるさと教育の観点からも子供たちの心に残る公園として、また訪れる

人たちに、また来たいと思ってもらえるような公園として整備すべきと考えます。平成２６年度

に都市公園施設の長寿命化計画の作成に入ったということですが、龍王公園の梅園・藤棚の修繕
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等の対応はどうなったのか、また、今後の管理、取り組みについて伺います。この龍王公園は、

四季折々に多くの人が訪れる憩いの場所です。しかし、内子町の観光サイトを見ると、この龍王

公園については、八重桜の見どころとして一部紹介されているだけです。龍王公園は、観光行政

の中でどのような位置づけをされているのか伺います。 

次に、オーベルジュ内子ですが、平成２６年６月の質問に対し、「レストランとの連携、フィッ

トネスＲｙｕｏｗの相互協力によって、宿泊客の取り込みが図られている。また、県外だけでな

く、海外からの客獲得には大手旅行業者との提携を図るなど工夫をこらしながら、宿泊稼働率５

７％を目標に取り組んでいる。」とのことでしたが、先日いただいた資料を見ると、全く改善され

ていないようです。稼働率は、２６年度が３８％、２７年度が５０％、２８年度が４９％、レス

トランの利用者数を見ると、激減しています。これで、事業としてやっていけるのか、当初の計

画である増築も含めなかなか厳しい状態にあると考えます。このオーベルジュ内子の現状をどう

みられているか、また、今後の取り組み及び改善策について伺います。 

最後に、町長の公約の一つである町産品の販路拡大について伺います。これまでにも何度かこ

の問題を取り上げてきました。今年度も３６３万８，０００円が予算計上されています。私は、

内子の産品の販路拡大の推進には大賛成です。しかし、これまでも指摘してきたように、売り上

げの目標を設定するなど、しっかりとした販売戦略を立て取り組み、結果を出すことが大切と考

えます。豊島区主催のイベントへの出店など東京・大阪での計画がありますが、今年度の取り組

みについて、これまでと同じやり方をされるのか、あるいは、新たな販売戦略を立て取り組まれ

るのか伺います。以上で、総括質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 森永議員のご質問にまず私の方からお答えをさせていただきます。私の

方からは議会基本条例が制定され、町長と議会との関係、また議会の役割をどう考えるか受け止

めるかというふうに思っております。今さら申し上げるまでもなく、町議会は町民の皆さんから

直接選挙で選ばれた議員で構成されております議決機関でございます。町長も同じように町民か

ら直接選挙で選ばれ、議決等を経て執行していく、いわゆる二元代表制で、これが現行の地方自

治制度であるということでございます。従いまして、執行機関と議会が均衡を保ち、時には緊張

感を保ち、またそれぞれの役割を尊重し合いながら、切磋琢磨して町民の皆さん方の付託に応え

ていく、これが町長と議会の関係であろうというふうに理解しているところでございます。また、

議会の役割でございますけれども、内子町議会基本条例、森永議員のご質問の中にもありました

ように議会についての基本的な事項、また機能、また議員のあるいは議会の活動などについての

原則、在り様、そういったものを明文化されたものというふうに理解しておりまして、具体的な

事柄につきましては、現行、地方自治制度の中で謳いこまれておりまして、執行機関と議会との

関係につきましては、この法律の中で謳いこまれている。また、議会の組織であったり、権限で

あったり、そういったものについてもこの法律の中に謳いこまれている。これに基づきまして、

適切に具体的な現場では対処していくということにあいなろうかというふうに思っております。
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後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。よろしくお願いいたし

ます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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） 私の方からは龍王公園の管理について、オーベルジュ内子

について、ご答弁をさせていただきます。まず、龍王公園の管理でございます。都市公園の長寿

命化計画につきましては、平成２６年度に作成しており、この計画の中で、緊急度の高いものか

ら計画的に改築・更新・修繕等を実施しております。龍王公園の梅園につきましては、一昨年度

から、毎年４月に剪定と施肥を施した結果、少しずつ、回復しつつあります。今後も引き続き、

梅園の維持・管理に努めたいと考えております。藤棚については、まず、藤を支える藤棚ですが、

設置されてから３７年が経過しており、腐食して危険な個所も目立ってきております。昨年度、

緊急を要する箇所は修繕致しましたが、全体的な改修が必要な状況にあります。さらに肝心の藤

の木でございますが、現在、幹の痛みもみられ花つきも悪くなってきております。専門家の見立

てでは、現在植えられている藤の木の再生は困難で、再生するためには植え替えるか、土壌改良

など、何らかの対策が必要な状況となってきております。今後、龍王公園の長寿命化を実施する

中で、藤棚の維持修繕等につきましては、よく検討していきたいと考えております。 

続きまして、オーベルジュ内子についてお答えいたします。オーベルジュ内子については、そ

のサービスの質の高さにおいて、龍王公園全体の印象向上もさることながら、手仕事の会の会員

による商品であります、和紙やろうそく等の販売や、内子町産の食材をふんだんに使用した料理

の提供などにより、内子町のイメージアップの向上につながっている他、町民の雇用などを含め、

産業振興の面からも寄与していただいていると考えております。オーベルジュ内子の経営状況に

ついては、宿泊の稼働率なども格段によくなっているとは言えませんが、近年、稼働率も安定し

てきていおりまして、宿泊を楽しみにされている方もおられるようでございます。さらに稼働率

を上昇させるよう、経営努力が図られることを望んでおります。今後、町と致しましても、龍王

公園全体のイメージアップを図ることで集客機能を強化させるとともに、観光客へのＰＲを図っ

ていきたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 私の方からは、龍王公園は観光行政の中でどのような位

置づけをされているかということについてお答えさせていただきます。平成２６年度６月議会に

おいて、龍王公園の位置づけについてご質問され、その時の答弁として、「龍王再開発事業は、新

町建設計画のシンボル事業として、町民の健康増進、産業振興、交流促進を目的に計画されたも

のであり、龍王公園が子どもから高齢者まで多くの町民が集う憩いの場所、内子町を訪れた観光

客との交流及び町民の健康増進につなげていく都市公園として、地域の活性化・福祉の増進・交

流の促進を進めております。」と答弁されています。また、平成２６年１２月発行の内子町観光資

源調査及び戦略では、地元が選ぶ観光素材調査として、龍王の砦、龍王公園、オーべルジュ内子
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があげられています。さらに、観光戦略に取り上げられている龍王公園は、「荒れている状況を改

善、メンテナンスを実施し、花を植えるなどして集客の拠点とすべき施設である。」とされていま

す。具体的施策は、龍王公園を「龍王四季の詩公園」とする構想で、長期的に花のリゾート拠点

と位置づけ、四季を通してさまざまな花が咲き誇る場所としています。園芸の好きな人々のネッ

トワーク作り、花を育てる人々を募ってその環境とプログラムを作ることを目標といたしており

ます。これを受け、平成２７年２月、龍王公園を管理いたしております、建設デザイン課に構想

実現のために園芸アドバイザーをお引き合わせし、植栽の状況視察、剪定や施肥などのアドバイ

スなども受けております。今後、建設デザイン課など関係各課と連携し、町民の皆様から親しま

れる、そして観光客の皆様との交流の場となる都市公園となるよう進めてまいりたいと考えてい

ます。以上、答弁とさせて頂きます。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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） 私の方からは、販路拡大についてお答えを致します。平成２２

年度より内子ファン拡大と販路拡大を目指すため、豊島区巣鴨での内子フェアを含め、東京・大

阪でのイベント出店をこれまで４０回実施して参りました。今年度におきましては、豊島区との

更なる交流を継続するため、豊島区のイベントへ３回、新橋にある愛媛のアンテナショップ、旬

彩館、大阪では、阪急うめだ店、ダイキなんば店等へ８回出店を計画しております。新たな取り

組みとしましては、豊島区の後援を頂き、豊島区の生涯学習施設において、内子の食文化を通じ

たカルチャースクールを兼ねたイベントを７月から１１月にかけて５回シリーズで計画をしてお

ります。このイベントは、これまでの豊島区との交流がきっかけで実現できるものであり、より

顔の見える関係を築き、更なる内子ファンの獲得と販路拡大を目指し、内子を訪れる契機となる

ことを目的としております。また、新たな販路先として既に取引を行っている銀座にある居酒屋

において、内子まるごとフェアと銘打って内子町産品を使った料理等の提供を、７月と９月の２

回計画しており、新たな内子ファンの確保と販路拡大を図りたいと考えております。観光物産展

の売上は年々増加しておりますが、更にターゲットを明確にし、内子町の食の魅力を発信するセ

ミナーやイベントを通じて内子ファンの獲得と販路拡大に努めて参りたいと考えております。更

なる販路拡大を図る戦略としても、３年前からは、事業者自ら積極的に商談会等への参加を図る

きっかけづくりとして、出展料や旅費などの経費を一部補助する、町産品販路開拓支援事業補助

金を創設しております。これまでの観光物産展において、各事業者の販売スキルも高くなってき

ており、町が補助エンジンの役割を担うことで、事業者が主体的に販路拡大を図れるよう支援し

て参りたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） まず、最初に稲本町長に質問致しました。私あえてこの質問したのは、

今回基本条例ができました。そのことを町民の皆様方にも改めてご理解いただきたいということ

がありました。やはり我々議員は、町民の皆様方の意見を行政に反映させるという役割がありま

す。そうすると、やはり時には行政にブレーキをかけたりとか、注文をつけたりするようなこと
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にもなります。やっぱりそれが議員の役割だと思っております。そして先ほど片山前鳥取県知事

の言葉も引用致しましたが、そういった議会の本来の役割というものを先ほど言いましたように

町民の皆さん方にもご理解をいただきたいということがありました。そこでですね、一つだけ再

質問させていただきたいんですけれども、先ほどの片山さんの言葉の中に、例えば議会に提案し

た案件が県民の意志とかけ離れたものであればためらうことなく修正を加えて下さい。そして提

案しない案件も県民の意向を踏まえ、必要があれば議員の発議により条例の制定などに取り組ん

でいただくことをのぞみますという言葉がありますが、そういった考え方は町長にもおありにな

るということでよろしいでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） その片山前知事さんの発言は私は存じておりませんけれども、私、町長

側として執行部として様々な議案等々を提案した場合に慎重審議していただいてですね、一定の

方向性を今までも出していただいているというふうに思っておりますので、それはそれでそうい

うプロセスというのは大事にして行けばいいんじゃないかなというふうに私は思っております。

以上でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） それでは続いてですね、龍王公園についての質問についての再質問を致

します。今、建設デザイン課長、答弁されましたけど、だいたい３年前の答弁とだいたい同じよ

うな内容になっております。私は現実に龍王公園を見た時にですね、梅園の剪定はたしかにされ

ています。花もだんだん咲いてきております。ただ、今行ってみるとですね、梅園の中は雑草で

荒れ放題です。そして私があがるとたまたまよそから来られたお二人ずれがいらっしゃいました

けれども、その方があの状況をみてですね、梅の咲いている時に来たいねと思われるかを考えた

時にですね、やはり都市公園としての管理をするということはいつ誰が来られても気持ちのいい

環境、これすごいねとじゃあ今度梅の咲く頃に来てみたいなと。藤が咲くころに来てみたいなと

思えるような環境にすることが、私は大切だということを以前から申し上げているつもりなんで

すけど、そういった今の状態は草刈に限定した話ではないんですけれども、今いうようにいつ誰

がきてもちゃんとした管理をされているという状態にはされないんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） たしかに、議員のご指摘のとおり、年１回の草刈程度では

梅園の管理が十分に行き届かないということはあるかとは思いますが、限られた予算の中でなる

べくそういう状況が起きないようにですね、管理の方は徹底していきたいなというふうな考えは

持っておりますので、よろしくお願いします。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 藤棚については、今後検討するというような答弁ですけれども、スピー

ド感もってやはり思いきった改善というかをされることをですね、私は要望を強くしたいと思い
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ます。ぜひ、具体的に検討するんじゃなくて、しますというご答弁はいただけないでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 都市公園の長寿命化計画ということで今進めておりますが、

内子運動公園がだいたい終わってきたということで来年度から龍王公園の方をやりたいなという

ふうに考えておりますので、本年度中にですね、方向性は出してどういう方向にするかというふ

うには検討して参りたいと思いますので、ご理解いただいたらと思います。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） それでは続いてですね、産業振興課長の答弁について再質問を致します。

先程、内子町観光資源調査及び戦略といったような中で、龍王四季の詩公園構想ですか、そうい

ったことを言われましたが、これは町として取り組むという認識でよろしいんでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） こちらは２６年当時にですね、県の新ふるさと整備事業

の補助金をいただいて計画したものですから、今後これに沿って進めて参りたいと考えておりま

す。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 観光地としての位置付けもしておるということなんですけど、先ほど、

総括質問の中でも言いましたが、ホームページにもですね、桜の八重桜の紹介がしてあるだけで、

龍王公園のことは観光のホームページみてもですね、ほとんど出ていないんですよ。そういうや

っぱし情報を発信するということがこれまでも私、いろんなことで情報発信ということは言って

まいりましたけれども、ぜひですね、龍王公園も含めてもっともっと情報発信に工夫を凝らして

ですね、やっていただきたいと思いますが、その辺の情報発信の考え方についてはいかがでしょ

うか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） ビジターセンター、観光協会とも協議しながら進めて参

りたいと考えております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） この龍王公園の質問をして今、建設デザイン課長と産業振興課長の方か

らそれぞれ答弁があったわけですけれども、先ほどの建設デザイン課とも連携をしながら、進め

ていきたいというふうなことですので、町長、ぜひですね、この龍王公園を内子町のシンボルと

しての位置付けを町長の方針としてしっかりと出していただいて、そのことによって建設デザイ

ン課も産業振興課も連携をして動きやすくなると思うんですが、町長の考えを一つお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） いろんなあそこの場所の施設を整備する場合に国、県等の補助事業等を

いただく場合に、あそこは都市公園の位置付けをしているものですからですね、そういうルート

の中で補助金をいただくということがあったと思いますけれども、これは都市公園と同時に町民

の大事な観光的なあるいは文化的な歴史的な財産でもあるわけでございますから、観光資源とし

ても大勢の皆さんが来られるように四季折々の顔が見れるようなきちんと整備して、さらにいい

ものにしていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） それでは、オーベルジュのことについて再質問致します。これオーベル

ジュ安定した稼働状況と言うのは答弁ありましたけれども、私から見るとですね、この５０％を

越えない稼働率というのは、いかがなものかと思いますし、事業として本当に成り立つのかとい

う危惧もしています。また、レストランなんですけれども、レストランの利用者が２７年度の途

中からそれまでは４，０００人台をキープしておったんですが、２７年度に２，０８９人、そし

て２８年度はこれ宿泊客以外のレストラン利用者という数字ですけれども、１１４人。一年間に

１１４人の利用者。年間平均すると、０．３人ですよね。そして、宿泊者が今いう、５０％、４

８％、４９％ですから、これがだいたい年間単純に平均すると、１日５人。そうすると１日５．

３人の利用のためのレストランです。そういったことでやっていけるのかということを私は本当

に心配をするわけですけれども、このレストランの客数が減った原因を把握されているのかどう

かお聞きします。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） レストランの利用人数はですね、当初は全体で１万人を越

えた年もございましたが、平成２７年度の１０月からレストランは閉鎖を致しました。と言うの

は、一般客向けの閉鎖でございまして、予約客ですとか、宿泊客の場合は営業しておりますが、

一般の利用を停止したということでございます。利用につきましては、お客さんの数が減ったと

いうことで、なかなか経営もうまくいってないという状況の中で、一般客の営業をやめたという

理解でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） それは、オーベルジュを運営しておるオリエントさんのお考えだろうと

思うんですけど、そうすると、オーベルジュを建設した時の当初の目的ですよね、雇用の確保だ

とか、集客によって内子のＰＲ、内子の売上増につながるといったようなこと。そして地元の農

産物等も食材として使われるというようなことがあるわけですけれども、こういう状況でまず稼

働率がこれだけ低いとなると、雇用の面でも当初の予定と変わってきているんだろうと思います

し、内子産食材の利用についてもですね、１日５．３人の食材ということは当初の予定していた

数字と大きく変わってくるだろうと思うんです。このことをですね、行政としてどうオリエント

ホテルに対して改善を求められておるのか。オリエントホテルに任せていることだから、口出し
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しないのか、その辺についてはいかがでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 職員さん、雇用の面から申しますと、計画とは離れておる

とはあんまり思ってないんですが、今、１５名ほど働いておられまして、内子町出身の方も１０

名程おられるようでございます。全体の稼働率５０％、たしかにそれが安定しているといっても

高い状態ではないのは確かでございまして、目標は６０％くらいにしたいなということで経営を

されております。そういう状況をオリエントホテルさんとも、内子町とも、どういうふうにした

らいいかなというのは事業計画を出していただきながら、計画の見直し等をやっている状況でご

ざいましてなるべく稼働率があがるように、努力はしていただけるというふうに思っております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） これ営業開始、当初はですね、営業開始からビラ３棟、その後２棟、合

計最終的には１７室を目標とされておりましたが、こうした増築の関係にもこれ影響しておると

思うんですよ。当然、今１７室の施設がですね、できておる状態が当初の予定だったと思うんで

すけれども、それがいまだに実現されていない。そして、今後の実現の見通し、目処はたってい

るんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 当初の計画では議員のご指摘のとおりでございますが、今、

オリエントさんで建てられたのは、１棟のみということでございまして、あと計画のビラ２棟の

増設等々についてはまだ出来てないような状況でございます。これについて、２７年度の指定管

理の議案の中でもご質問があったかとは思いますが、この時には地震の影響でなかなか建てられ

ないという答弁だったかとは思いますが、その後オリエントホテルさんとも協議は致しましたが、

なかなか上向いた営業にはなっていないということで、現在建っておりませんが、当初の計画で

ございますので、なるべくそれに沿うよう、していただきたいなということで協議はしておると

ころでございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 私はですね、この質問２回目なんですけど、なんとかオーベルジュの集

客力アップをですねはかって、そのことで当初の目的を達成することが内子町のためになる、そ

のためにはどうしたらいいかということを考えながら質問しているんですけど、前回の質問でも

オーベルジュ土佐山のことも私出しました。町長の方も土佐山については予約が取れないような

状況だというようなことも言われました。そうするとオーベルジュ土佐山と、このオーベルジュ

内子と同じ経営者であります。なぜオーベルジュ土佐山は人気があって、内子は稼働率５０％と

いうのは決して高い数字ではない、むしろ低すぎる数字だと思っています。なぜ、どう違うと思

われているのか。なぜ、土佐山と内子と比べてですね、これほど差があるのか、検証されたこと

がありますでしょうか。 
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○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） オーベルジュ土佐山と、オーベルジュ内子の違いとかそう

いう原因究明まではまだしたことはございません。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） やはりその辺をしっかりと検証をしてですね、じゃあどうすればオーベ

ルジュ内子に人が来てもられるかというためにも必要だと思いますので、その辺の検証をしっか

りとしていただきたいと思います。これまでの答弁見るとですね、大手旅行業者との連携で海外

からも客を獲得するとかいろんなことを言われております。しかしそれが何一つ実現していない

のが現状です。私は一人でも多くの方がオーベルジュ内子に来ていただけるような対策を今後と

っていただくことを要望してこの質問は終わります。 

 最後の販売戦略についての質問なんですけど、先日、愛媛新聞にですね、県の営業本部ですか

の、すご味、すご物、すご技といった担当係長の３人の記事が載っておりました。その中ですね、

すご味係長の斎藤さんという方が言われておるのがですね、営業活動やデータベースなどの整備

などバイヤー向けに進めてきたが一般消費者への宣伝にも力を入れたい。これまでにも全国の百

貨店や駅などでフェアをおこなってきたが、開催だけではその場限りになってしまします。この

商品はここで買えるといった店舗の提案や注文をつくる仕組み作りを進めたいといったようなこ

とを言われております。県は実際に知事が商社マン出身ということで、本当に営業に力を入れら

れて着実に実績をあげられています。そして、内子町も県と連携しながらとかですね、伊予銀と

地域経済の持続的な発展に向けた連携協定を締結したりとかですね、いろんなことをやって来ら

れましたが、そういった伊予銀との連携や、愛媛県の営業本部との連携などでの成果はでている

んでしょうか。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） ご質問についてお答えを致します。まず、物産展につきまして

主に事業者１２社が参加をいただいているところなんですけど、聞き取りをして２８年度のです

ね、物産展を契機にして取引が始まった関係の売り上げを聞き取りを致しましたら、首都圏、関

西圏、海外含めまして約１億２，１００万程度の売り上げがございました。また２７年から２８

年度の１年間でですね、首都圏で７．６％、関西圏で２２％、海外では４８％ということで、着

実に成果が伸びてきているというふうなことでございます。１回だけの物産展で物販だけという

ふうなことではなくてですね、その物産展を契機にまたバイヤー等のいろんな接点と言いましょ

うか、営業活動の一貫として事業者の方も使われるようになってきておりますので、町としては

引き続き、多方面に支援をしていきたいと考えておりますので、ご理解の方、よろしくお願いし

ます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 私は先ほども言いましたけど、内子の町産物を外に売って行くというこ
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とには大いに賛成をしております。やはりやる以上は、結果を出すということが大事だと思って

おります。そのためには目標設定をしてですね、やること。当然、されていると思いますけれど

も、それと私は思うのは民間でしたらですね、どうしてもやらなきゃいけないんです。目標を立

てて成果を出すということは。ただ、行政がやる場合にですね、町のＰＲということも大事だと

思っています。しかし、最終的にはやはり税金を使って活動をするわけですから、それにあった

効果、結果をいうものを出していただきたいということを私は強く思っています。そういったこ

とで今後ですね、ぜひフェアだけでなく、あとにつなげるやり方というのも考えていただきたい

と思っています。それでですね、せっかく首都圏でフェアをやる場合にですね、私これまでも何

回か担当の方にはお話をしてきたんですけど、農産物中心の販路拡大というだけでなくて、町内

にはものづくりで頑張っている企業がたくさんあります。例えばホテルのアメニティグッズで全

国にシェアをもつ昭和刷子さんや、機械製作の藤岡製作所さん、加工食品の山彦さんなどその他

にもいろいろと県外でビジネスをされておる企業もたくさんあります。そういった企業のですね、

製品を売るということはなかなか難しいんでしょうけれども、せめて町内企業のＰＲをそういっ

たフェアの場所で会社のパンフレットだとか、ポスターとかも掲示してですね、そういった企業

のＰＲもあわせてすることによって、もしかしたら何かのきっかけで大きなビジネスにつながる

可能性もないとは言えないと思いますし、町内、内子町にはこういう企業もあるんだというＰＲ

にもなりますので、そういう取り組みもしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） それについてはですね。いろいろとご指摘をいただいておると

ころなんですけど、現在物産展につきましては物産と合わせまして、町の観光のパンフレットと

か紹介をしてできるだけ内子にきてほしいというようなこともご紹介をしているところでござい

ます。併せて、町産の特産品、言われたとおり農産加工品とかなんですけど、そういうふうなリ

ーフレットを置いて、お配りをしたりとかいうことをしております。ご質問がありました点につ

きましては、企業向けにつきましては、現在も県主催の愛媛産業立地フェアであるとか、ブラン

チネットワーク等に町長も出ていただいたり、企業さんもブースを設けていろんな商談会にも臨

んでいただいております。それと合わせまして、町が主催するこの首都圏での物産展につきまし

てもどういう資料にしたらいいか、内部で検討致しまして、事業者様のご意見も聞きながらＰＲ

活動に務めていきたいと考えております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 最後にですね、もう一点だけ。せっかく首都圏でそういったフェアをと

おして、農産物の販売やＰＲをするわけですから、その後にできれば生産者に直接注文が来るよ

うなシステムをいうのも必要だと私は思いますが、そういったシステムは今、できているのかど

うか。そのことを最後にお伺いして質問を終わります。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 現在も特に道の駅といいましょうか、からり、せせらぎ、とも
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出店をしていただいておりまして、そちらについても生産者の名前を開示して物販をしてごいま

すし、そちらの道の駅で作られている加工品等もございますから、そちらから注文をいただいた

りというふうなことで一応、顔の見えるような関係をというふうなことで営業をやっております。

当然、引き続きですね、それについては、消費者の方も安心でございますので生産者の方の名前

を開示しながら。また直接連絡がとれるような。また、ホームページとか開設している事業者も

ございますので、そういうものも併せてご紹介していきたいと考えております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 本当に最後です。今、課長答弁されたようなことなんですけれども、そ

の結果の追跡調査をいうのはされていますか。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 先ほどの質問の中でお答えした、２８年度の売り上げの追跡調

査ということで入れてございます。その内の内訳というのは、事業者さんからどの程度農家に注

文がきたかというのは聞いてはございませんが、事業者としての売り上げは、１億２，０００万

程の売上高になっているというふうなことでございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） そうじゃなくて、フェアをした効果としての売り上げです。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 物産展、物販の売り上げは、１，３００万程の売り上げになる

んですけど、それ以降、事業者様が出ていただいて取引が始まったのを合計した分が１億２，０

００万程度になっているということでございます。 

○議長（山本徹君） ここで、暫時休憩します。午前１１時１５分から再開します。 

 

午前１１時０５分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） １１番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 朝、議長に会いますと、新人議員さんも入られるということですので、

あと一般質問もされますと。手本になるような質問をしてくださいと冒頭言われたんですけど、
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期待に添える質問にならないかもしれませんけど、前向きな答弁を期待致しまして質問に入りた

いと思います。 

まず、最初に公共施設のトイレについてでございます。稲本町長は兵庫県出身のシンガーソン

グライターの植村花菜さんの「トイレの神様」という歌をご存じでしょうか。２０１０年にヒッ

トした曲です。「トイレには綺麗な女神様がいるんやで、だから毎日きれいにしたら、女神様みた

いにべっぴんさんになれるんやで」と、おばあちゃんにトイレ掃除が苦手な自分に教えてくれた

思い出を歌った曲であります。町民や来町者が、気持ちよく安心して、どこでもトイレが利用で

きる環境づくりが必要と思うのですが、稲本町長はどのように考えておられるのかが今回の最初

の質問です。中国版のツイッターで、日本の田舎の公衆トイレについて紹介する投稿があったと

いう記事がありました。ちょっと紹介させていただいたらと思います。中国人の投稿者は、日本

を旅行中に日本の田舎にある公衆トイレに入ったところ、そのあまりの清潔さに非常に感銘を受

けたということです。中国の田舎にある公衆トイレの実情をよく知るという投稿者は、「リビング

ではなくトイレを見ればその家がどんな人たちなのかよく分かる。リビングは貧富を代表するが、

トイレは文明度を代表するからだ。公衆トイレを自分の家のようにきれいにするのは、その国の

文明度を示す。」と日本の公衆トイレを高く評価したと書いてありました。確かに、旅行や観光地

へ出かけた場合、素晴らしい町並やきれいな景観がある観光地でも、トイレが不快だと全てが台

無しになってしまいます。少子高齢化が進み、愛媛県やこの内子町にも多くの外国人観光客が増

えることにより、トイレに求められるニーズも一層多様化してくるのではないでしょうか。また、

障がいと関わりのない方でも、突然の怪我や病気、加齢による身体機能の低下や生活習慣病等に

より、障がいを持つことも十分に考えられます。超高齢社会を迎えることとなり、障がいと関わ

る方が増えると思われますが、地域社会で生き生きと暮らしていくためには、外出して人との関

わりを持つのが理想であります。外出を拒む要因のひとつがトイレの環境であり、公共トイレの

バリアフリー化は必須のものではないでしょうか。そこで、内子町内の各公共施設のトイレはど

うでしょうか。多くの公共施設に付随するトイレには、多目的トイレも設置されて障がいのある

方への配慮もできている施設が増えています。しかし、一般のトイレでは、洋式と和式の数をみ

ると和式がほとんどであり、和式から洋式へ順次改修すべきと思うのですが、いかがでしょうか。

洋式便所は「不特定多数の人間の肌が直接触れることから不衛生」「座りっぱなしで居られるので

長時間占有される」という理由で嫌う人もいますが、便座の清掃用の消毒液等を常設すれば、問

題は解決すると思うのですがいかがでしょうか。また、洋式に改修できない場合は、膝の悪い方

や高齢者に優しい手すりの設置をするべきと思うのですがいかがでしょうか。私も２年ほど前に

膝を痛めて和式のトイレに座れず苦労していました。そんな時ですね、からりの和式のトイレに

入ると目の前にはちょうど握りやすい頑丈な手すりがありました。膝の悪い方にとっては、正に

救世主、人に優しいトイレでありました。それこそ、女神様が下りてきた気持ちになりました。

町内の公衆トイレを見て回りますと、多くが和式で手すりが無いのがほとんどであります。手す

りがあればありがたいとは利用される住民の声であります。手すりの設置ならそんなに経費もか

からず、直ぐに取り組める事業ではないのでしょうか。町内には多くの公共施設のトイレや公衆

のトイレがありますが、現状と今後の取組をお伺い致します。 

続いて、内子町学校教育での通学距離補助の考え方について質問します。この質問は、平成１
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８年の６月議会、また平成２２年の６月議会でも私、一般質問をしています。児童・生徒が毎日、

登下校に使っている道路が通学路であると思うのですが、この通学路の安全について質問します。

通学路は誰がどのように決めているのかということです。平成２４年、全国で登下校中の児童生

徒が死傷する事故が相次いだということで、当町においても平成２７年の３月に内子町通学路交

通安全プログラムといった、通学路の安全確保に関する取組の方針が教育委員会より策定されて

います。その中には、大洲土木事務所、大洲警察署、校長会代表者、建設デザイン課、総務課危

機管理班、教育委員会学校教育課がメンバーになられているようです。それによりますと、各学

校での事前点検では、学校・保護者・地域が連携を図り毎年７月から８月にかけて、定期的に安

全点検を行い、対策が必要な箇所があれば、学校が教育委員会に依頼書を提出する事になってい

ます。通学路は、保護者の意見をすり合わせて学校で決めているルートと思うのですが、どんな

基準で決めているのでしょうか。一般にはですね、一番には登下校時間帯の車の交通量はどのく

らいか、交差点に信号機や横断歩道があるか、安全に歩ける歩道はあるか、などの交通安全面だ

と思います。二番目に人通りはあるか、防犯灯や街灯があるか、緊急時に逃げ込める住宅や店な

どがあるか、などの防犯面であります。三番目に、大雨が降ると冠水する場所、道路。崩れそう

な崖などがないか、などの防災面が重要であるかと思われます。義務教育諸学校等の施設費の国

庫負担等に関する法律施行令では、通学距離の規定において「通学距離は、小学校にあってはお

おむね４ｋｍ、中学校にあってはおおむね６ｋｍ以内であること。」と定められていますが、中央

教育審議会初等中等教育分科会小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業部会の会合によ

りますと、文部科学省の学校施設整備指針では、通学路について「交通頻繁な道路、鉄道線路等

との交差を避けるなど、安全な通学経路を確保することができることが重要である。」とされてい

ると謳われています。さて、国道５６号線沿いの歩道を利用して通学している黒内坊地区や、内

子城廻の児童は、歩道はありますが車道と歩道との分離は、黒内坊地区の場合は植樹帯でありま

す。ガードレール等は設置されておりません。城廻地区では、狭い歩道だけがあるだけで大変危

険で、この指針に該当すると私は思うものですがいかがでしょうか。たまたま黒内坊地区で国道

５６号線の車による単独交通事故を間近に目撃した児童は、「歩道を歩くのが怖い。」と興奮して

保護者に話したと言うことであります。保護者の方々も「安心して登下校させられない。」「もし

かして運転ミスで車輌が植樹帯をなぎ倒して通学している歩道に入ってくるケースを考えると心

配である。」と言われておられます。保護者の心配を解消し児童の安全面を考えると、スクールバ

スでの登下校が望まれると思うのですが、教育委員会は保護者からの要望に３ｋｍの距離が満た

ないといった理由で「ノー。」の返事であったと聞きました。また、黒内坊、城廻とはまた別の地

域の話ですが、同じ地区内でありながら若干距離が足らないという理由で、今年入学した小学１

年生が一人で通学しているケースもあり、「どうにか柔軟な対応が出来ないか。」と相談を受けま

したが、教育委員会はやはり「ノー。」の返事でありました。同じ地区で上級生はバスに乗ること

ができ、新１年生がひとりで登校しているようです。今は気候もよく登下校する時間帯も明るい

のですが、冬にはまだ薄暗い７時前に家を出て歩くことになるそうです。確かにどこかで線を引

かねばならないのが法律や条令であります。前の先ほどの質問でも私、自転車の通学補助に対し

てもその線引きに対しての話をしております。この条例は、制定されたのが旧内子町時代であり、

おそらく３０年近くが経過していると思うのですが、その当時に比べると社会の情勢、社会の環
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境、家庭環境や教育の方針や保護者の考え方、地域自治体の感覚や考えも大きく変わっておりま

す。また、道路の改良工事に伴い、通勤形態や交通環境も大きく変わっており、当時に比べて大

幅に児童数も減少していると思います。当時は児童数も多くバスに乗れないといった物理的にも

また財政的にも、通学バスを利用するには諸事情があったと思われるのですが、現在、児童の安

全を１番に考えると、通学費補助金交付要領の３ｋｍを距離の考え方を見直すべきではないでし

ょうか。その時期がきていると私は思うのですが、その考えはないかお尋ねします。同じ学校に

同じ地区から通うのに、町営バスは空いていても乗れる余裕があるのに、若干の距離の違いで新

入生が一人で通学している姿を思い浮かべてみてください。柔軟な考え方ができないか、児童の

安心や安全を教育委員長、教育課、また町長はどのように考えておられるのかお尋ねを致します。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、私の方から公共トイレの状況について、ご回答させていた

だきます。町内の公共施設のトイレにつきましては、確認しております町管理の町内公共施設、

１１３施設のうち、多目的トイレを含んで一つも洋式便器のない施設が１７施設ございます。自

治会館や公衆トイレ等の町直営施設のトイレにつきましては、予算の都合もございますけれども、

可能な範囲で改修に向けて取り組んで参りたいという方針でございます。その際、基本的な考え

と致しましては、新設の際は段差のない、バリアフリーの多目的トイレに。また、改修につきま

しては、段差のある施設も多数ございますので、洋式に改修する際にバリアフリー化も併せて行

いたいと考えてございます。改修につきましては、特に、観光施設それから高齢者を含めて不特

定多数の方が多く訪れる場所を優先的に実施したいと考えておりまして、本年度は観光庁の補助

を利用してふるさとステーションや凧博物館の外トイレ、町並み駐車場のトイレを改修したいと

いうふうに考えてございます。また地域からの要望につきましても、柔軟に対応をして参ります。

また、施設の構造上、面積等の関係で洋式化が難しい施設につきましては、議員ご指摘のように

手すりを設置するなどして、高齢者等への配慮を図って参りたいと思っています。消毒液の常設

につきましてですが、これは管理上の問題も出てこようかと思いますので、まずは日頃の管理が

行き届く、利用者の利用が多い、町有施設等のトイレなどから設置をして、様子を見てはどうか

と考えております。また、集会所等につきましては、今回ご報告させていただいた１１３の施設

には入ってございませんが、集会所につきましてはですね、改修の際、地元負担も必要となって

まいりますので、地元からの要望等がございましたら、ご相談に対応して参りながら、対応出来

るところは対応し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にお願

い致します。以上、私の方からは公共施設のトイレについて答弁をさせていただきました。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） それでは、私の方から通学路関係のご質問にお答えをしたいと思

います。まず、１つ目でございます。国道５６号沿いの通学路は、安全が確保されないのではな
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いかと、されていないのではないかというご質問でございます。それにお答えを致します。黒内

坊からの通学は、国道５６号沿いの歩道を利用して登下校をしております。高速道路内子五十崎

インターの関係で、片側２車線に拡幅され、車道と歩道とが樹木帯で完全に分離されている区間

ではございますが、事故が発生をしております。 ガードレール等の安全柵がなされていない現状

は、ございますが、五十崎小学校から黒内坊の地理的条件を考えますと、現在の通学路としては、

国道沿いの歩道を通るルートしかないと考えております。なお、安全確保につきましては、先ほ

ど議員が申されました、内子町通学路安全対策連絡協議会で定期的に合同点検を実施していると

ころでございますが、国道５６号線を管理している国交省大洲河川国道事務所へガードレール設

置等の安全対策をとっていただくよう、連絡協議会で協議し、要望をしてまいりたいと考えてお

ります。 

それから２点目でございます。児童の安全面からすると、スクールバスでの登校が望まれるが、

通学費補助金交付要領の距離数を３ｋｍから２ｋｍに見直す考えはないかとのご質問でございま

す。現在のところ、小学生につきましては、国や大洲市の補助基準が４ｋｍ以上という中で内子

町におきましては、通学距離３ｋｍ以上という基準を設けさせていただき、通学の補助をさせて

いただいているところでございます。基本的には、この範囲内の児童は、徒歩によっての通学が

可能であるとの判断をさせていただいているところでございます。しかし、児童を取り巻く生活

環境が大きく変化し、また地域により大きく条件が異なる中で、今後は様々な角度から総合的に

通学路問題に関して、協議・検討していかなければならないと考えていますので、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。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 総務課長からは、女神様が降りて来たような答弁でございまして、前

向きに改修をしていくということでございましたので、何も再質問はないとは思うんですけれど

も、その中で先程、観光面から考えるとふるさとステーションというのも入っておりました。私、

盗撮したんではいけんのですが、今回の質問にあたり町内のそういう公衆トイレをちょこちょこ

と女子トイレは覗いてませんが、男子トイレを覗いてみますと、ふるさとステーション、課長ご

存知でしょうか。洋式便所があります。使えません。丸書いてバツで使用禁止となっております。

これはいつ頃の時期でいつ頃把握されたものでしょうか。今回の質問にあわせてみられたのか。

この状況はいつから続いているのか、ちょっとお尋ねします。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） ふるさとステーションのトイレが使えないということはですね、以前

より部下からの報告によってですね、確認はしておりますが、なお、数名の方からですね、例え

ばこの前の凧合戦の時に使えなった不便だったなんとかしてほしいというような苦情も受け賜っ

ておりましてですね、今回町並・地域振興課とも連携をとりながらですね、官公庁の補助事業受

けれる見込みということでですね、まだ採択にはなってございませんが、手をあげて採択に向け

て申請をしたいと考えておりまして、その補助金等も利用して改修をしていきたいと考えており

ます。なお、他のところにも壊れている施設、トイレが何個かございますので、そこもですね、
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早急にたちまちのところは使えることが基本ですので、直して参りたいというふうに考えており

ます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 分かりました。このトイレのことで他いろんな自治センターの方とも

話をしますと、せっかく先ほどの紹介した中で日本人のモラルというものは素晴らしいという外

国人が評価をされているわけですけど、その一方でやはり使用者、利用者のモラルの欠如といい

ますか、たばこを吸いながら水洗の中に流したことによって、その吸殻が溜まって和式のトイレ

だったら流水する管に、いくらでも詰まっていって、流れなくなったので便器を和式の場合は取

り壊さないと分からないと。取り壊して初めてたばこが詰まっていたと。常時利用者は、同じパ

ターンでたばこを吸っていたんではないかというふうに思われているわけですけど、そういった

モラルに対してもですね、内子の住民の方はそういう方はおられないとは思うんですけれども、

やはり誰が利用するのが分からないのが公衆トイレでありますけれども、そういったあらゆるモ

ラルの面もですね、また啓発されるような考えも取り組んでいっていただいたらと思います。あ

とですね、ほとんどのトイレが水洗化にはなっているんですけれども、水洗でない公衆トイレも

あると思うんですけれども、それについては、把握はどのようにされているでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 非水洗のトイレが何箇所あるかということにつきましてはですね、現

在ちょっと把握はきちんとは出来ておりませんが、今回調査をさせていただいた中で、洋式便器

のない施設を調査したところですね、例えば山の中にある農村公園とかはですね、もうほとんど

使われてないような状況のトイレも見受けられました。なので、今回のこともですね、含めて今

後トイレにつきましては年次計画をもってですね、きちんと調査をした上で改修出来るところか

ら改修をして参りたいと考えておりますし、非水洗トイレにつきましてもきちんと把握をしてで

すね、使用状況等もきちんと見定めながら、水洗化していただければならないところにつきまし

ては、そういうふうに対処して参りたいと考えています。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 各自治会がイベント等で開催される時はそういった失礼な言い方です

けど、山の中の方でイベントをされる場合もそういった時にやはり日頃常時利用されないという

のも分かるんですけど、やはりそういったイベントの時に利用してトイレがないということは、

そのイベントの時にあそこに行ってもトイレが不便よねという考えになりますので、お金がかか

ることではございますけれども、前向きに今後検討していくということでございますので、ぜひ

とも対応していただいたらと思います。 

 続きまして、通学路の補助、通学路の考え方についてですけれども、稲葉課長の答弁はどのよ

うに捉えたらいいのか。ちょっと前向きに検討しますというか、柔軟な対応ができますという答

弁で捉えていいのでしょうか。ちょっとあいまいなかったのでもう一度お願いします。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 今の総合的には、今の通学路のこれからの問題、協議していきた

いという発言をさせていただきました。やっぱり地理的な条件もございますが、先ほど申されま

した防犯の面等もございます。交通の面から通学路の実状はどうなのかとか、そこら辺は今後検

討して参りたいと考えております。ただ、現時点では３ｋｍという線引きで今年度はということ

でご理解をいただいたらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） すぐに７月、８月の点検をして早急にそういう通学路の考え方を３ｋ

ｍから２ｋｍにするのは難しいかもしれませんけれども、新入生ですよね、新しく入る新入生は

どのような基準で通学方法、通学ルートは、私が聞いたら学校側から新入生はあなたは徒歩で来

なさいとか、バス通にしなさいというのは、教育委員会か教育課の方から新入生に対してそうい

う指示が学校の方に来るような感じで聞いておるんですけど、そのような判断はどのようにされ

ているのかお尋ね致します。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 今のご質問でございますが、まず教育委員会の方で３ｋｍという

基準を設けまして、それに該当する子どもさんについてはピックアップをしまして、学校に確認

をしております。そのピックアップした児童以外に漏れはないかということで、これも学校へ確

認しておりますので、そのあたりで３ｋｍあるかないかという判断をさせていただいているとこ

ろでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） ならばですね、私も聞いた話ですけど、その時と場所、どういった理

由でかは、私もそこまでは分かりません。ただ学校の記録に残っているところでは、３ｋｍに満

たないバス停で通学をされていたという現実もあるようです。これ長い年月が経っておりますか

ら当時の教育課の教育長さんや教育課長さん、職員、町長も変わられておりますから、誰がどの

ような判断でというのは分かりません。ただ、現実的に３ｋｍに満たないバス停からも通学をさ

れていたバス通をされていたということが残っているというんですけど、ということは、先ほど

私が言いました、柔軟な対応が教育課で出来たものと判断されて行われていたのではないかと思

うのですが、それについてどのように思われますか。教育長でもよろしいです。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 議員言われましたように、過去にどういった経緯があったはちょっと

私の方も、まだ把握しておりませんけれども、基本的に課長が申しましたように小学生について

は３ｋｍという基準をもうけさせていただいて、教育委員会と該当します各学校と連携をしなが

ら今、対応させていただいたということです。今後におきましては、先ほど冒頭で課長ご説明し

ましたように、子どもを取り巻く環境だったりとか、一人で歩かなければならなかったりとか、



平成２９年６月第 91 回内子町議会定例会 

- 23 - 

諸条件が様々に変わってきてますので、そういったものを含めまして、前向きに検討をしていき

たいというふうに思ってますので、ご理解をいただいとったらというふうに思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） これはまた同じようなことなんですけど、黒内坊の５６号線だけでは

なくて、例えば城廻も５６号線、やはり同じく交通量は出勤の時間帯の７時くらいから８時の間

は交通量はやたらと通学の児童・生徒との時間帯が重なると思うんですけど、やはり城廻にもで

すね、どうもお一人該当する３ｋｍに満たない児童がおられて、その方も歩く条件になっておる

とは思うんですけど、やはり聞くところによりますと、自分のわが子の身の安全を考えたら、保

護者がどうも国道を外れるところまでは送迎をされているんではないかというような話を聞きま

した。やはり、自分の子どもを守るのは親ですので、行政側が対応していただけなければ、やは

りそういうことをされているんですけど、そういうことも現実的にご存知でしょうか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 今の城廻の件は把握をしておりませんでした。そういった個別の

ことも考えながら、先ほど教育長が申し上げました、総合的に判断するような前向きな取り組み

という発言があったと思いますが、そこら辺でご理解を願ったらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 教育長からは、前向きに今後検討するということでございましたので、

また７月、８月の点検時には、そういった各地域の保護者の方や地域の方、やはり今までも柔軟

な考え方をされた時代もあったと私はそれは児童の生命を一番に考えてあったろうというふうに

判断しております。 

 最後に、教育的なことではございますけど、やはり代表して稲本町長のこの子どもたちの児童・

生徒の安心・安全を考えたなら、その通学路に対してどのように考えておられるか、最後の質問

として求めますので、よろしく答弁をお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君）私は、子ども達が自然の中で雨が降った時に雨にあたる感触、あるいは草

花が咲いている感触、そういう自然と触れ合いながら登下校の中で伸び伸びと育っていく環境と

いうのは、私はとても大事だと思っているんです。なんでもバスで送り迎えしてですね、快適な

環境の中で子どもを育てるということが、やっぱりこれは大人が子どもを育てる環境としては、

もっとたくましく伸び伸びとするような環境を子ども達に与えるべきだというふうに私は原則は

そう思っております。しかしながら、下野議員のご質問にありましたように、やっぱり人数が少

なくなってくる、部活なんかで暗くなってきている、いうようなことの中で仮に、一人で登下校

中に特に下校中にですね、犯罪に巻き込まれるということもなきにしもあらずでございますから、

やっぱり子ども達の登下校については、万全を期さないといけないというふうに私は思っている

ところでございます。以上でございます。 
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○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） すみません、忘れておりました。例えばですけど、３ｋｍから２ｋｍ

とか２．５ｋｍでもいいんですけど、２ｋｍにした場合にどのような財政的な問題点に触れるの

かとか試算をされたか。また問題点、どのくらい増えたかについては試算されたか、お尋ね致し

ます。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 試算までは、正直なところしておりませんが、２ｋｍから３ｋｍ

というふうなその間に入る子どもの数は、一応把握を学校に問い合わせてしているような状況で

ございます。五十崎におきましては、１３名程度いらっしゃるというところでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） そしたら、五十崎地区だけ調査されたということで、内子町全体に対

しては、まだそこまでの調査はされてないということでよろしいでしょうか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 町内すべての小学校、中学校、一応、２ｋｍから３ｋｍというこ

とで該当する児童・生徒の数は掴んでおります。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） それなら、ちょっと参考までに教えていただいたらと思います。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） バス等を使っている小学校も含めまして、内子小学校１名、それ

から大瀬小学校が９名、立川が１２名、石畳が１名、天神が１名、五十崎小学校が先程言いまし

た１３名、小田小学校が４名、中学校に参りまして、内子中学校が４名。中学校は、よろしいで

しょうか。条件が変わりますので、今のは、小学校で報告を終わりたいと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 町長の方からも私も同感でありまして、私がＰＴＡ会長をしていた頃

は、１５年も前でございます。当時はその頃もそういった要望も出ておりまして、会長何とかし

てくれと言われる中でも、やはり町長と同じように余りにも通学距離がない生徒・児童にとって

は、やはり通学の距離のある程度ある子のように、行き帰りも精神的にも体力的にも鍛えるため

に、また地域の上と下の上下関係の大切な人間形成にも通学ということもやはり一つの勉強にな

ることだというふうに私も思っておりましたけれども、やはり時代が変わって来まして、なかな

かそれだけを通すことができない時代ではないかというふうに私も考えてございます。また、教

育課の方もですね、私が２回くらい今まで通学補助に対して、自転車の通学だったですけどね、
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これもやはりできる出来ないの３ｋｍ、４ｋｍの距離で、自転車に対する通学補助ではないけど

通学補助として自転車で通学する子は、年間２万円。３年間で６万円。そして、考え方を変える

とその自転車をこの町内で６万円の自転車を買う人がいるのですかということを言うと、「そんな

自転車を買いよる人はおりません。３万から４万の自転車です。」と言うて。例えば自転車を購入

する補助と考えたならば、あまりにももらえるともらえないでは、もらえる子どもや保護者に対

しては、やはり検討すべきではないかということは、当時もずっと言っておりますので、さらな

る検討をよろしくお願い致しまして、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時から再開します。 

 

午前１１時５３分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 只今、森永議員より、午前中の一般質問の中で誤った発言をおこなっており、訂正したい旨の

申出がありました。これを許可し、森永議員の発言を求めます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 先ほどの私の再質問の中で、本来なら町並・地域振興課長と言うべきと

ころを産業振興課長と何度か言い間違えましたことをここに訂正をし、お詫びを申し上げます。

大変失礼致しました。 

○議長（山本徹君） 次に関根律之議員の発言を許します。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） ２番、関根律之です。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 初めての一般質問です。不慣れなもので何分行き届かない点があるかと

思いますが、町民の声を届けるため、精一杯努めさせていただきます。 

まずは、憲法についてです。安倍首相は、先月３日改憲右翼団体の集会にビデオメッセージを

寄せ、東京オリンピックのある２０２０年までと期限を明示して、憲法改正を目指すと表明しま

した。憲法尊重義務のある国務大臣である首相が、自民党総裁としての個人と称して期限まで明

示して改憲を主導するというのは、憲法９９条に抵触すると同時に、オリンピックの政治利用で

もあり、オリンピック憲章にも違反し、大きな問題です。また、テロ対策のために必要だとして、

犯罪の計画段階での警察の捜査を可能とする組織犯罪処罰法改正案、いわゆる共謀罪法案は、一

般市民は対象にしないという政府側の答弁は説得力に欠け、我々一般の人たちの生活も監視され、

憲法で保障された基本的人権である内心の自由が侵される恐れがあるという指摘があります。国

連プライバシー権に関する特別報告者からもプライバシーに関する権利と表現の自由への過度な

制限につながる可能性がある同法案への懸念を表明する書簡が安倍首相宛てに送付され、国民が
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国会での議論の行方を注視している中、審議を早々に打ち切り、衆議院で強行採決をし、現在参

議院に送られています。もし、共謀罪法案が成立したら、電話やメール、ラインなどのコミュニ

ケーション手段を問わず、我々の日常生活が常に監視される恐れや、委縮せざるを得ないような

空気が醸成されるのではないかという心配の声が多くの国民から上がっています。また、安倍自

公政権は、歴代政権の憲法解釈を変更して、集団的自衛権を認める閣議決定をし、多くの憲法学

者が違憲を指摘する中、米国の海外での戦争を支援することを可能にする安全保障法制を強行採

決し、成立させました。こうした憲法をないがしろにする姿勢が顕著になっている安倍政権の下

で、首相自身が強力なリーダーシップを発揮して改憲の動きが進みつつある中、町民福祉の増進

に責任があり、憲法擁護の義務がある公務員で組織される町行政職のトップとして、安倍政権の

改憲の動きに対してどのような政治姿勢を持っておられるか、ご所見を町長に伺います。次に、

地方公務員法３１条、服務の宣誓によると、「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓を

しなければならない。」とあり、日本国憲法を擁護尊重する旨の宣誓を行うこととされています。

また、住民福祉の増進を図ることが求められている公務員である町職員に対して、基本的人権を

尊重した町行政が行われることを徹底するためにも、町職員に対してあらためて、日本国憲法を

学びなおす研修を行うお考えはないか、町長にお伺いいたします。 

 次に、移住者支援対策についてです。日本全体で少子化・高齢化が進行し、人口減少化社会が

到来したと言われており、ここ内子町でも人口減少対策の一つとして、Ｕターン・Ｉターン移住

者支援対策が内子町総合計画にも盛り込まれています。まずはじめに、私事ではございますが、

わたくしは平成２４年、２０１２年に子ども２人を含む家族で、内子町立川地域に移住してきま

した。移住にあたっては、役場の空き家バンクをインターネットで探し、役場の移住相談窓口に

問い合わせをし、田んぼや畑をやりたいという希望を伝えて空き家を紹介していただきました。

当時の移住相談窓口の担当者は、仕事や子どもの幼稚園の相談にのっていただいただけでなく、

区長や同じ組内になる家にも同行訪問して紹介していただくなど、親身になって移住に不安を抱

える私たち家族を支えていただき、大変心強く、ありがたかったのを覚えています。内子町の職

員は地域住民の間に入って、ここまでやってくれるのかと感心したのと同時に、内子は移住者に

やさしい、温かい町だという印象を持ちました。その後、念願の田んぼや畑をやらせていただく

と同時に、地域の行事などにも積極的に参加して、地域の人たちともふれあい交流を深めて大変

お世話になり、移住してきてよかったと心から思っています。移住者としての視点と、地域の活

性化、町の発展のために移住・定住促進策について質問致します。第２期内子町総合計画では、

人口定常化社会（世代間のバランスが保たれ、急激な人口減少が起こらない社会）の実現のため、

移住・定住施策を推進し、ＵＩターン人口を毎年１％にまで引き上げる数値目標を設定していま

す。まず、前提として１％とは約１７０人という理解でよろしいでしょうか。次に、平成２８年

度までの直近５年間での年度毎のＵＩターン移住者の人数はいかがでしょうか。第２にこの数値

目標を達成するための具体的な取り組みとして、第２期総合計画策定後に改めて実施した施策は

何でしょうか。第３に町ホームページの内子町移住サイト「うちこんかい」で紹介されているう

ちこ屋バンク、空き家バンクにこれまで登録された物件の登録数、現在の登録数は。第４に「移

住サポーター」「移住促進会議」の現在の位置づけと、今後の活用方針は。第５に移住促進のため

の政策を見直すために、これまでの移住者に移住して良かった点、苦労した点についてアンケー
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ト調査をするお考えはないでしょうか。第６に、同様に、移住者を受け入れた自治会に移住者へ

の対応について、アンケート調査をするお考えはないでしょうか。第７に、町の定住促進集落活

性化住宅にこれまで入居した移住者の数と、同施設からの町への定住者数および町外への転出者

数は。また、同施設が移住者の定住促進と集落活性化にどのように寄与していると評価している

でしょうか。 

 次に村前、北深地区の産業廃棄物処分場に新設予定の焼却施設についてです。昨年１１月に実

施した町による産廃施設の周辺土壌のダイオキシン類の調査で、環境基準値を超過したと発表が

あり、新聞報道もされましたが、稼働していた焼却施設は廃止届が出され、新たな焼却施設が県

に申請される動きがあると聞いておりますが、その後の進捗についてお伺い致します。以上です。 

○議長（山本徹君） 関根律之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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 関根議員にお答え致します。私の方からは憲法についての所見を問われ

ておりますので、お答えをしたいと思いますが、私は基本的にはこういう質問が町議会の議論に

なじむのかどうかというのは、いささか疑問に思っている点もございます。しかし、あえてご質

問をいただきましたので、私の考えを述べさせていただきたいというふうに思いますが、ご案内

のように憲法第９９条には、公務員の憲法尊重する、養護の義務というのがございます。私達も

含めて当然、それは守らないといけないというふうに私は思っているところです。これからのい

ろんな動きがどういうふうな動きになるのかっていうのは、私も分かりませんけれども、この改

正等にかかる憲法調査会等々の議論、また政治的なプロセス等々、慎重に見極めていかないとい

けないなというのが現在の心境でございます。また一方、改正についてもご案内のように条文が

あるわけでございますから、この改正もどういうふうなことになるのかですね、これも見守って

いかないといけないというふうに思っております。特に、今まで築き上げてきた日本の平和国家

っていうものがですね、この憲法の中でどういうふうなことになるのか、注視せざるを得ないと

いうふうに私は思っているところです。それから公務員について、この憲法の研修を行う考えは

ないかということでございますけれども、これは日本全国どこの公務に携わる所管でも一緒だと

思うんですけれども、新規採用をする時には憲法を尊重し、擁護するという宣誓をおこなってお

ります。内子町も例外ではございません。また、研修所においても、政策法務講座等が実施され

ておりますので、憲法を学んでいるということでございますけれども、どういう形にしろ、公務

員を志す場合、あるいは公務員になった場合にやっぱりこれは当然自分のキャリアとしてですね、

自ら学んでいくという姿勢も当然必要だというふうに私は思っているところです。あと、移住者

についてのご質問につきましては、担当課長の方で答弁をさせていただきます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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２つ目の移住者支援対策について答弁をさせていただき

ます。まず、前段のご質問の件ですが、Ｕ・Ｉターン人口が毎年１％にまで引き上げる数値目標、
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１％とは１７０人という理解でよいかということでございますが、平成２７年の１２月議会にお

きましても、才野俊夫議員より同じご質問を受けている経緯がございます。その際には、４１の

自治会ごとに毎年１家族４人くらいが転入されると、年間で１７０人近い数になるのでそういう

考え方の数字であると答弁させていただきました。しかし、当時の移住実績が８年間で１１５人

でしたので、年間１７０人というのは、相当無理があるのではないかとご指摘を受けたところで

ございます。併せて、総合計画は毎年ローリングすることになっているのだから、一度立ち止ま

って考えてみてはどうかというご提案をいただきました。それを受けましてその後、平成２８年

３月に策定致しました「内子町まち・ひと・しごと人口ビジョン及び総合戦略」では、平成２６

年度までの累計で５１世帯、１１５人だった移住者を平成３１年度に１００世帯、２６５人に増

やすことを目標に設定をしてございます。現在はこの数字を目標数値としておりますので、ご理

解いただきたいと思います。次に（１）の平成２８年度までの直近５年間での年度ごとのＵ・Ｉ

ターン移住者の人数はでございますが、平成２４年度は５世帯１４人でございます。平成２５年

度は５世帯６人。平成２６年度は４世帯８人。平成２７年度は５世帯９人。そして昨年度、平成

２８年度は５世帯１２人。合計致しまして、直近５年間で２４世帯４９人がＵ・Ｉターンで内子

町に移住をされました。なお、この数字は内子町または移住促進会議メンバーを通じて、移住し

てきた方に限る数字でございます。例えば実家等へＵターンされたり、民間の紹介でＩターンさ

れた方につきましては、把握しておりませんので、ご理解をいただきますようにお願い致します。

それから２つ目でございます。数値目標を達成するための具体的な取り組みとして、第２期総合

計画策定後に改めて実施した施策は何かでございますが、まず、地域おこし協力隊事業でござい

ます。こちらは平成２６年度から実施しているものですが、平成２７年度に１名、平成２８年度

に１名、平成２９年度に１名をそれぞれ隊員として採用して参りました。当初採用した隊員２名

につきましては、平成２９年３月に３年間の任期を終え、それぞれ町内に定住を致しております。

次に、空き家調査でございます。平成２７年度に、石畳、御祓、小田の３地区において実施致し

ました。その結果、石畳１１か所、御祓２か所、小田３３か所、計４６か所の空き家を確認し、

それぞれの所有者に対して意向調査を実施致しました。そのうち１５件については、活用しても

良いという意向が示されましたので、必要に応じて紹介等をおこなってきたところでございます。

また、平成２８年度には、県の事業を利用して移住者住宅改修支援事業を開始致しました。これ

は、移住者が空き家を改修して５年以上定住する場合に、その改修費や家財道具の搬出等に要す

る経費について助成するものですが、現在のところ利用実績はございません。そのため、広報６

月号におきまして、制度の周知を図っております。さらに、直接的な移住制度には当たらないか

もしれませんが、今年度から、内子の匠づくり奨励金制度の対象に茶の湯炭製造職人を追加致し

ました。これは、石畳地区で行われている茶の湯炭の伝統を守るための措置でございます。今後、

伝統を受け継いでいく方が現れることを期待しております。最後に、愛媛県と連携して実施して

いる取り組みについてご報告いたします。まず、戦略的移住人材発掘事業というのがございます

が、こちらは平成２６年度から開始をし、継続的に実施しているもので、地域の要望に合わせて、

都市部から移住希望者を募り、短期間の滞在を通して、地域での暮らしを体験してもらうという

ものでございます。平成２７年度は、石畳地区、長田地区、御祓地区で実施をし、石畳地区、長

田地区でそれぞれ１名を受け入れました。そのうち１名は、その後、長田地区の移住体験宿泊施
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設へ入居されました。平成２８年度は、御祓地区で実施し、６名を受け入れています。ただ、今

のところこの事業により定住につながった実績はございません。なお、平成２９年度からは「え

ひめ暮らし魅力体感事業」に移行し、県外在住者等を対象に地域の魅力を体感できるツアーの実

施を予定しております。平成２７年度には、県内の空き家情報等を掲載している、えひめ移住ネ

ットのリニューアルを行いました。内子町の空き家についてもそちらに掲載しておりますので、

えひめ移住ネットを見た方からの問い合わせも近年では増えてきているところでございます。平

成２８年度には、移住ガイドブック、仕事のパンフレットの作成・配布を行いました。また、え

ひめ暮らし応援隊、えひめ暮らし倶楽部の設置も行われております。その他、東京や大阪で開か

れる移住セミナーにも積極的に参加しております。平成２８年度は、東京で開催された「ふるさ

と回帰フェア」「愛あるえひめ暮らしフェア」「新・農業人フェア」に参加し、内子町のＰＲを行

うとともに移住希望者の相談に応じました。今年度は、新たに八幡浜・大洲地区広域市町村圏組

合も東京で開催される「四国暮らしフェア」に参加する予定でございます。今後とも積極的に参

加していきたいと考えています。以上、平成２７年度以降の取り組みにつきましての回答でござ

います。 

 続いて、町のホームページの内子町移住サイト、うちこんかいで紹介されている、内子屋バン

ク、いわゆる空き家バンクにこれまで登録された物件の登録数、現在の登録数はという質問でご

ざいますが、これまでうちこ屋バンクに登録した物件は５８軒でございます。そのうち、所有者

等の了解が得られたもののみインターネットで情報を公開してございます。その数は現在３軒、

それと定住促進集落活性化住宅の１軒を合わせると、内子町から空き家情報としてホームページ

を利用して発信している件数は、計４軒でございます。数が少し少ないと思われるかもしれませ

んが、これは、現在空き家の所有者について、現在再調査をしているためでございます。特に山

間部の空き家につきましては、相続登記が完了していないもの、そもそも登記がされていないも

のが相当数ございます。また、空き家バンクに申し込まれた方や、その時点での所有者がその後

死亡しているケースなどもございます。その辺りを現在再調査しており、所有権がはっきりして

いない物件につきましては、紹介を停止する措置を取っているからでございます。なお、今後は、

愛媛ふるさと暮らし応援センターのえひめ空き家情報バンクとも情報の共有と連携を深めつつ、

整合性をとりながら、正しい情報発信に努めて参りたいと考えております。 

次に移住サポーター、移住促進会議の現在の位置付けと今後活用方針でございます。移住サポ

ーターにつきましては、現在は「地域移住相談員」というふうに名称を変えてございます。こち

らは、現在３名の方に委嘱をさせていただいておりますが、都市部での移住フェア等に一緒に参

加していただいて、移住希望者の相談に乗っていただいております。いずれも町内へ移住された

方ですので、移住される方の目線で相談に応じていただいています。また、必要に応じて町内の

物件案内等も行っていただいています。基本的にボランティアでしていただいていますけれども、

旅費等は町が負担しております。「うちこ移住促進会議」につきましては、平成２０年７月に、町

をはじめ、就業・就農、居住、地域コミュニティ、ツーリズムなどに関係する機関、団体の参画

で発足した会議でございます。この会議で、うちこ屋バンクの創設、建築・宅建協会ネットの構

築、既存移住者ネットの構築、定住促進事業補助制度の継続などの取組事項が決定され、その後、

それぞれ実行に移されました。このうち、建築・宅建協会ネットについては現在機能しておりま
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せんが、それ以外の事業については実現をしております。会議は、当面の目標を定めそれに向け

て各事業を実施していることから、平成２１年８月を最後に開催はされてございません。しかし、

定期的に関係者が集い、意見交換することは、非常に有益だと考えております。今後は、再開に

向けて検討していきたいと考えてございます。 

次に、移住促進のための政策を見直すためにこれまでの移住者に移住してよかった点、苦労し

た点についてアンケート調査をする考えはないかとの質問でございますが、アンケート調査につ

きましては、町としては単独では実施してございませんが、大学や研究者が町内の移住者を対象

に実施した調査には、これまでも協力をしてございます。新しいものでは、昨年３月から５月に

かけて実施された大阪府立大学コミュニティデザイン研究所客員研究員のアンケート調査にも協

力をしております。その結果は、９０％以上の人が移住地での生活に満足しているというもので

ございました。ただし、質問項目は移住動機に関するものが中心になっておりましたので、必ず

しも議員ご質問の趣旨に合致するものではございません。ご提案のアンケート調査につきまして

は、今後の政策形成にも役立つと思われますので、内容等について事務局で検討し、準備が整い

次第実施したいと思います。続いて、同時に、移住者を受け入れた自治会に移住者への対応につ

いてアンケート調査をする考えはというご質問ですが、今のところ、自治会として移住者に特に

対応が必要だとは考えてございません。自治会への転入、転出は日常的に起こっております。自

治会の構成人数は常に変動しております。自治会としては、移住者に限らず転入者には等しく対

応されているものと考えます。また対応に困った事例等もあるかと思いますが、自治会とは地域

懇談会や、自治会ごとの連絡会議、町の連絡会議、それから各自治センターを通して、常に情報

交換を行っていると考えております。情報については町にも届いておりますし、いずれも個別の

案件でございます。逆に移住者が自治会の対応に困った事例がありましたら、移住者対象のアン

ケート調査で把握できるのではないかと考えてございます。そのため、現時点ではアンケート調

査が必要とは考えてございません。最後に町の定住促進集落活性化住宅にこれまで入居した移住

者の数と同施設から町への定住者数及び、町外への転出者数は。また同施設が移住者の定住促進

と集落活性化にどのように寄与しているかと評価しているかということですが、定住促進集落活

性化住宅につきましては、平成２２年度、それから２４年度に６戸の住宅を町が借り受け、改修

整備して定住希望者に貸し出しをしているものでございます。そのうち５戸に現在入居されてご

ざいます。入居者の人数は合計１０人です。いずれも当初からの入居者で、転出者はおりません。

いずれも町内に定住していらっしゃる方でございます。その結果、この結果、５戸の空き家が解

消され、その点で集落の活性化に寄与しているものと評価をしてございます。以上、私の方から

移住者支援対策についての一括した回答をさせていただきました。よろしくお願い致します。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私の方からは、産業廃棄物処分場の焼却施設について、答弁さ

せていただきます。村前・北深地区で稼働しておりました、株式会社ブリッジカンパニー所有の

焼却施設につきましては、町独自に施設周辺において土壌分析調査を実施しておりますが、昨年

１１月に採取した４箇所の土壌のうち１箇所から環境基準値の１．５倍に当たります、１，５０
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０ピコグラムのダイオキシン類が計測され、新聞等でも報道されたところでございます。この焼

却施設につきましては、２月４日に機械トラブルが発生し、同日をもって運転を停止しておりま

す。その後、２月１７日付けで県に廃止届が提出され、今後、撤去される予定となっています。

ご質問の、新たな焼却施設申請についての動向についてでございますが、事業者側からは、当初、

施設更新については計画的に取り組む予定としておりましたが、今回の件を受け総合的に判断し

た結果、新しい焼却施設建設については、取り組まない事としたとの回答を得ております。以上、

答弁とさせていただきます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） まず、憲法についてです。あまりにも憲法を軽視した政権運営が目立つ

安倍政権を持つ今の日本社会で、最高法規であり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の精

神を柱とした、私たち国民の財産である日本国憲法が保障する自由及び権利を、一人一人が「不

断の努力によって」しっかりと守っていかなければならない、という思いからあえて質問させて

いただきました。 

次に、移住者支援のことですけれども、１７０人というのは以前の議会でも取り上げられて少

し過大な目標であったというような認識もしておられるようで、すみません、平成３１年に２５

０人まで引き上げると、２５０数人というふうに聞こえたんですけど、各年度何人くらいを増や

す目標というふうに理解したらよろしいんでしょうか。お願いします。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 先ほどの答弁では３１年度に１００世帯、２６５人に増やしたいとい

うふうに申し上げました。２８年度末現在で内子町への移住者は６２世帯、１３８人の実績でご

ざいます。ですので、ざっと言いますとあと３１年度までに４０世帯、それから１３０人程度の

移住実績がないと目標までは達せないという状況でございます。がんばって年に１０世帯、２０

人程度のですね、移住者を見込めればそれに近い数字が達成できるのではないかというふうには

考えてございます。これまでの説明しましたような取り組みが実を結びまして、県下で言います

と、内子町は移住先進地というようなところで胸を張って言えるではないかなというふうに思い

ますけれども、これからの取り組みと致しましてはですね、各地域でいろいろな取組が、個性あ

る取組がですね、されてございますので、内子町もこれに負けないような取り組みを実施したい

と考えておりますし、愛媛県と共同で事業を実施する機会が増えてございます。県とも連携を取

りながらですね、この移住目標に少しでも近づけるように努力したいというふうに考えてござい

ます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） うちこ屋バンクで私が当初、移住した時の２４年頃にインターネットで

見た時には十数軒おそらく２０軒近くあったのかな。それなりにあったような印象があったんで

すけれども、その後、ちょっとここ数年どんどん少なくなっていって、どうなっているのかなと

いうのを心配していたというところもあるものですから、あえてお聞きしたんですけど、たしか
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に空き家というのが所有者が変わって相続等で所有権がはっきりしないというようなことも全国

的に増えているというようなことも話も聞きますし、なかなか空き家の掘り起こしというのも難

しい面があるというのもよく分かりました。それで町としても県とも連携をしていろいろな施策

で移住者を増やしていこうという意気込みが非常によく分かりました。これは、ちょっと後半の

方の移住者アンケートなどのことについてと絡むのでちょっとこのお話をさせていただきたいん

ですけど、これはある山間地域に移住して農業を営み生活して、２５年以上にもなるある移住者

の方から聞いたお話なんですけど、その方はまだ内子に移住者がほとんどいなかった頃、農業を

するために山間地域に移住しまして、最初はいろいろ町民の方と住民の方とのやりとりでいろい

ろ苦労をされたようなんですけど、地域に溶け込むために自治会活動にも積極的に参加して次第

に周りでも認めてくれる方が増えていわゆる移住の成功者として話があがるような方です。とこ

ろがその方はいまだに地域の人、もちろんこれは一部だとは思いますけれども、一部の人から自

治会活動などみんなの前で呼び捨てで名前を呼ばれるということを嘆いておられました。その方

は自治会活動にも積極的に参加して地域の活性化のためにと移住者の相談に乗るなど公私に渡っ

て親身になって移住者の支援をおこなって来られた方です。そういう方でもいまだに地域の一部

の人達から呼び捨てにされることがあるという現実があります。このことが全てということでは

ありませんし、多くの方は地域に溶け込んでよく満足している方の方が多いとは思うんですけど、

やはり今でも地域で長年暮らしてきた住民の方と埋めがたい溝があるというふうに感じることは

多かれ少なかれ皆さんあるんだと思うんですね。これは逆に地域の方にとっても、住んできた移

住者はよう分からんということで快く思ってないというような相互の理解不足というかですね、

そういうことがあるということも事実だと思います。一口に移住者支援策ということでいろいろ

な施策、都市で生活している方の呼びこむためにフェアに出たり、いろいろインターネットで情

報を発信したり、町の魅力を発信したり、そういうことももちろん大事なことではあるとは思う

んですが、やっぱり移住してからもですね、ケアが一定程度必要ではないかというのが私が感じ

ているところです。これはそのためにアンケート調査をするのも一つの方法ではないかというこ

とで、質問させていただきましたところ、総務課長からは前向きな答弁をいただきまして、大変

期待したいところだと思います。さらにですね、内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略という

ものを作られて、その移住Ｕターン推進という項目の中でも提案されているんですけれども、民

間団体による移住トータルサポートシステムの設立を平成２８年度という目標値をあげて定めら

れています。私はこれは非常にいいなと注目しているんですけれども、先ほど申し上げましたと

おり、移住する前だけでなく、移住後もやっぱり相談に乗れる窓口っていうのがね、非常に機能

すると思います。先進移住者を増やしている先進地域でもこういう窓口を設置されているという

話も聞きますし、自治体同士のネットワークというのもあると思いますので、ぜひそういう先進

地域の取組を研究していただいて、内子は移住先進地域というふうに町外の方からも思われてお

りますので、本当に入ってきた方が長く住んでいただけるような、そして住んでいる方が移住者

に来てもらって本当によかったなと思っていただけるようなそういうシステムが機能することが

必要ではないかと思います。このことを求めまして、次に移ります。 

 産廃処分場の件ですけれども、新たな焼却施設は今のところ、取り組まないという返事が産廃

業者の方からあったということですが、何か本当にそうなのかな、信じていいのかなというのが
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住民側の気持ちとしてね、あるんだろうと思います。ちょっと私、どうなのかなということで、

少しインターネットで調べてみたんですけれども、こういうことは環境政策室の方でも認識され

ているかなというふうにも思いますけれども、この産廃業者は、県によって優良業者として認定

されておりまして、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページでこの施設につい

て、月別、種類別の産廃の処分量が公表されております。その中で紙くず焼却っていう項目があ

るんですけど、この取扱い量が過去１年で毎月約８０トンから１３０トンで推移していたものが

２月以降ですね、２月に稼働を止めていますので、２月で１４トン、３月、４月で各ゼロという

ことになっていますので、焼却というのはやめたのかなというふうに読み取れるんですけれども、

廃プラスチック類という項目がありまして、１月までの過去１年で約４００から６００トン台、

毎月ですね、推移していたものが、２月以降移行にはゼロになっておりまして、その代わりにと

いいますか、廃プラスチック類埋め立てという項目が２月以降、５００トン台で推移し、約３０

０から４００トンくらい増えていることになっています。これは廃プラについては、それまで焼

却していた分がそのまま埋め立てに回り、毎月３００から４００トン埋め立てが増えているとい

うことだと思うんですけれども、しかしですね、最終処分場の残存埋め立て量がひっ迫している

と全国的に伝えられる中、国の平均では約残存数が十数年というようなこと伝えられているんで

すけれども、焼却するという目的は容量を減らす減容と言うことだと思うんですけど、減容出来

るものを減容しないで埋め立てを続けるというのが本当なのかなという疑問が残るんですね。そ

れとですね、感染性廃棄物焼却っていう項目がありまして、これも１月まで３０トン台で推移し

てたんですけど、３月以降はゼロとなっています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、

産業廃棄物の排出業者は、産業廃棄物管理票、いわゆるマニュフェストの交付状況を県に報告す

るということになっています。それで特に感染性廃棄物については、安定型最終処分場である当

該の施設でそのままでは埋め立てができないというふうに思われるんですけれども、埋め立てで

きないので、受け入れていないということで焼却の感染性廃棄物がゼロになっていると報告書で

はね、そういうことになっているんですが、本当にそうなのか。町民の安心のためにも念のため、

違法な受け入れや操業がおこなわれていないかを県に確認されることを求めたいと思うんですけ

れどもいかがでしょうか。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） ご指摘の件につきましては、なお県の方に確認したいと考えて

おります。それと焼却炉がなくなるということで、今まで受け入れて焼却していたものが埋め立

てにまわるのではないかという心配もされていましたけれども、事業者側からは廃炉後の産廃事

業については、従来の焼却と埋め立て処分で処理していた廃棄物については、リサイクルで回す

ような設備を整備することにシフトしたいというふうなお考えがあるというふうに聞いておりま

す。以上です。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） プラスチックは溶かしてリサイクルにできるということもあると思いま

すので、回答としてはある程度納得はいくのかなということで聞けてよかったと思います。それ
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と県の方にも念のため違法な受け入れがないかということを確認していただけるという答弁をい

ただきまして、非常に町民の安心にもつながるのではないかと思います。以上です。 

○議長（山本徹君） 次に、向井一富議員の発言を許します。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） ３番、向井一富です。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 初めての一般質問になります。何分にも緊張しておりますので、失礼等

あるかとは思いますが、どうかご了承のほどよろしくお願い申し上げます。私は５９年間大切に

育んでくれたこの内子町が大好きです。この内子町に生まれた事に誇りを持っております。その

内子町に恩返しの思いでこのたびの町議会議員選挙に挑戦してまいりました。安全安心のまちづ

くり、子育て支援のまちづくり、高齢者が住みやすい街づくり、地場産業を生かし若者が定住出

来るまちづくり、人間教育のまちづくりを揚げて訴えて参りました。そこで初めてということも

あり、今、考えていることいくつかお尋ね致します。時間に制約がありますので、掘り下げて行

ききることは出来ないかとは思いますけれども、通告に従って質問して参ります。 

まず、安全安心のまちづくりの点から、災害時、内子町の指定避難所の数は何箇所あるのか。

その中で耐震化が必要で、まだ出来てない施設の数はいくつありますか。また、災害によって避

難場所は変わりますか。地区の集会所の避難所としての位置づけはどうなっておりますか。次に、

その施設の改修等に当たって、町長も４月のご挨拶の中で「自治会館等々が避難所となっており

ますけど、多くが老朽化しています。避難所として今のスペースでいいのかどうなのか、女性も

避難されます。高齢者も避難されます。場合によっては「こういうスペースがもっとあったらい

いよね」ということもあるかもしれません。設計の段階から十分地域の皆さん方と相談をし、な

るべく使い勝手のいいものに変えていくことがとても大事だと思っています。財政上の問題もあ

りますが、なるべく前倒しして出来る範囲で早く整備していきたいと思っています。」と挨拶され

ていました。どの地区を見ても高齢者が増えています。トイレが和式では足が痛くて座れなくて、

常会等においても家に帰ってトイレを済ませてくるという人もおられます。お年寄りが安心して

暮らせる町作りの観点からも集会所も含めて、この際、様式トイレに一斉に改修していくお考え

はないか。 

 次に、環境と観光についてお尋ね致します。第２期内子町総合計画の中で重点施策になってい

る小田川リバーサイドプロジェクトの概要と進捗状況をお聞かせください。また、毎年公共用水

域水質検査をされていると思うが、その結果を見て内子の川の水質は、どれぐらいきれいなのか

お尋ねいたします。他の県の川と比べたデーターとかはありますか。関連して、下水道と合併浄

化槽の普及率を教えてください。小田川リバーサイドプロジェクトは、小田川を中心としたプロ

ジェクトのように思われますが、川がきれいなということは町民の癒しになるし、大切な一つの

観光資源になると思うのです。内子町には、水車祭り、筏流し、燈篭まつりなどなど、暮らしと

関わりを持つ文化や、産業もたくさん執り行われてきております。それと、すでに、５月の連休

あたりからは親子連れが、キャンプを張って川面で遊んでいる光景も見受けられます。家族キャ

ンプというものは子どもの情操教育、自然教育、親子関係に非常にいい影響を与えていると思い
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ます。子育てにとっては、親子のスキンシップは本当に大切だと考えておるものであります。そ

れを見ている我々もうれしくなってまいります。そのために内子の川面を使って頂けることは、

非常に素晴らしい事だと思います。子どもの記憶の中には、しっかりとその思い出が残ると思い

ます。そして、子どもの記憶は必ずリピーターとして内子に帰ってくると信じております。小田

川は日本一誇れるきれいな川になればと考えるものであります。町並み、村並み、山並みが美し

い持続可能に発展する町を総合計画の中で謳っておられます。それにプラスして、川並を加えて

はどうでしょうか。この川並という言葉が存在しないとは思うのですけれども。川は大切な内子

の命の資源です。観光資源です。教育の現場だと思います。 

次に、産業についてお尋ね致します。産業は、全ての施策を進めていく上でも一番大切なこと

だと思います。幸福、環境整備、子育て、健康医療、福祉においてもお金が必要です。稼ぐ力を

謳われている中で、町も苦労されていることは重々分かっております。そこで、今進められてい

る、地域商社並びに、バイオマス発電の雇用は何名程度見込まれておられますか。また、からり

加工場の稼働率を高めて雇用を生みだすことは出来ませんか。あの辺、いつも通りますけれども、

いつも車が２，３台しか止まっていないような光景を目にします。また現在、デマンドバスで運

用されている貨物輸送は、免許返納後の高齢者の生きがい健康寿命対策にもなると思いますが、

まだまだ利用率が低いと聞いております。具体的に、今後積極的運用をどのように推進していか

れるのかお尋ね申し上げます。内子の果物は、知名度とも、栽培技術とも他に引けを取らない素

晴らしいものがありますが、畑作物は、葉タバコに依存していたせいもあると思います。今一つ

目立ちません。直売所等を盛り上げていくためにも、京野菜的な伝統野菜、特産野菜の必要性を

感じますが、その研究するお考えはありますか。 

次に、子育て支援の事から。内子町の子育て支援の取り組みは他に地域に誇れるとは感じてお

りますが、内子町の所得ランキング２０１６年は県下２０市町村の中で１９位。これは年収ガイ

ドというサイトで調べております。２０市町のうち、１９番目という資料もあります。２００８

年には１５番目でした。こちらは内子町のホームページで調べております。８年前より４個ラン

キングを落としています。お金が稼げない町になっているのじゃないかと感じております。夫婦

共働きしないと生活が厳しい状況の中、子育てには保育園は欠かせないし、厳しい地方の経済状

況の中、保育料を払うのも厳しいのだと思います。この際、「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。」目標設定されておりますが、一つの対策として、保育料の無償化を進めてはいかがでしょ

うか。この度の政府の経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針にも幼児教育、保育の無償化

が明記されております。政府も無償化に乗り出しています。内子町でも他に先んじて実現すべき

ではないでしょうか。先日、地元の小学校と保育園の運動会に行かしていただきました。保育園

の幼児が他の地区からの入所もあるとのことですが、３６名おりました。少ないか多いかは別で

すが、見ている私たちもその姿に元気をもらい、大げさではなく生きる勇気をもらいました。あ

くまでも子育て世代の応援をしていきたいなと強く感じました。子どもは、国の宝、いや地方の

宝だと思います。町長のお考えを尋ね致します。以上です。 

○議長（山本徹君） 向井一富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。 
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○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 向井議員の質問に答弁を致します。私からは防災対策について答弁さ

せていただきます。まず、一つ目の災害時、内子町の指定避難所の数は何箇所かと、２つ目のそ

の中で、現在、耐震改修工事対象となる施設の数は何施設あるか。というご質問です。内子町地

域防災計画で指定しております、指定緊急避難場所いわゆる、公共施設グラウンドや広場、公園

などでございます。それとか指定避難場所、これは自治センター、自治会館などの公共施設、学

校、原則は体育館でございますが、などの指定につきましては、国の災害対策基本法の定めに基

づき指定をしております。あわせて、その施設ごとに災害種別ごと、地震、洪水、土砂災害、大

火事、それから原子力に、適しているかどうかという判断もしてございます。現在内子町におい

ては７１カ所を指定避難所としておりまして、今後改修、いわゆる耐震でございまして、昭和５

６年５月以前の建築物でございますが、改修が必要となる避難所は２１施設、率にして２９．５

８％ございます。現時点では、主に社会教育施設である自治会館等について、耐震改修が進んで

おりませんが、緊急性や危険度など総合的に判断した中で、財政面を考慮しつつもスピード感を

もって、前倒して、計画的に改修整備を図って参りたいと考えてございます。 

次に、３番目の町の集会所条例に対象の集会所は避難所になるのかという質問と、４つ目の災

害の種類によって避難指定場所は変わるのかというご質問です。集会所条例で定めております集

会所は１０４施設ございますが、内子町防災計画では、先程述べましたように地域の避難所につ

いては、基本、自治会館を指定しており、集会所は避難所としては指定しておりません。しかし

ながら、災害の発生場所や災害規模によっては指定しております避難所が活用できなかったり、

道路の寸断等により避難できない場合も想定されます。また、災害種別に適してない場合、近隣

の避難所に避難いただく場合も想定されます。その様な事からも、避難勧告等が発令された場合

の安全確保措置としては、指定避難所への移動は原則でございますけれども、避難には様々な形

態がございます。気象状況や避難する住民が置かれた状況によっては、必ずしも町が指定する避

難場所に逃げて下さいということではなくて、避難時の周囲の災害状況によって、避難場所への

移動をおこなうことがかえって危険を伴う場合等、自身が判断する場合は、町の指定を受けてい

なくとも、近隣に適した場所、例えば、集会所でございますとか、お堂、それから境内地等があ

るとすれば、一時的な避難所にもなりますし、外出が危険を伴うと判断した場合は、垂直避難、

いわゆる建物の上層階へ逃げるというような避難の形態もあるという事でございます。指定避難

所では無い事を理由に、避難所への職員派遣や緊急物資の搬送など行政からの支援をしないとい

う事は決してございませんので、ご安心いただいたらと思います。なお、５番目のトイレが和式

の公共施設が多いと思われるが、洋式に町主導で出来ないかというご質問については、先程、午

前中の下野議員の質問で答えさせていただきました、同趣旨かと存じますので、答弁の方は割愛

させて頂いたらと思います。以上で、私の方から防災対策につきましての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（山本徹君） 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） それでは私の方からは、五十崎ワンダーランドプロジェク

トの進捗状況と下水道と合併浄化槽の普及率についてご答弁させていただきます。五十崎ワンダ

ーランドプロジェクトの中の小田川リバーサイドふれあい事業についてお答えします。当事業に

つきましては、龍宮堰からあけぼの橋に至る小田川一帯で住民や来訪者の憩いと交流の場をつく

ることとしております。具体的な事業内容と致しましては、小田川はらっぱ基金運営委員会で承

認をいただいた事業を１期、２期に区分して実施をしております。今年度は小田川堤防沿いのジ

ョキングや散歩コースの整備を予定しております。住民や来訪者の憩いの場と致しましては、五

十崎の杜において、町民有志による「青空市・小田川コットントン」が開催され、また、毎年１

２月には、豊秋橋をはさみ、ミニ小田川を会場として、小田川シクロクロスｉｎ内子が開催され

るなど、定期的なイベントが開催されております。さらに７月には、ミニ小田川を利用して開催

している「元気わくわく川まつり」においては、町内外から子どもや保護者、ボランティアなど、

多くの人が参加して環境学習と自然体験活動のイベントとして定着をしております。今後ともハ

ード・ソフト事業を取り入れながら小田川の河川環境を堪能できる場づくりを推進したいと考え

ております。 

続きまして、下水道と合併浄化槽の普及率でございます。まず、公共下水道エリアの下水道に

接続している割合、水洗化率で申しますと、平成２９年３月末で、８４．４％でございます。ま

た、公共下水道のエリア外での合併浄化槽設置人口の割合でございますが、平成２９年３月末で

５８．９％となっております。以上、答弁とさせていただきます。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私の方からは小田川の水質にかかる質問に対して答弁をさせて

いただきます。内子町では町独自に公共用水域水質測定分析調査を実施しており、前年度におい 

ては、町内の河川３５箇所において実施をしております。この調査は、水素イオン濃度、生物化

学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素量、大腸菌群数など、水質について１７項目の測定分析

を行っているものです。この調査結果を環境基本法に定められている「生活環境の保全に関する

環境基準」に照らしあわせますと、環境基準類型の示します、水質のきれいな順に、「ＡＡ・Ａ・

Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ」の全６段階の区分のうち、小田川本流においては、水道、自然環境保全に適応

した、最上位の「ＡＡ」にほとんどが該当します。また、愛媛県の定める、公共用水域の水質測

定計画においては、小田川が属している肱川水域、甲は該当類型「Ａ」を達成することを目標と

しておりますが、県の測定結果においても、小田川においては目標達成という判定を頂いており、

十分にきれいな水質が保たれていると考えております。ご質問の他県の河川との比較については、

特にしておりませんが、先ほど申し上げました環境基準類型が比較する上での一つの目安になる

かと思います。例えば、高知の四万十川水系では、四万十川が「ＡＡ」、檮原川が「Ａ」、中筋川

では「Ｂ」といった指定状況になっております。測定項目ごとの詳細な数値につきましては、過

去７年間の測定結果一覧を町のホームページに掲載しておりますので、参考にして頂きたいと思

います。以上、答弁とさせていただきます。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 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、私の方からは産業振興と雇用の確保についてお答え

致します。最初に内子版地域商社、バイオマス発電事業の雇用は、何人程度見込まれるかとのご

質問ですが、「内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「内子版地域商社の雇用人

数」は、「平成３１年度までに５名」を目標としております。現在、内子版地域商社設立にむけ

た準備が行われており、新会社の事業計画のなかで社員体制や新規雇用人数等も決定されるもの

と思われます。「バイオマス発電事業」につきましては、民間事業で実施されることから不確か

ではございますが、事業内容等について聞き取りをしましたところ、発電事業を行う新会社では、

管理運営は、地元ペレット製造加工会社へ委託される予定で、新会社での雇用というよりは、ペ

レット製造加工会社での雇用が３名から５名程度、見込まれることを聞いてございます。 

次に、からり加工場の稼働率を高めて雇用を生み出せないかとのご質問ですが、加工場は、株

式会社内子フレッシュパークからりに指定管理をしております。現在３人の食品衛生管理者を置

いて７つの営業許可を得て加工場の運営を行っております。からり加工場の稼働率ですが、常勤

社員３人を雇用し、平成２８年度は、土日を除く年間２５８日稼働しており、年間稼働率は７０.

７％でございます。また、じゃばらの搾汁作業等の繁忙時には常勤社員に加え、臨時雇用や他の

部門の社員で対応している状況にあります。現在、加工場では、じゃばら、モチムギ、トマト、

ヨモギ等の加工品製造やシャーベットの一次加工、惣菜などを加工生産しております。内子フレ

ッシュパークからりでは、他社からの製造受託や販路を確保した新商品の開発に取り組んでおり、

序々にではありますが、このような取組みが軌道に乗ることにより、新たな雇用が生み出されて

いくものと考えております。 

次に、デマンドバス等貨物輸送については、議員ご承知とおり、農産物直売所へ出荷する高齢

者支援のため、デマンドバスで貨物輸送できるものです。現在の状況は、登録者は３名で、せせ

らぎが２名、からりが１名でございます。農産物直売所は、農家所得の向上だけでなく生産者と

消費者の交流の場、高齢者や女性の生き甲斐づくりの場としての機能を持っております。そのた

め事情により出荷ができない際に、デマンドバスで貨物輸送するといったように、安心して出荷

できよう、出荷方法を補完する仕組みでもあります。町では、利用促進を図るため、山間部を中

心にデマンドバス貨物輸送促進のため周知と、利用説明会を１月から２月に町内４か所で実施し

ております。また、直売所出荷者へも出荷説明会や研修会にあわせて周知を行っております。ま

だまだ、登録者は少ない状況にありますが、今後も順次説明会等を行うとともに、残品の処理や

出荷者の登録等の出荷要領について直売所運営者と協議し、出荷者が取り組みやすいよう改善し

てまいりたいと考えております。 

次に、「内子版京野菜のような伝統野菜の研究はしないのか。」との質問でございますが、伝統

野菜とは、古くから栽培された野菜の在来品種で地方野菜とも呼ばれもので、生産や流通の面か

ら大幅に減少したものの、現在では、農家の自家用として存続していた品種を地域活性化策とし

て復興する取組が注目されています。京野菜は、京都府が定める京の伝統野菜やブランド京野菜

であり、それぞれの選定基準によって指定されております。特に、「ブランド京野菜」は、品質的・

量的に特に優れたものを認証し、「京のブランド産品」マークを貼り、消費者においしさと信頼の
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目印として販売されております。内子町においても、町農産物の安全・安心ブランドの確立のた

め、平成１７年度から特別栽培農産物等認証制度を開始しており、内子町認証マークを貼った野

菜等の農産物が直売所に並ぶことで消費者に認知されるようになりました。また、平成２７年度

には、町内産の農林水産物を使用した加工商品や工芸品等のブランドイメージを高め、内子町産

品を広くＰＲするため、ロゴマークを作成し、普及を図っているところでございます。議員ご指

摘の通り、内子の風土で育まれた伝統野菜を復興し、消費者にＰＲすることで、新たなにブラン

ドになることも考えられます。伝統野菜の研究については、現在、直売所出荷者を対象にした野

菜等の勉強会を定期的に実施しておりますので、生産者や直売所運営者のご意見を伺いながら町

として支援できればと考えております。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） 議長。 

○議長（山本徹君） 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） 保育料の無料化についてお答えをさせていただきます。内子

町では子育て世帯の負担軽減を図るため、保育料を国の定める保育料基準額の約７０％から８

０％に設定をさせていただいております。その保育料をベースにそれぞれのご家庭の状況に応じ、

個別に保育料の軽減を行っております。具体的な保育料軽減策につきましては、住民税所得割合

額が一定以下の世帯を対象として、兄弟の年齢制限を撤廃、第二子が２分の１軽減、第三子は無

料にさせていただいております。また多子世帯でひとり親世帯や障がいをもっている子どもさん

を養育する要保護世帯については、第二子以降が無料でございます。また所得要件を設けず、世

帯で二人以上が同時に保育園を利用している場合は、第二子が半額、第三子以降が無料という軽

減策をとらせていただいております。また、内子町独自の軽減策と致しまして、所得が一定以上

ある方についても、第三子の保育料を３分の１に軽減する軽減策をとっております。また、今年

度新たに導入をされる軽減策と致しましては、住民税非課税世帯につきましては、第二子以降の

保育料を無料。先程言いましたようにひとり親や障がいをもつ子どもさんを養育する要保護世帯

については、第１子から無料にするという軽減策がとられる予定となっております。議員も先ほ

どおっしゃいました通り、保育料の無料化につきましては、現在、国において幼児教育、それか

ら保育の早期無償化、待機児童解消を優先課題として、新保険導入などを選択肢に財源を検討し、

年内に結論を出すというふうな報道をされていることから、内子町と致しましては、今しばらく

は国の動向を注視をさせていただいたらと考えております。というところから、現在のところ、

内子町独自の施策として保育料を全額無料にする計画は現在のところはございません。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 避難所に関しましては順次整備していくという答弁がございましたけれ

ども、直営のところは町がすべて賄って修繕をしていくという答弁だったと思います。それと、

これは前質問者の下野議員の答弁を聞いての再質問ということになりますけど、集会所において

は避難所にもなりえるけれども、集会所条例に定められた補助率で修繕をしていきなさいという

ことでしょうか。お尋ねを申し上げます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 集会所につきまして、条例に定められている集会所につきましては、

改修に関する内子町地区集会所建設事業補助金交付規定というのがございまして、そちらの方に

規定されますとおりですね、建設の中にも当然、改築とか増築含まれるわけですが、建設費の５

０％以内、そして補助金の額の限度が２００万という定めがございますので、こちらの方を運用

して対応をして参りたいとは考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 指定の避難所は、耐震化をされるということでございますけれども、集

会所においても耐震化を進めていかれるんだろうと思いますけれども、その耐震化も集会所条例

の範囲内での補助ということに当然なるんですか。いかがでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） まず、避難所施設の改修につきましてはですね、先ほどご説明申し上

げましたように、まずは地域におきましては自治会館、こちらの方を率先して、優先してですね、

耐震化を進めてまいりたいというふうに考えてございます。年度計画も定めてございますが、で

きるだけ、対応し得る限りですね、前倒しで進めて参りたいというふうに考えておりますのとあ

わせて、耐震化が必要な施設というのがですね、かなり町内にもございますが、ついでやっぱり

必要なのは消防活動の拠点となる詰所ですね、こちらの方もほとんど老朽化が進んでおりまして、

耐震化改修を図っていかないといけないような状況でございます。よって今のところ、集会所に

つきましては、耐震計画はございませんが、新築ということになりますとですね、当然今の基準

で新築設計されることになりますので、耐震化は図られるということになりますけれども、もっ

かのところ先ほど説明しましたように自治会館、それから消防詰所の耐震化で精いっぱいという

ような状況でございまして、集会所の方は、今のところは計画にはございません。以上でござい

ます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 何回か前の定例会の中での一般質問の中でそのことを尋ねられた方が今

手元に資料はないんですけど、おられまして、順次集会所の方の耐震化も進めていくという答弁

があったやに思っているんですけれども、私の勘違いでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 当然、集会所もですね、災害の種類、それから場合によっては避難所

となりえる施設でもございます。耐震化が必要ではないという判断ではございませんが、重ね重

ねではございますけれども、今回の答弁の趣旨、内容が前回の答弁と内容が違っている部分がご

ざいましたら、お詫びを申し上げたいと思いますけれども、自治会館の修繕、それから詰め所の

修繕、それから自治センター等の改修を全てやってまいりたいというふうな考え方でご理解をい

ただきたいと思います。 
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○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 南海トラフ地震２０年後には５０％の確率で起きてくるというデータも

あります。一日一日、一年一年、南海トラフの地震が近づいていると言っても過言じゃないと思

います。そういった意味では、避難指定所の耐震化はもちろん急いでもらう必要があると思いま

すけれども、いろんな災害があると思いますので、集会所の方も耐震化、長寿命化対策を街を上

げてやっていただきたいと考えるところであります。 

 次にですね、環境の問題ですけど、川、十分きれいなことはよく分かりました。これは浄化槽

の普及率も高くなってきておりますし、若干、合併浄化槽の方が普及率が低いようにはあるんで

すけど、これは田舎の山間部の方ではされてない方が多いのかなと思いますが、引き続き浄化槽

も整備してですね、本当に世界に誇れる小田川にしてもらったらと思います。そういった意味で、

私らも小田川を紹介する時に、「四万十よりもきれいなぜ。」というところで紹介したりするんで

すけど、そういったアバウトなことで答えとったらいけんので、そういう数字をですね、見える

化していただいてですね、からりの前でも子ども達を水辺で遊ばせる光景が本当に土日を中心に

たくさんなります。これをですね、小田のリバーサイド事業のところへね、こちらの方にもにぎ

わいをみせていただいて、からりの前がちょっと混雑しますので、そこの解消にもなるので、見

える化さして、キャンプ場としての五十崎の小田川リバーサイド事業の方もキャンプ場としての

ＰＲもしていただいて、親子で楽しまれる方は、知清もありますけれども、五十崎にもあります

よという形で推進、宣伝してもらったらと思うんですけど、その水のきれいさの見える化という

ことに関してそういう形のものはできないでしょうか。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議員おっしゃられます、水辺の親しみ、水を利用した地域づく

りということですけれども、いろいろな機会通じてですね、暮らしと係り合いをもつ文化を通じ

て活動を通じて水の大切さ、暮らしの関わりを学び、地域に活かしますということでですね、第

二次の内子町環境基本計画の中でそういった位置付けをさせていただいて健全な水環境の保全づ

くり、小田川の利用ということで、一生懸命自分達の活動も充実していくし、外にもＰＲしてい

こうということでやっておりますので、見える数値化ということに関してはどういった方法が皆

さんに一番分かりやすいのかということをまた検討した上で、皆さんに可能な範囲でインターネ

ットとか町のホームページ通じてですね、発信をしていきたいというふうに思っております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 子育て支援のところです。今、お示ししました、所得の関係ですけれど

も、２０１６年が愛媛県で１９位、２００８年には、１５位と。順番だけで図れるものではない

んですけど、稼ぐ力と言っておられる割には、稼げてないのじゃないかなと思うんですけど、町

長のお考えをお聞かせ下さい。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） 金額で言えば、そういうところにランクされているんだろうというふう

に思います。しかし、今、内子町の地域経済をみた時にですね、やっぱり今まで内子町の地域経

済をどんどん引っ張って下さっていた業種っていうのがやっぱ今しんどい状況に陥っているとい

う。これはだいたい皆さん方お分かりだと思うんですね。それからの後継者の問題も含めてどう

いう持続的な業種を持続さしていくというところも大きな課題にさしかかっているということの

中で、しかしそうは言ってもからりをとったり、からりも７億５，０００万前後くらい、せせら

ぎも７，０００万くらい行っているという状況の中で、もし、そういうものがなかったとしたら、

さらに大変な状況に内子町陥ってたんではないかなというふうに思うんですね。そういうふうな

状況だからこそ、町の方としても販売の方も一生懸命やらなくちゃいけないということで先ほど

の一般質問に対したような形でですね、やっているわけでございます。すぐからに右から左、ば

っとはいきませんけれども、これは全力をあげて向き合っていかなければいけないというふうに

私は思ってます。以上です。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 第２期総合計画概要版がこちらにあるんですけど、その中で稲本町長が

目指されている志、要所要所にしっかりとあらわされているとは思っております。しかしですけ

れども、計画がいくら立派でもやっぱり現場力、現場の力と言うのが、先ほども質問されたと思

いますけれども、しっかりと目標をたててその目標に向かって本気のやる気度みたいなところが

必要になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、再度この計画に向かっての稲本町長の

意気込みを聞かせてもらったらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） とにかく職員だけではできませんから町の人達の力も借りながらですね、

これは全力をあげて向き合っていきたいというふうに思います。以上です。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 初めての一般質問とさせていだきました。まだまだ勉強不足のところも

ありますので、なかなかうまく踏み込めてないかもしれませんけれども、引き続き共々に住んで

良かった内子をつくるために頑張って参りたいと思いますので、以上をもちまして、質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩します。午後２時４５分から再開します。 

 

午後２時３２分 休憩 

 

午後２時４５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、大西啓介議員の発言を許します。 
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○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） １番、大西啓介です。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） ３人続いた新人の質問ですが最後となりました。６月定例会に当たり、

質問をさせていただきます。私にとって初めての質問となり、ぎこちない点や、考慮の至らない

点が多々あるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

町議会議員の役割とはなんでしょうか。私は地域住民の代表という立場とともに、「商店街と商

工業の振興のため、そして子育て世代を応援する議員として尽力する」と公約に掲げ、多くの方

にご支持をいただき、この場に立たせていただいております。町民すべての方々に幸せになって

ほしいと心から願っておりますが、現実としては、そのために全員にどの地域にも平等にその施

策や予算配分が実施できるわけではありません。中でも経済振興に繋がる事業に関しては、特に

そう思います。であれば、効果の高い事業にそこから次の展開に繋がり広がっていく施策に、人

とお金を使うべきだと考えます。そういう意味で、町が取り組む様々な事業をきちんと理解し、

町民の意見を聴き、時には中身の修正を促す。それが今の私の議員としての役割であると考えて

います。 

 さて近年、私の周りからは、「内子町は農林業への支援は手厚いが、商工振興に対しては熱心で

はない。商工業者を大事にしていない。」という声が聞こえています。これは、事業者税や固定資

産税など固定経費としての税支出が大きいことや、社会保障負担も年々増加していること、また

お祭りやコミュニティ活動に対して、町の支援が少なくなっている反面、事業者への寄付金や労

働力の負担が増えてきていることなど、様々な点で不満が募っているためだと考えられます。特

に商店街においては、前述の負担が大きいことに加えて、周辺地域、商圏の人口減少、郊外型大

型店の台頭、店主の高齢化等により特に小売業を中心に、経済的に本当に厳しい状況に陥ってい

ます。このままではあと数年で、商店街ではなくポツリポツリとお店がある、空き家通りになっ

てしまいます。そんな中、平成２５年、稲本町長の第２期選挙当選後、愛媛新聞の記事には、「稲

本氏は、商店街振興を「不十分だった」と率直に認め、２期目の重点施策に掲げる目配りをした。」

とあります。また、２６年６月議会では、故池田洋助議員の質問に対して、「既存の商店街につき

ましては、例えば周辺農家と連携して新たな商品開発、販売ができるようなビジネスとしてやっ

ていけるようなものが立ち上がらないか。今の時代の流れの中で、やっぱり業種転換ということ

も場合によっては考えないといけないのではないか。その場合には、町としても、しっかりと相

談にのったり、応援出来るような仕組みも考えて行きたいなというふうに思っている。」と答弁さ

れています。さらに、第２期内子町総合計画における重点施策、プロジェクト１０の概要版にお

いては、まちなかリバイバルプロジェクトとして、最初に商店街行政の強化とあり、内子町まち・

ひと・しごと創生 総合戦略にも同じように謳われています。しかし、商店街や商工業者からの悲

鳴ともいえる不満の声が、減っている様子はありません。そこで最初の質問です。商工、商店街

行政の強化の今までの具体的な施策とその成果はどうなっているのか、お尋ね致します。 

次に、関連する話ですが、この内子町もご多分に漏れず人口減少、少子高齢化の流れのまった

だ中にいます。よほどのアイデアを持って、住民と行政が一丸となって血のにじむ努力をしても、
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町全体としてこの流れを変えるのは、私個人的には、難しいのではないかと感じます。産めよ、

増やせよの時代は終わり、国全体の人口が減ってきています。先日のニュースでは産まれた人数

と亡くなった方の差、いわゆる日本の人口減少数は、昨年１年間で３３万人だそうです。しかし

その一方で、この内子町は、今までの諸先輩方の取り組みのおかげで、世界に通用する魅力と可

能性を持った町だと、強く感じているのも事実です。特に若い世代は、その可能性を求めて、様々

なことに挑戦してみたいと町外から訪れて来たり、I ターン・Ｕターンして、既に取り組んでい

たりしています。そういった可能性を伸ばす政策・施策こそが、地方創世だと私は思いますが、

質問致します。内子町財政における農林業への支援策、また額と商工業への支援策、その額とを

比較し、成果としての就業者数、または率や、生産高、売上高、納税額におけるそれぞれの推移

状況について、お答えください。 

さて、今年度より、当商店街にも関わる大きな事業として、歴史まちづくり法に係る事業計画

づくりが始まったと伺っています。以下、れきまちと省略させていただきますが、そのれきまち

について４点、質問いたします。歴史まちづくり法認定に向けた事業計画づくりの進捗状況と今

後のスケジュールはどうなっているでしょうか、お伺い致します。地域住民や商店主への意見収

集の時期と形式はどうお考えかお伺い致します。れきまち法の中で、空き店舗対策等の補助・支

援事業は可能なのかお尋ね致します。町長の公約である電柱地中化、電線地中化もこの事業に組

み込まれると考えますが、その具体的な内容を教えていただきたいと思います。 

さて、観光協会についてです。観光協会は現在も様々な事業に取り組み、訪れる方々のお役に

たっている、内子町にとって無くてはならない組織です。会長、副会長、部会長を含む理事、監

事、正会員、賛助会員という形で成り立ち、事務局は行政職員が担ってくれています。会費収入

を基本とし、土産品等の販売による事業収入、そして新規事業に関しては、内子町が半額分の補

助金を出すという形で、運営と各事業の財源としております。本年総会では、当初の新規事業の

計画は無しということで、総会資料の予算案において、町からの補助金が０と表記され、「観光協

会は町からの補助金が無くなったんと。」と巷で話題にもなりました。その観光協会の在り方につ

いて、もっとお客様目線の取り組みができないか、民間企業的な意識で観光振興に取り組んでい

く、行政からある程度独立した組織へと改革が必要ではないか、ということで、組織改革委員会

を立ち上げ、全国でも成功している事例等を参考に、内子町観光協会として理想的な形を模索し

ています。そんな中、近年ではＤＭＯという組織形態が話題になっております。これは、「ディス

ティネーション・マネジメント又はマーケティング・オーガナイゼーション」の略で、観光をま

ちづくりの核とし、様々な業界や組織を巻き込んで、収益事業を含め、その地域の振興事業を計

画・遂行していく新しい組織の形として、政府も設立を推進しています。最近、多くのメディア

で流れている通り、この地域でもせとうちＤＭＯという瀬戸内７県を横断する日本最大のＤＭＯ

が設立され、様々な事業を展開しています。その理念とシステムは、当観光協会の新しいスタイ

ルとしても合致するものだと思いますが、実際にＤＭＯに移行するに必要なことは、人材の確保

と財の裏付けです。観光が産業として、まだまだ成り立っていないこの町の環境で、民間の組織

として運営していけるのか。これからその具体的な計画づくりに入りますが、正直、不安のほう

が大きいというのが、会員皆の率直な意見です。以上を踏まえて質問します。第２期内子町総合

計画並びに、内子町まち・ひと・しごと創生 総合戦略において、観光協会の法人化を掲げられて
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いますが、そのビジョンと実現に向けてどういった支援策を検討されているのか、お尋ねいたし

ます。以上です。 

○議長(山本徹君)  大西啓介議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  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） 大西議員のご質問にお答えさせていただきます。まず、

商工行政の強化の現在までの具体的な施策とその成果がどうなっているかというご質問ですが、

内子町まち・ひと・仕事創生総合戦略でも掲げておりますが、商工行政の強化につきましての具

体的な施策と致しましては、まず雇用の場の確保として、昨年度より、高校生・大学生・専門学

校卒業予定者、これは卒業後３年までの方も含みます。を対象とした合同企業説明会を大洲市・

内子町共催で開催致しております。参加者は、高校生１８４名、大学・短大・専門学校など３０

名、既卒者１９名でした。引き続き、今年度も７月２５日にリジェール大洲にて開催予定でござ

います。そして、起業・創業支援と致しましては、昨年度より、えひめ産業振興財団にご協力を

いただき、６月から７月にかけて５回の創業塾セミナーを開催し、１７名の参加があり、３名の

方が新たに起業されています。今年度も７月から８月初旬にかけて開催予定でございます。２つ

目の手仕事や伝統産業等への育成支援につきましては、八日市伝建地区で現在、手仕事の会に指

定管理で運営いただいています、拠点施設の整備を文化庁の補助事業で整備致しました。また、

内子町の匠づくり奨励金として、平成２４年度から２６年度まで３ヶ年、大洲和紙製造技術研修

者に支出致しております。そして、現在も大洲和紙製造技術の担い手として頑張られています。

また今年度から大洲和紙製造技術研修者として１名、内子炭製造技術研修者として１名が奨励金

の申請、申請予定をされています。３つ目の、賑わいのある商店街の再生に向けた商店街が行う

空き店舗対策の支援につきましては、現在のところ、未着手の状態であります。今後関係各課で

連携しながら検討していきたいと考えています。４つ目の、内子まちづくり商店街協同組合が取

り組むコラボギフト事業等に対しての支援につきましては、現在、内子町ふるさと納税の返礼品

として、ギフト商品を取り扱っています。平成２６年度が９件、平成２７年度が２２９件、平成

２８年度が３５件となっています。 

最後に、南予地域事業承継先紹介支援事業についてでございますが、南予の９市町が連携し、

事業承継の推進を図るものでございますが、内子町も含め関係市町とも具体的にまだ動けていな

いのが現状ではございますが、内子町商工会とも連携を取りながら、事業実施計画の策定、支援

対象選出法の策定、事業承継の支援対象リストの作成などを行ってまいりたいと考えています。

全体をとおし、賑わいと魅力ある商店街づくりの活動に対しましての支援につきましては、まち

づくり商店街組合の事務を行うことはできかねますが、商店街の育成・支援など、できることを

お手伝いさせていただきたいと考えています。 

次に、内子町財政における、農林業への支援策、（額）と商工業への（額）等を比較し、成果と

しての就業者数（率）や、生産高（売上高）、納税額におけるそれぞれの推移状況におけるご質問

でございますが、わが町の家計簿、経済センサス、農林業センサス、町税等の収入状況を基にお

答えさせていただきます。２８年度の決算がまだ出ておりませんので、直近の状況は２７年度で



平成２９年６月第 91 回内子町議会定例会 

‐ 46 ‐ 

お答えさせていただきます。まず、２７年度の農林業の主な支援策と致しましては、中山間直接

支払交付金が６，４１１万８，０００円、森林そ生緊急対策事業費補助金が５，２４８万５，０

００円、有害鳥獣対策関連補助金が２，０２２万１，０００円、農産物直売所を核とした農産物

等の地域内循環事業が１，３０６万６，０００円などで、農林水産業費が６億７，８５２万３，

０００円です。商工業の主な支援策と致しましては、プレミアム商品券事業費が３，８５４万８，

０００円、観光情報パンフレット及び観光サイト等多言語化対応事業委託料が１，６８８万円、

小田深山観光施設（人工降雪機整備）が１，９９８万円。えひめいやしの南予博２０１６実行委

員会負担金が８３７万円、内子町商工会育成補助金が８７０万円などで、商工費が１億５，５０

１万４，０００円です。就業者数（率）でございますが、それぞれのセンサスで調査日にズレが

ございますが、平成２９年５月１日時点で農林業就業者数が１，８１０戸、こちらは農業センサ

スの方が人数でなく、戸数で調査しておりますので、戸数で述べさせていただきます。戸数総生

産額が３２億５，２７８万５，０００円、工業が平成２６年１２月３１日時点で４６事業所、就

業者数９５１人、商業が平成２６年７月１日現在で、２３６事業所、就業者数８７１人、商工業

の総生産額が４０２億７，６００万円でございます。率に関しましては、調査日が違いますので

正確な数字ではございませんが、おおよそ、農林業従事者が約２８．２％、商工業従事者が約２

８．４％となっています。納税額でございますが、賦課に至る過程につきましては、ご承知のと

おり、年間の売上げから必要経費を控除した額に対しまして課税されますが、経費として専従者

の給与や設備投資した機械等に対する減価償却も経費として含まれます。そのため、議員ご質問

の支援策により、増収・増益が想定できるところではございますが、経費等の取り扱いなどの関

係から基因する増収を比較することが困難な状況であることをご理解賜りたいと思います。また、

個人所得の振り分けは困難ですので、法人町民税での申告納税額でしか分かりませんが、農林業

が１０５万円、商工業が２，７００万円となっております。また、それぞれの推移状況に関しま

しては、それぞれ１０年前、５年前の数字を申しますと、わが町の家計簿の農林水産費が、平成

１８年度が８億３，２４０万３，０００円、平成２３年度が７億９万４，０００円、商工費が、

平成２８年度が７，６５９万３，０００円、平成２３年度が６，４６９万円となっています。就

業者数は、農林業就業者数が、平成１８年度が２，４６９戸、平成２３年度が２，１３２戸、工

業就業者数が平成１８年度が１，２１０人、平成２３年度が１，０３５人、商業就業者数が平成

１８年度が１，３１５人、平成２３年度が１，０２３人となっています。総生産額は、農林業が

平成１８年度が３３億８５０万円、平成２３年度が３３億１，５１４万５，０００円、商工業が

平成１８年度が３０８億７，２７４万円、平成２３年度が２７１億２，８８２万円となっていま

す。納税額は、農林業所得は、平成１８年度が１３５万５，０００円、平成２３年度が９８万円、

商工業所得が平成１８年度が１，８８３万７，０００円、平成２３年度が２，４６３万５，００

０円となっています。 

次に、歴史まちづくり法に関するご質問ですが、歴史まちづくり法認定に向けた事業計画作り

の推進状況と今後のスケジュールについて。また、地域住民や商店主への意見収集の時期と形式

につきましては、あわせてお答えさせていただきます。今年度より「地域における歴史的風致の

維持及び向上に関する法律（通称、歴史まちづくり法）に基づく、歴史的風致維持向上計画の策

定に取り組んでおります。この計画を策定し、国の認定を受けることで、交付金事業等を実施す
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ることが可能となります。この歴史的風致維持向上計画の中には、歴史的な建造物とそれに関連

する祭礼や行事などの活動が一体となった環境や風景等、各地域の歴史的風致を定める必要がご

ざいます。現在は、計画策定の第１段階である、この歴史的風致を定めるための資料収集や調査

を始めたところでございます。その調査の過程におきまして、地域や商店街の皆様方からもご意

見を伺いたいと考えています。その時期と形式につきましては、８月後半頃から、調査委託をし

ております東京大学の学生達が中心となって、現地でのヒアリングやワークショップ等を行う予

定としておりますが、現在その方法など、詳細を詰めているところでございます。 

次の空き店舗対策等の補助、支援事業は可能なのかというご質問ですが、具体的な事業につき

ましては、この歴史的風致を維持向上するための事業が国の支援の対象となります。例えば、国

土交通省の社会的資本整備総合交付金による支援ですと、住宅等の外観の修景事業や、計画に定

めた歴史的風致形成建造物の修理費、復原費、自治体による買取費などが挙げられます。議員ご

質問の空き店舗対策としましては、例えば空き店舗の外観修景、空き家・空き店舗が歴史的風致

形成建造物である場合は、その建物の活用にかかる整備費が挙げられるかと存じます。また、公

共事業としましては、道路や公園の整備、電柱の地中化なども対象となっております。但し、こ

の国の支援の対象は、当計画の中で定める重点区域のみとなります。この重点区域には、重要文

化財を含む歴史的風致が必要となります。ですので、できるだけ、将来的に可能性が広がる重点

地域となるよう、調査を進めているところでございます。これら国の支援事業につきましても、

住民の方のご意見を伺う機会を「歴史的風致」の調査と併せて行っていく予定でございますので、

その際は、ぜひ多くの皆様方にご参加いただけますよう、ご協力をお願い致します。 

最後に無電柱化もこの事業計画に組み込まれると考えるがその内容はというご質問ですが、内

子町商店街の無電柱化については、現在建設デザイン課が中心となり検討しているところでござ

います。当然ながら本事業に組み込むことで検討しておりますが、昨年制定された無電柱化推進

法などの活用も含めて、様々な切り口から、商店街無電柱化の実現に向けて取り組んでいきたい

と考えています。 

 最後に、観光協会の法人化のビジョンと実現に向けてどういった支援策を検討されているのか

というご質問ですが、内子町観光協会は観光を産業化していくための総合的な組織体であり、観

光に関連するサービス業の資質向上及び、発展のためにも必要不可欠な組織であると認識してお

ります。行政の期待する観光協会とは、内子町内に点在している魅力溢れる観光資源を線で結び、

滞在して周遊させる着地型旅行商品を造成し、販売し、確実に送客出来る仕組みをつくり実施し

ていくことです。また、国内外の旅行者にタイムリーな情報を発信して、マーケットとなるユー

ザーに欲しい情報を欲しい時に的確に届けて観光行動をおこさせること、さらに組織の横断的あ

るいは広域的な連携をしてプラットホームを構築し、関係省庁、関係団体の観光関連事業を受託

して、経営の多角化や質を高めることだと考えています。そのためにも、ビジターセンター業務

や、町立伝統文化施設の管理運営を受託するとともに、その他観光にかかる収益のある自主事業

を実施して、経営的にも自立していただかなくてはなりません。現状の組織を鑑みますと、役員

や事務局ともに専任者はおらず、片手間となっておりますし、強いリーダーシップを発揮できる

人材も不在です。会費収入はあるものの、会員の減少や職員が兼務しているための人件費負担が

課題となっています。従いまして、組織の独立のためには、強いリーダーシップのとれる優れた
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人材の登用とともに、マスタープランを作成する必要があると思います。早急に独立のための行

程表を策定し、またＤＭＯへの移行も愛媛県などの動向を見ながら検討していきたいと考えてい

ます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） ありがとうございます。あわせて、商工商店街行政の強化の現在までの

具体的な施策とその成果についてと農林業と商工業への行政支援の比較と成果についてお尋ね致

しました。もう一つ、質問させていただきます。担当部署、農林業と商工業、それぞれの行政内

での担当部署と職員数はどのような形になっておりますか。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（山本徹君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） それぞれの人員構成をお尋ねだと思いますけれども、産業振興課は

ですね、全部の職員１１名、これは農村支援センターも含めて１１名で業務を推進しております。

当然、農業振興ですとか、林業振興それぞれ３名ずつ配置をしておりまして、販売促進の担当も

おいております。支援センターには３名ということで、課長を入れて１１名という体制で農業の

振興をはかっているという状況でございます。対しまして、町並・地域振興課でございます。課

長含めまして１４名の体制で業務を推進をしております。それぞれ業務をおこなう場所について

は分かれておりますけれども、ビジターセンターのですね、商工観光係のみ限って言えばですね、

３名プラス兼務が１名ございまして、３名プラス兼務の職員ということでやっております。ただ、

ですね、町並・地域振興課、どの部署もそうなんですけどそれぞれですね、いろんなところに内

子町、内子座、町並、それから五十崎には棚田ですとか、小田には巨木があったり、深山があっ

たりとかいろんなところに地域資源があります。そういったものを業務としてですね、磨いて、

結果的にいろんな方にですね、内子に来ていただこうという業務をおこなっております。そうい

う意味ではですね、町並振興課すべての職員がですね、観光、あるいは観光客に来ていただくと

いう、それが結果的に商業振興に結び付けていくという業務を担っております。そういうことで

すので、ビジターセンターだけの商工観光係３名プラス兼務職員というだけではなくてですね、

全体的に観光振興、あるいは商業振興に携わった職員であるということもご認識をいただいたら

と思っております。以上です。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 実感として、商店街の代表としても役をしておりますので、実感として

はそれでも商工業についてはちょっと支援が少ないなと、農業、林業に偏っているんではないの

かなというのが実際に身に感じる実感です。 

もう一つ、質問させていただきます。その商店街行政の強化という施策が今後そういう形で効

率よく実施され成果を生んでいけるのかは、少し疑問に感じます。実際、本議会、午前中の町長

招集挨拶及び行政報告においてもほぼほぼ農林業のお話だけです。もちろん農林業は産業として

という面だけではなく、地域にとっても文化であり、生活の根底を支える人として、本当に大切

な営みだということは十分理解しているつもりですし、支援も必要だと思います。しかし、商工
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業もやはり大事なんです。商工業に対しても有効な施策を積極的に打ち、共に成長していければ

それが融合して必ず素晴らしい科学反応を起こすと思います。例えば、商店街においても私が代

表になってから５年間、商店の数は減っておりません。横ばいです。増えてもおりませんけれど

も、それだけでも近隣の商店街関係者からはすごいことだと言われます。しかし、出店のお問い

合わせが相談は年々多く寄せられておりまして、現時点でも４件の相談があり、うち２件は出店

に向けて最終調整をしております。そこにニーズにあった支援策が恒常的に存在すれば実際に出

店する人数は必ずまだまだ伸びます。お店ができるイコール人口増、雇用や税収増加にもつなが

ります。さらにそれが飲食店や青果店であれば農産品の需要にも直結します。この町の経済の伸

びしろはまだまだ大きく広がっていると私は思っています。これは私の一人よがりな思いかもし

れません。まずは理事者や課長の皆さんにさまざまな事業経営者、特に若手から意見をきいてい

ただきたい。話をしていただきたい。その上で一次、二次、三次産業をバランスよく支援し、町

の活力を経済を延ばして行く。それがこの町の稼ぐ力をはぐくみ、住み続けられる町であるため

の必要なことだと私は思います。そこでお尋ね致します。行政と町内の経営者や商工関連団体代

表者との経済懇談会を継続的に開催するお考えはないでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 今のご質問でございますけれども、商工会の方と協議し

ながら検討して参りたいと考えております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） お願い致します。 

 れきまちの話になりますが、その様々な事業実施については行政と地域住民並びに商店主との

コミュニケーションが最重要課題だと私は考えます。もうすでに間違った解釈をして批判的な意

見を発している店主さんもいらっしゃいます。残念なことですけれども。しかし、よりよいまち

づくりのために正確な情報交換と両者が思いを理解し合う姿勢が何より大切です。そのための手

間をおしまず、臨機応変にその説明会や意見交換会を開催していただけますでしょうか。もちろ

ん私も地域と商店街と共に誠心誠意対応してまいりたいと思います。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） そのような形で実施させていただきたいと思っておりま

す。先程の答弁でも申しましたけれども、現地でのヒアリング、ワークショップなどを出来るだ

け多くおこない、皆さんのご意見を伺いながら実施していきたいと思いますので、ご協力、ご理

解をお願い致します。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 最後です。私が今回質問した商店街商工業支援、各産業への行政支援の

バランス、れきまち、観光協会の法人化、これらはすべて一本の線でつながっています。他にも

景観や移住などつながっている政策はいろいろとありますが、この線はこれからの内子町経済振
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興に直結している重要な線だと考えます。行政と民間がタッグを組み、より効率的に経済振興に

取り組んでいくために、線を面にする、今よりも踏み込んだ仕組みが必要だと私は強く思います。

そのために、商工観光振興課の設置をご検討いただきたいのですが、これはあえて質問ではなく、

話が大きくなると思いますので、また次の機会に改めて質問させていただきたいと思います。そ

ういうことをどうぞお含みいただいて、以上をもちまして、私からの質問を終了致します。 

○議長(山本徹君)  以上で、一般質問を終結します。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

明日９日は午前１０時から本会議を開きます。日程は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２５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６月第９１回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２９年６月８日（木） 

○開会年月日   平成２９年６月９日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 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  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第８号） 

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 報告第 ２号 平成２８年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

日程第 ４ 報告第 ３号 平成２８年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算について 
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日程第 ５ 議案第５５号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第５６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第５７号 内子町都市公園条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第５８号 内子町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第５９号 内子フレッシュパークからりの指定管理者の指定について 

日程第１０ 議案第６０号 内子町地域資源活用総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

日程第１１ 議案第６１号 内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指定について 

日程第１２ 議案第６２号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第６３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第１４ 議案第６４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１６ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１６まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） 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（山本徹君） 「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、森永和夫議員。６番、菊地幸雄議員を指

名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「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８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 報告第２号 平成２８年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 報告第２号 平成２８年度内子町一般会計繰越明許費繰越計

算について」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第２号、平成２８年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算につきま
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しては、事業執行に不測の日数を要するため、また国の補正予算に関連した事業など、３月定例

会で繰越明許費についてお認めいただきました事業に係る繰越計算書について、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により報告す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、ご承認賜りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方からご報告させて頂きます。議案書１につきまして

は、３ページでございますが、説明につきましては、議案説明資料３にて行いたいと思います。

ご準備をお願いします。 

１ページをお開きください。款、項、事業名、翌年度繰越額につきましてのみ報告をさせて頂

きます。まず、２款総務費でございます。１項総務管理費、財産管理費、これは御祓の分譲住宅

地盤改良工事の件でございます。４００万円。続いて、３項戸籍住民登録費、通知カード・個人

番号カード関連事務事業１３６万６，０００円。続きまして、３款民生費でございます。１項社

会福祉費、臨時福祉給付金事業８，０９４万８，０００円２項児童福祉費、保育園諸費、こちら

は社会福祉協議会立大瀬保育園の新園舎建設の工事費用でございます。２億８１７万円。続きま

して、６款農林水産業費でございます。１項農業費、農業振興費１億７，３４６万７，０００円。

中山間地域所得向上支援対策事業費、基盤整備６，８３２万６，０００円。農業基盤整備促進事

業費２００万円。農地耕作条件改善事業費４１５万５，０００円。２項林業費、林業振興費９３

５万円。農林漁村地域整備交付金（山のみち）事業費３，６４０万円。続きまして、８款土木で

ございます。２項道路橋梁費、社会資本整備総合交付金事業費（町道）８，１７１万４，０００

円。３項河川費、がけ崩れ防災事業費３，７２４万２，０００円。５項住宅費、団地管理費１，

９９６万８，０００円。続きまして、９款消防費でございます。１項消防費、防災行政無線整備

事業４億２，７１８万４，０００円。続きまして、１０款教育費、１項教育総務費、学校教育施

設等修繕費１，３７４万８，０００円。５項社会教育費、伝統的建造物群保存地区保存対策費（補

助）１，１０８万８，０００円。町誌編さん事業３７８万円。続きまして、１１款災害復旧費で

ございます。１項農林水産施設災害復旧費、現年発生補助林業施設災害復旧費６，２５２万４，

０００円。２項公共土木施設災害復旧費、現年発生単独公共土木施設災害復旧費１，０８８万７，

０００円でございます。なお、繰り越すべき財源内訳等につきましては、記載内容のとおりでご

ざいます。以上、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づく、繰越計算書の報告でござ

います。よろしくご審議の上、ご承認賜わりますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。従って、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第４ 報告第３号 平成２８年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 報告第３号 平成２８年度内子町水道事業会計繰越明許費繰
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越計算について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第３号、平成２８年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算につ

きましては、地方公営企業法第２６条第１項に規定する建設改良費の繰越額でございまして、地

方公営企業法第２６条第３項の規定により報告するものでございます。その内容につきましては、

建設デザイン課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い致

します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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） 報告第３号、平成２８年度内子町水道事業会計繰越明許費

繰越計算書についてご説明申し上げます。 

議案書５ページをお願い致します。内子町水道事業の事業執行にあたり、内子町上水道第七次

拡張事業につきましては、同時期施工の県道内子双海線の改良工事との調整に不足の日数を要し

たこと、また、県道鳥首五十崎線改良に伴う配水管布設工事につきましては、県道鳥首五十崎線

の改良事業の工事と同時期の施工を行うこととしておりましたが、県道改良事業の用地買収に不

足の日数を要し、両工事とも年度内完成が見込めないため、３月議会に繰越明許費として計上し

た事業でございまして、今回繰越計算書を報告するものでございます。資本的資質の中の建設改

良費、建設改良事業費でございまして、翌年度繰越額は１億６０００万円でございます。財源の

内訳は記載内容のとおりでございます。以上、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告

するものでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 鳥首五十崎改良に伴う配水管敷設工事というのは、場所はどの辺ですか

ね。私もたいがい五十崎に住んでおるんでたいがいのところだったら分かるんじゃけど。場所だ

け教えて下さい。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今、工事されよる場所といいますのは、久保興業の事務所

がございますが、それから山手側にずっと入る工事をしておると思うんですが、今、途中まで改

良工事が済んでおる、保育所の山側になりますけどが、場所についてはその辺りの工事。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 
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本件は、報告事項であります。従って、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第５ 議案第５５号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 議案第５５号 内子町個人情報保護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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５５号、内子町個人情報保護条例の一部改正につきましては、個

人情報の保護に関する法律、及び、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の一部改正に伴い、内子町個人情報保護条例の一部を改正するものでございます。

その内容につきましては、総務課長に説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 議案書１の６ページをお開きください。議案第５５号「内子町個人情

報保護条例の一部を改正する条例について」でございます。今回の改正の主な内容をご説明させ

ていただきます。個人情報の保護を強化するための個人情報の定義を明確化する、また要配慮個

人情報に関する規定を整備する、それから個人情報保護制度をより充実したものにするため、個

人情報を適法に収集していない場合、条例の規定に反して個人情報を利用、提供を行っている場

合などにおける個人情報の提供の禁止、消去、利用の停止を請求することができる権利、利用停

止請求権を整備することと併せて、現行法規に照らし合わせた若干の改正と語句や表記を改めて

おります。 

改正条例案は７ページから１１ページに掲載しておりますが、説明につきましては、説明資料

３の３ページから１５ページにかけまして掲載しております、新旧対照表でご説明を致します。

まず、３ページの中ほど第２条でございます。１号では、個人情報の定義をより明確にするため

の改正を行っております。従来の「特定の個人が識別され、または識別され得るもの」を改めま

して、新たに、アでは、個人識別符号を含まない氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの、そしてイでは、個人識別符号が含むものとしております。個人

識別符号とは新たに設けられた概念でございまして、顔識別データや指紋識別データ、さらには

旅券番号、基礎年金番号、個人番号等を定義しております。次に、同条２号では、新たに「要配

慮個人情報」の規定を追加致します。これまで、個人情報保護法におきましては、人種、思想・

信条、社会的身分等に関する情報については、類型的に定義することには、非常に困難が伴うと

いう理由から、その取扱いについて明確ではございませんでしたが、個人情報保護法等改正法で

は、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実その他本

人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するも
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のとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」を「要配慮個人情報」として定義し、本人の

同意を得ないで取得することを原則禁止とする等、その取扱いに関する規定が新たに設けられた

ことによりまして、本条例にもその規定を加えるものでございます。 

次に、少し飛びまして８ページの下段をお開きください。改正案では第１４条の「是正の申出」

の削除でございます。この条項につきましては、後に説明致します、第２０条において整備する

利用停止等の請求に係る事項を規定する「利用停止請求権」の整備に伴い、個人情報の取り扱い

に関する是正を申し出ることができる制度を廃止することに伴うものでございます。 

次に、１０ページの下段、第２０条利用停止の請求についてでございます。内子町の場合、従

来の規定では、開示請求、訂正の請求、特定個人情報を除いた個人情報の削除の請求、特定個人

情報の利用停止の４つの請求権が認められておりました。今回、特定個人情報を除いた個人情報

の利用及び提供の停止についての請求権の規定はございませんでしたので、そのために従来の第

２０条に規定する「削除の請求」、第２０条の２に規定する「利用停止の請求」の全部を改め、新

たに第２０条「利用停止の請求」として規定することで、より厳格に個人情報の提供の停止、消

去、利用の停止を請求することができる権利を整備致すものでございます。 

続いて、１５ページ、上段、第３１条でございます。「他の制度等との調整」の改正でございま

すけれども、１号で規定していた統計法につきましては、平成１９年法律第５３号として全部改

正されていること、また２号で規定しておりました、統計報告調整法につきましては、統計法の

全部改正により廃止されていることによるものでございます。 

続いて、同じく１５ページの附則では、施行期日、経過措置を規定してございます。なお、そ

の他の箇所の改正につきましては、第２条並びに第２０条の改正によるもの、そして、関係法律

の改正に伴うもの、及び適正な標記に変更をさせて頂くものでございますので、お目通しを頂く

と致しまして説明を省略させて頂きます。 

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。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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５５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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第５５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５６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「程第６ 議案第５６号 内子町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について」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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５６号、内子町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正につきましては、個人情報の保護に関する法律、及び、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、内子町行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正するものでございます。その内容につきましては、総務課長に説明をいたさ

せますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、議案書１２ページをお開きください。議案第５６号 内子

町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 

議案書１の１３ページをお開きください。この度の改正の内容は、第１条及び第５条第１項中

の「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に改める内容でございます。この行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、第１９条におきまして「何人も、

特定個人情報の提供をしてはならない。」と特定個人情報の提供の制限が規定をされてございます

が、その除外規定として同条の第９号にはこれまで、「地方公共団体の機関が、条例で定めるとこ

ろにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情

報を提供するとき。」というふうに定められてございましたものがですね、今回の法の一部改正に

より、「第９号」が「第１０号」に１号繰り下がったためによるものの一部改正でございます。な

お、新旧対照表は、説明資料３の１６ページに掲載をしておりますのでご確認ください。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。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 以前にも個人情報の利用については、条例制定頃に説明を受けとったと思

うんですが、ちょっと理解いうか状況を教えてほしいと思うんですが、この個人番号を行政機関

で情報を共有今後していくことがあろうと思うんですが、それの共用が施行よりはちょっと時期

が遅くて何言われよったかちょっと記憶にないんですが、具体的には税務署とか役場とかそうい

うものが情報をネットワークを使ってできると言われよったんですが、どうも報道によるとその

システム構築が遅れて最初言いよった時期にはそういう対応ができないというような情報を聞い

ておるんですが、そこらの情報をちょっと分かっておればお聞かせいただきたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今、林議員がおっしゃられたのは、ネットワークを介してマイナポー

タルというサイトでですね、個人情報がどの様にして取り扱われているのかという個人でもそう

いった個人情報の紹介等がどのようにされたかというのを確認できるようなシステムとかですね、

あとマイナンバーにつきましては、金融分野とか医療とかの分野に今後は拡大していきますよと

いうようなですね、内容が盛り込まれてございます。特に今回改正になりました法律ではですね、

さらに今の金融分野、医療等の分野における利用範囲の拡大によりまして、法改正がされている

というようなことで、預金口座等への付番とか特定検診、保健指導に関する事務における利用と

か予防接種等に関する事務の連携とかですね、いろいろな方面に渡ってこれからマイナンバーが

適応されていくというような状況でございますけれども、この条例を制定する当初にご説明を申

し上げていた時期よりかはですね、やはりシステムの構築の遅れ等もございまして、利用の時期

はだいぶずれ込んでございます。ただその事務がいつごろかということにつきましてはですね、

ちょっと今手持ちの資料が詳しい資料がありませんので説明をさし控えさせていただきますが、

以前よりは若干行程が遅れているというようなところでご認識をいただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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５６号」は総務文教委員会に付託するよう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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第５６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７ 議案第５７号 内子町都市公園条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 議案第５７号 内子町都市公園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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５７号、内子町都市公園条例の一部改正につきましては、既設使

用料の改定に伴い、内子町都市公園条例の一部を改正するものでございます。その内容につきま

しては、自治・学習課長に説明を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。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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５７号、内子町都市公園条例の一部改正について、ご
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説明申し上げます。 

 資料番号１、議案書１４ページをお開き願います。提案理由でございますが、施設使用料の改

定に伴い、内子町都市公園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、議案説明資料の方で説明させていただきます。説明資料の１９ページを

お開きいただいたらと思います。今回の改正は、昨年度末に完成致しました内子運動公園テニス

コートの施設使用料を改正するというものでございます。一番上の右の表になりますが、これが

現行の表になります。個人であれば１カ月１，０２０円で何度でも利用できるという、非常に安

価な料金になっております。町内のテニスコートにつきましては、内子運動公園と小田城の台公

園の２箇所ありますが、このたび城の台公園と同様な施設になりました。左側の表にありますよ

うに、町内、一般であれば１面２時間６００円、町外であれば１面２時間９００円、夜間照明施

設を利用する場合は１面２時間４００円とし、城の台公園テニスコートに使用料に合わせる形で

改正させていただきたいというものでございます。 

説明資料１７ページをお開き願います。今回の一部改正にあわせまして、第２条第３項の表に

テニスコートの利用時間を追加させていただき、また、別表の料金表に円の標記があるものとな

いものがありましたので、今回、太字の箇所を改正するものでございます。以上、議案第５７号、

内子町都市公園条例の一部改正について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（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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、採決をおこないます。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 「議案第５７号 内子町都市公園条例の一部改正について」の採決をおこないます。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（山本徹君） 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。 

 

  日程第８ 議案第５８号 内子町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議案第５８号 内子町老人デイサービスセンターの指定管理

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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本案を含む５件の指定管理者の指定に関する案件につきましては、５月

１１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基づく指定管理者の指定につ
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き、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して、いず

れの施設も、期間を設けて公募扱いとした施設でございます。 

議案第５８号、内子町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につきましては、その内

容を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、ご決定を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（山本徹君） 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） それでは、議案第５８号についてご説明申し上げます。議案

書の１８ページ、それから説明資料３の２０ページをお開き下さい。内子町老人デイサービスセ

ンターの指定管理者の指定について、指定期間満了に伴い次期指定管理者を選任することにつき

まして、議会の議決を求めるものでございます。この施設につきましては、広報等により公募を

行いました結果、一社から応募があり、５月１１日開催の指定管理者選考委員会の審査結果の答

申を受け、指定管理者として指定するものでございます。内容につきましては、議案書１の１８

ページの中ほどでございます。１、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。名称は内子町老人デイサービスセンター。所在地は内子町五十崎甲９４５番地３でござい

ます。資料３の２０ページの位置図の赤丸で示してあります場所が内子町老人デイサービスセン

ターの位置でございます。２、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。名称

は社会福祉法人内子町社会福祉協議会。所在地は、内子町内子１５１５番地でございます。３、

指定の期間は、平成２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５年間でございます。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（山本徹君） これより質疑に入ります。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 指定管理者に対しては別に意見はないんですけど、このデイサービスセ

ンターいわゆる、たんぽぽですけれども、聞くところによると、ショートステイがないというよ

うなことで最近利用者が少し減っておるようなことを聞くんですけれども、利用状況等を参考ま

でに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。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 施設の利用状況でございますが、手元に２５年から２８年の

利用状況の資料がございます。通所介護、介護予防通所介護、生きがいデイサービス、すべてを

含めての数字をご説明致します。２５年度が２，８４０人、２６年度が２，３７６人、２７年度

が２，２０２人、２８年度が２，５８５人でございます。２６年、２７年度が若干人数が落ち込

んでおるようでございますが、２８年度には随分回復をしているという状況です。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 



平成２９年６月第 91 回内子町議会定例会 

- 61 - 

お諮りします。「議案第５８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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第５８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５９号 内子フレッシュパークからりの指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議案第５９号 内子フレッシュパークから里の指定管理者の

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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５９号、内子フレッシュパークからりの指定管理者の指定につき

ましては、その内容を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、ご決定を賜り

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（山本徹君） 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、内子フレッシュパークからりの指定管理者の指定に

ついて、説明させていただきます。議案第５９号、内子フレッシュパークからりの指定管理者の

指定については、指定期間満了により、改めて指定管理者を選任することにつき、議会の議決を

求めるものでございます。この施設につきましては、広報等による公募の結果、１社から応募が

あり、５月１１日開催の指定管理者選定委員会の審査結果の答申を受け、指定管理者として指定

するものでございます。内容につきましては、議案書１の１９ページを。議案説明資料３の２０

ページをお開き下さい。１、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、

名称が内子フレシュパークからり、所在地が内子町内子２４５２番地。外７筆。２、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、名称が株式会社内子フレッシュパークからり、

所在地が内子町内子２４５２番地でございます。３、指定の期間でございますが、平成２９年７

月１日から平成３４年６月３０日までの５年間でございます。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（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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５９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。これにご異議あしませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、「議案第５９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１０ 議案第６０号 内子町地域資源活用総合交流促進施設の指定管理者の指定に 

ついて 

○議長（山本徹君） 「日程第１０ 議案第６０号 内子町地域資源活用総合交流促進施設の指

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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６０号、内子町地域資源活用総合交流促進施設の指定管理者の指

定につきましては、その内容を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、

ご決定を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（山本徹君） 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） それでは、議案第６０号、内子町地域資源活用総合交流促

進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１の２０ページ、説明資料も２

０ページでございます。指定期間満了によりまして、改めて指定管理者を選任することにつき議

会の議決を求めるものでございます。この施設につきましては、広報等による公募の結果、他に

応募がありませんでしたので、５月１１日開催の指定管理者選定委員会の審査結果の答申を受け、

指定管理者として指定するものでございます。 

位置につきましては説明資料２０ページに示しておりますフィットネスリュウオウの横の施設

になりますのでお目通しをいただいたらと思います。 

内容につきましては、議案書１の２０ページに示しております。１、指定管理者に管理を委任

する施設の名称及び所在地。名称は、内子町地域資源活用総合交流促進施設。所在地は、内子町

五十崎乙４８９番地１でございます。２、指定管理者に指定する団体の名称及び所在地は名称は

株式会社楽農研究所。住所、内子町内子１９７０番地でございます。この株式会社楽農研究所で

ございますが、平成２５年１２月に設立されまして、農産物を中心とした青果卸・小売り・農産

加工製造・販売をしている会社でございまして、代表者は菊池義一さんでございます。特にＩタ

ーンＵターンの農家を中心に取引を行っておられます。この施設におきましては、産農産物の販

売、加工商品の開発・販売やイベントの開催等を行う予定でございます。指定の期間につきまし

ては、平成２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５カ年間でございます。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（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 
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○３番（向井一富君） 指定団体の名称が株式会社楽農研究所、２５年に設立されたと聞いてお

りますけれども、使用期間満了に伴い、ここが指定されるんだろうと思いますけれども、この満

了期間というのは、それまではどちらがここを管理されとったか教え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（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） これまでは、オリエントホテル高知さんということでオー

ベルジュ内子の指定管理者が指定管理者としてしておりました。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） ここの施設に付随するトイレ等もあると思うんですけどそこらの管理

というのはどのようになりますか。どこがするようになるか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） トイレ等も含めて建物全体の維持管理につきましては、指

定管理者においてやっていただくようになろうと思います。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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６０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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６０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１１ 議案第６１号 内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１１ 議案第６１号 内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指

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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６１号、内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指定につきまし

ては、その内容を小田支所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。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大森小田支所長。 

〔大森豊茂小田支所長登壇〕 
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○小田支所長（大森豊茂君） それでは、議案第６１号、内子町小田の郷せせらぎの指定管理者

の指定につきまして、ご説明を申し上げます。 

議案資料１の２１ページをご覧下さい。今回、提案致しますのは、「内子町小田の郷せせらぎ」

の指定管理期間が、平成２９年６月３０日をもって満了となるため、次期指定管理者につきまし

て、議会の議決を求めるものでございます。この指定管理者の選定にあたりましては、公募を行

い、小田まちづくり株式会社１社のみの応募でありまして、５月１１日に開催されました指定管

理者選定委員会において、異議なく選定されたところでございます。内容をご説明申し上げます。

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。名称「内子町小田の郷せせら

ぎ」、所在地、内子町寺村２５１番地の１。位置につきましては、資料３の２０ページをご覧いた

だいたらと思います。２番目の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。名

称、小田まちづくり株式会社、所在地、内子町小田８１番地。指定の期間でございますが、平成

２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５年間でございます。この小田まちづくり株式

会社は、現在の指定管理者でありますとともに、「小田の郷せせらぎ」の設立時からの管理運営を

行っていただいている会社でございます。経営面におきましても、昨年の決算におきましては、

過去最高の売上額、入込客を記録するなど、健全な管理運営に努めていただいているところでご

ざいます。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(山本徹君)  これより、質疑に入ります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長(山本徹君)  山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 一点だけちょっとお聞きしたいんですけど、せせらぎの横ですよね、

いつの時だか忘れましたけど、町がある程度予算を出して。最初、コロッケかなんか作ったよう

な倉庫があって、その後、シャーベットをやるとか何か特産品で何かを作るとか言ってやられよ

ったと思うんですけど、時々小田、私、仕事の関係で通るんですけどあの前も。最近開いてない

ような感じがするんですけどその辺は。私の勘違いかもしれませんし、もし会社としてどのよう

な利用方法を考えておられるのかその辺ちょっと聞かせていただいたらと思います。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） 今のせせらぎの特産品販売施設の左側にあるところでございます。

あそこについては加工施設と言うことで以前ですね、コロッケをつくって販売するということで

やられておりましたが、その後２年程コロッケの販売もやめて休んでいる状態でございました。

現在はオダメイドのアイスとかクッキーとかそういったものを加工して利用を致しております。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長(山本徹君)  山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 加工したものを窓口で前はコロッケなんかは窓口で加工所の前で販売

してたんですけどあそこでも販売をしているし、よその横のせせらぎにも出荷しているというよ

うな形態で営業されている。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大森小田支所長。 
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○小田支所長（大森豊茂君） 以前、コロッケを作っている時にはですね、あそこの加工所の前

で売っていたわけなんですが、現在は先ほど言いましたようにオダメイドのアイスとかクッキー

を作っておりましてその分は今のせせらぎの道の駅の方で販売を致しております。加工所の前で

は販売はおこなっておりません。 

○議長(山本徹君)  他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長(山本徹君)  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６１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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６１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（山本徹君） ここで暫時休憩します。午前１１時１０分より再開します。 

 

午前１０時５４分 休憩 

 

午前１１時１０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第１２ 議案第６２号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１２ 議案第６２号 内子町小田深山観光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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６２号、内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定につきまし

ては、その内容を小田支所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

うお願い致します。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大森小田支所長。 

〔大森豊茂小田支所長登壇〕 

○小田支所長（大森豊茂君） それでは、議案第６２号 内子町小田深山観光施設の指定管理者

の指定につきまして、ご説明を申し上げます。 

議案資料１の２２ページをお願いします。今回、提案いたしますのは、内子町小田深山観光施

設の内、スキー場関連施設の指定管理期間が平成２９年６月３０日をもって満了となるため、次
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期指定管理者につきまして、議会の議決を求めるものであります。指定管理者の選定にあたりま

しては、公募を行い、ソルファオダ株式会社１社のみの応募であり、５月１１日に開催されまし

た指定管理者選定委員会において、異議なく選定されたところでございます。内容についてご説

明申し上げます。１番目の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。名

称は内子町小田深山観光施設のうち、スキー場関連施設でございます。所在地は、内子町中川３

９６８番地の１、３９６２番地の１でございます。２番目の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。名称、ソルファオダ株式会社、所在地、内子町小田４４７番地。３番目

の指定管理の期間でございますが、平成２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５年間

でございます。ソルファオダ株式会社は、現在の指定管理者でありますとともに、平成１５年か

らスキー場関連施設の管理運営を行っている会社でありまして、冬場には４０名を超える雇用を

図るなど、健全な管理運営に努めていただいているところであります。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(山本徹君) これより質疑に入ります。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長(山本徹君) 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） スキー場関連施設と書いてあるんですけど、スキー場だけなら分かるん

ですが、関連施設というて何が関連しておるんでしょうかね。分からんのでちょっと詳細を教え

ていただきたい。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） ここに詳しくは書いておりませんが、内子町中川３９６８番地の

１にございますのが獅子越え荘、それから駐車場でございます。それから３９６２番地の１でご

ざいますが、これがスキーゲレンデの方でございまして、ここにはスキーゲレンデ、それからリ

フト、駐車場、それからテニス場といったものがございます。それから管理棟とか関連した建物

がございます。 

○議長(山本徹君) 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長(山本徹君) 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６２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(山本徹君) ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第６２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１３ 議案第６３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

  日程第１４ 議案第６４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長(山本徹君) 「日程第１３ 議案第６３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１

号）について」、「日程第１４ 議案第６４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１
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号）について」以上２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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６３号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）につい

て、議案第６４号、平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第 1 号）についてご説明致しま

す。資料は、補正予算関係２でございます。 

まず、議案第６３号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）についてご説明致しま

す。仕切りをめくって頂きまして、１ページからでございます。平成２９年度内子町一般会計補

正予算（第１号）は、歳入歳出それぞれ７億３，８７０万円を増額し、歳入歳出予算の総額を１

０２億５，８７０万円となり、前年度の６月補正後予算と比較して７億１，８８９万円、６．５％

の減額となっております。一般会計補正予算（第１号）に充当致します財源は、国県支出金４億

１，８３５万３，０００円、地方債が２億６３０万円、その他特定財源７，３３８万円、一般財

源４，０６６万７，０００円となっております。 

主な歳出と致しましては、１７ページ、１８ページをご覧いただきたいと思います。３款２項、

１目の児童福祉総務費に、子育て世代の経済的負担軽減を図るため、平成２９年４月１日以降に

生まれた子どもの保護者に対して、乳児の子育てに必要な製品を購入する際に使用できる「うち

こ子育て応援券」交付事業、第２子以降への紙おむつ製品を購入する際に使用できる「愛顔っ子

応援券」交付事業など８６３万７，０００円。 

１９ページでございますが、４款、１項、４目の環境衛生費でございます。１９節の負担金、

補助及び交付金に、１１人槽以上の合併処理浄化槽設置にかかる補助金として４４４万８，００

０円。 

２０ページでございます。６款、１項、１１目の農地費、１５節工事請負費に、県単独土地改

良事業の稲月地区農道改良に３，４００万円。同じく２０ページでございます。６款、２項、３

目の林業施設費に、林道蔵ヶ谷面谷線ほか農山漁村地域整備交付金事業として１億６，３９１万

９，０００円。 

２１ページでございます。７款、１項、２目の観光費、１９節負担金、補助及び交付金に、八

日市護国伝統的建造物群保存地区にある古民家を再生し、訪日外国人観光客をターゲットとした

宿泊施設の整備運営事業補助金として、１，２９６万円。 

２２ページでございます。８款、２項、３目の道路橋梁新設改良費に、社会資本整備総合交付

金事業として、町道重松中線外に１億９４１万４，０００円。 

２３ページでございます。８款、４項、３目の公園費に、内子運動公園プール改修工事費など

に２億８７６万９，０００円。 

同じく２３ページでございます。８款、５項、１目の住宅管理費に、公営住宅田ノ口団地改修

工事など７，６８５万６，０００円。 

２４ページでございます。９款、１項、３目の消防施設費に、満穂分団３部詰め所移転工事と

して１，６０３万８，０００円、上水道第７次拡張工事に伴う消火栓の繰出金として１，８５７

万１，０００円などを計上しておるところでございます。 
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続きまして、議案第６４号、平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）についてご

説明を致します。仕切りをめくって頂きまして１ページでございます。収益的支出におきまして

は、消費税再計算による中間納付分として５００万円を計上致しております。 

２ページでございます。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

整備事業等の内示額増額確定によりまして、収入は８，１６７万１，０００円、支出が７，５０

０万円の増額計上を致しております。 

３ページでございます。一般会計からの補助金につきましては、先ほど説明致しました上水道

第７次拡張工事に伴う消火栓の補助金１，８５７万１，０００円を計上致しておるところでござ

います。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、お願いを致しま

す。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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６３号」から「議案第６４号」までの補正予算２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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第６３号」から「議案第６４号」までの補正予算２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１５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき 意見を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「日程第１５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求め

ることについて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。人権擁護委員の福岡孝男氏が平成２９年９月３０日で任期満了となるため、

谷口利光氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。谷口氏は、昭和３２年１月２２日のお

生まれで、内子町内子７１２番地にお住まいでございます。谷口氏は、小・中学校教諭として、

長年人権・同和教育に携わり、同和問題の解消と人権意識の高揚にご尽力されました。教育者と

しての豊かな知識と教養は、人権にかかわる多様な問題の対応において適任であり、人権擁護委

員候補者として推薦致したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める

ものでございます。なお、任期は平成２９年１０月１日から平成３２年９月３０日までの３カ年

でございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） すみません、こういう委員というのがいらしゃったのが知らなかったん

ですけど、この方はどこの施設なりに勤務されているのか、どういう形で活動されているかって

いうのを簡単でけっこうですので教えていただけないでしょうか。 

○議長（山本徹君） 関根議員にお尋ねします。こういう方とは。 

○２番（関根律之君） 人権擁護委員という役の活動されている方というのが私自身が知らなか

ったので、どういう活動をされているか簡単でけっこうですので教えていただけないでしょうか。 

○住民課長（亀岡弘君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀岡住民課長。 

○住民課長（亀岡弘君） 失礼します。人権擁護委員というのはですね、いろんな同和問題とか

いろんな問題がありますけどそういった人権全体に関わる問題とか課題に町民の方とか住民の方

がですね、相談に来られた場合、そういう人権相談というのがですね、町内で３箇所おいており

ますけれども、小田の林業センターとか旧内子では内子の自治センター、それから五十崎の共生

館とかいうんで年間１０回やっております。それから、学校とかですね高校とかへも行きまして

そういうふうな人権啓発のことをやったりとか、それから凧合戦とかですね、そういった時とか

フジ内子店とかの前でもそういった人権啓発の意識活動をしたりとか、それからあと大洲地区に

松山法務局大洲支局が所管しているものなんですけど、そこで大洲全体の協議会みたいなのをも

っておりまして、そういった全体の事業活動に出たり、それから内子部会というのがあそこの中

でありますけど、そういった中で内子部会の活動をしたり、そういうふうなことをしております。

期間が３年間でございます。以上でございます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。「諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は、

これを適任と決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員であります。 

よって本案は、これを適任とすることに決定しました。 

 

  日程第１６ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「日程第１６ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求め

ることについて」を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。人権擁護委員の高倉靖子氏が、平成２９年９月３０日で任期満了となるため、

仲岡由紀子氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。仲岡氏は、昭和２２年１０月２９日

のお生まれで、内子町大久喜甲３８３番地の１にお住まいでございます。仲岡氏は、地域の相談

役として、長年、旧五十崎町の人権・同和教育を牽引し、同和問題の解消と人権意識の高揚にご

尽力されました。現在、うちこ福祉館の館長として地域福祉の充実に積極的に取り組まれており、

人権侵害や差別問題に対し専門的な知識を有するなど適任であり、人権擁護委員候補者として推

薦致したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。

なお、任期は平成２９年１０月１日から平成３２年９月３０日までの３カ年でございます。よろ

しくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。「諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は、

これを適任と決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員であります。 

よって本案は、これを適任とすることに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。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、６月１６日の本会議でお願いしま

す。 

 次の本会議は、６月１６日、午前１０時に開会します。 

 本日はこれをもって散会致します。 

午前１１時３１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６月第９１回内子町会定例会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２９年６月 ８日（木） 

○開会年月日   平成２９年６月１６日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 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  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第９号） 

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５５号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 
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日程第 ４ 議案第５６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第５８号 内子町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

日程第 ６ 議案第５９号 内子フレッシュパークからりの指定管理者の指定について 

日程第 ７ 議案第６０号 内子町地域資源活用総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

日程第 ８ 議案第６１号 内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第６２号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 

日程第１０ 議案第６３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第１１ 議案第６４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１２ 議員派遣の件 

日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１４まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） 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（山本徹君） 「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、７番、泉浩壽議員、８番、大木雄議員を指名し

ます。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「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９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５５号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第３  議案第５５号 内子町個人情報保護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。菊地総務文教常任委員長、登壇

願います。 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長。 

〔菊地幸雄総務文教常任委員長登壇〕 
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○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。去る６月９日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました「議案第５５号 内子町個人情報保護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、配付いたしております審

査報告書のとおりであり、審査結果について、「議案第５５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いたします。本議案は、個人

情報の保護に関する法律及び、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の改正に伴い、一部改正を行うものです。その主な内容は、個人情報の保護を強化する

ための個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報に関する規定の整備、個人情報保護制度をより

充実したものにするため、個人情報を適法に収集していない場合、条例の規定に反して個人情報

を利用・提供を行っている場合における個人情報の提供の禁止、消去、利用の停止を請求するこ

とができる権利を整備することであります。委員の質疑においては、「第８条にある、実施機関が

要配慮個人情報を収集していいのはどのような場合か。」との質問に対し、「内子町個人情報保護

審議会の意見を聴いた上で、例えば大規模災害など生命の危機にかかわる時などが該当する。」と

の答弁でありました。「内子町個人情報保護審議会のメンバーは。」との質問に対し、「顧問弁護士

や行政相談員など学識経験者５名で構成している。」との答弁でありました。採決の結果、「議案

第５５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（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 菊地委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第５５号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第５５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（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５５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５６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議案第５６号 内子町行政手続における特定の個人を認識す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

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。菊地総務

文教常任委員長、登壇願います。 
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○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長。 

〔菊地幸雄総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。去る６月９日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました「議案第５６号 内子町行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

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、「議案第５６

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、個人情報の保護に関する法律、及び、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、内子町

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものでございます。その主な内容は、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、第１９条におい

て「何人も、特定個人情報の提供をしてはならない。」と特定個人情報の提供の制限が規定されて

いますが、その除外規定として同条第９号で、「地方公共団体の機関が、条例で定めるところによ

り、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提

供するとき。」と定められていたものが、法の一部改正により「第１０号」となったための一部改

正を行うものです。委員の質疑においては、「内子町で、マイナンバーカードを作成した人は。」

との質問に対し、「５月１日現在でマイナンバーカードを申請者が１、２８０人で約７．５３％、

全国の町村の平均に近い。」との答弁でありました。「内子町の業務において、マイナンバーを使

う予定があるのか。」との質問に対し、「町独自の利用は今のところ考えていない。」との答弁であ

りました。採決の結果、「議案第５６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、委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 議長からお断りを致します。先程、日程第４、議案第５６号の読み上げる

際に、内子町行政手続きにおける特定の個人を識別するというのが正解でありました。失礼を致

しました。 

 これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 菊地委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第５６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第５６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（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５６号」は委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第 ５ 議案第５８号 内子町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 議案第５８号 内子町老人デイサービスセンターの指定管理

者の指定について」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。寺岡産業建設

厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る６月９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５８号 内子町老人デイサービスセンターの

指定管理者の指定について」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

付いたしております審査報告書のとおりであります。審査結果については、「議案第５８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、指定期間満了に伴い次期指定管理者について、議

会の議決を求めるものです。その主な内容は、所在地、内子町五十崎甲９４５番地３、名称、内

子町老人デイサービスセンターを、所在地、内子町内子１５１５番地、名称、社会福祉法人内子

町社会福祉協議会へ平成２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５年間、指定管理者と

するものです。委員から、「赤字の原因は、ショートステイが無いので、利用者が増えないためと

聞くが、ショートステイの検討は。」との質疑に対し、「経営改善のために、事業拡大は必要だと

は考えるが、ショートステイについては、町内の民間介護保険事業者があり、ニーズは足りてい

るものと考えている。デイサービスは、同じ方がずっと利用していただけるわけではない。ショ

ートステイや、施設入所に移行していくことが多いので、新規利用者の呼びかけなどが必要と考

える。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第５８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（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第５８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第５８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（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５８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５９号 内子フレッシュパークからりの指定管理者の指定について 
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○議長（山本徹君） 「日程第６ 議案第５９号 内子フレッシュパークからりの指定管理者の

指定について」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。寺岡産業建設厚

生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る６月９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５９号 内子フレッシュパークからりの指定

管理者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第５９

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、指定期間満了に伴い次期指定管理者につ

いて、議会の議決を求めるものです。その主な内容は、所在地、内子町内子２４５２番地外７筆、

名称、内子フレッシュパークからりを、所在地、内子町内子２４５２番地、名称、株式会社内子

フレッシュパークからりへ平成２９年７月１日から、平成３４年６月３０日までの５年間指定管

理者とするものです。委員から、「出荷者の手数料は何％か。従業員数は何人か。」との質疑に対

し、「手数料は、青果物は１５．６％、加工品は１７．１％である。なお、この手数料の内０．８％

は、出荷者でつくっている協議会に、活動費として補助している。現在６７名を雇用し、正社員

１７人、パート・アルバイト５０人である。」との答弁がありました。また、「出荷者の手数料の

見直しはしないのか。」との質疑に対し、「３年前から現状維持の状態ではあるが、近隣の施設も

１５％ぐらいでほぼ同じであり、今のところ考えていない。」との答弁がありました。採決の結果、

「議案第５９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（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第５９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第５９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（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５９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６０号 内子町地域資源活用総合交流促進施設の指定管理者の指定に 

ついて 
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○議長（山本徹君） 日程第７ 議案第６０号 内子町地域資源活用総合交流促進施設の指定管

理者の指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。寺岡産業建

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（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る６月９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６０号 内子町地域資源活用総合交流促進施

設の指定管理者の指定について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案

第６０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、指定期間満了に伴い次期指定管理

者について、議会の議決を求めるものです。その主な内容は、所在地、内子町五十崎乙４８９番

地１、名称、内子町地域資源活用総合交流促進施設を、所在地、内子町内子１９７０番地、名称 

株式会社楽農研究所へ、平成２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５年間、指定管理

者とするものです。委員から、「現在の指定管理者が、撤退された理由は。」との質疑に対し、「集

客的に難しいと言うことで、撤退をされた。」との答弁がありました。「同じ条件では、同じ結果

が出るのではないか。条件等について、少し変えていく考えは。」との質疑に対し、「施設を維持

管理して頂いて、何時でもオープンができる様な状況にして頂きたいと考えているので、条件等

については現在のところ変更する考えはない。」との答弁がありました。「指定管理者から事業報

告書などは出ているのか。」との質疑に対し、「年に１回の提出義務があるが、公共施設でもある

ので、町民にもわかるような形になるよう検討していきたい。」との答弁がありました。採決の結

果、「議案第６０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（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） この指定管理をされようとしている企業がこの施設を利用されるよう

になった場合に他の施設との駐車場関係をどの様な台数でどのように利用されるかという質問等

はされてそれに対する答弁はあったかをお尋ねします。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） そのことについては質問は出ませんでした。よろしい

でしょうか。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 
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 「議案第６０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第６０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（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第６０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６１号 内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議案第６１号 内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指定

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。寺岡産業建設厚生常

任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る６月９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６１号 内子町小田の郷せせらぎの指定管理

者の指定について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第６１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、指定期間満了に伴い次期指定管理者について、議

会の議決を求めるものです。その主な内容は、所在地 内子町寺村２５１番地１１、名称、内子

町小田の郷せせらぎを、所在地、内子町小田８１番地、名称、小田まちづくり株式会社へ、平成

２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５年間、指定管理者とするものです。委員から、

「地域おこし協力隊の役割は。」との質疑に対し、「オダメイドの開発や、せせらぎのＰＲ活動、

運営などにかかわってもらっている。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第６１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（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第６１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第６１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（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第６１号」は委員長報告のとおり可決されました。 
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日程第９ 議案第６２号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議案第６２号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定

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。寺岡産業建設厚生常

任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る６月９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６２号 内子町小田深山観光施設の指定管理

者の指定について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第６２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いたします。本議案は、指定期間満了に伴い次期指定管理者につい

て、議会の議決を求めるものです。その主な内容は、所在地 内子町中川３９６８番地１、３９

６２番地１、名称、内子町小田深山観光施設のスキー場関連施設を、所在地、内子町小田４４７

番地、名称、ソルファオダ株式会社へ平成２９年７月１日から平成３４年６月３０日までの５年

間、指定管理者とするものです。委員から、「スキー場はどこも経営が苦しいのでは。」との質疑

に対し、「平成２７年度と２８年度は天然の雪が少なく赤字であったが、それ以前は来場者が３万

人を超える年もあり、現在のところ、累計では黒字である。」との答弁がありました。採決の結果、

「議案第６２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。なお、審

議の中で、基本的な数字記載で良いので、説明資料を準備してほしいとの要望がありました。説

明員は対応をお願いします。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第６２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第６２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（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第６２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６３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

  日程第１１ 議案第６４号  平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）に 

ついて 
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○議長（山本徹君） 「日程第１０ 議案第６３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第

１号）について」「日程第１１ 議案第６４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１

号）について」補正予算２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。久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保予算決算常任委員長。 

〔久保予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る６月９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２件の補正予算について、６月１３日に委員１５名出席の

もと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。はじめに、「内子町水

道事業会計補正予算書」中、「平成２９年度内子町水道事業予定貸借対照表」において誤植があり、

修正の申し入れがありましたことを報告致します。 

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、全２議案「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質疑等についてご報告

を致します。議案第６３号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）につきましては、

７億３，８７０万円を増額し、歳入歳出予算の総額を１０２億５，８７０万円とするものです。

前年同期と比較して６．５％の減額となっています。それでは、まず歳入予算についてでござい

ますが、国県支出金４億１，８３５万３，０００円、地方債２億６３０万円、その他特定財源７，

３３８万円、一般財源４，０６６万７，０００円となっております。 

 続いて、主な歳出予算は、２款・総務費においては、内子町地域おこし協力隊起業支援補助金

に１００万円が計上されています。委員から、「先に起業した地域おこし協力隊員はどうしている

のか。」との質問に対し、「内子町創業・起業支援事業補助金を利用している。起業しようとする

目的や内容によって補助金を選択できる。」との答弁がありました。３款・民生費では、児童福祉

総務費に、子育て世代の経済的負担軽減を図るため、平成２９年４月１日以降に生まれた子ども

の保護者に対して、乳児の子育てに必要な製品を購入する際に使用できる「うちこ子育て応援券」

交付事業、第２子以降への紙おむつ製品を購入する際に使用できる「愛顔っ子応援券」交付事業

など８６３万７，０００円が計上されています。委員から、「大切な子育て支援事業であり、当初

予算で取り組むべきではなかったのか。」との質問に対し、「県の実施要項ができてから対応した

ため、補正対応となった。」との答弁がありました。 

４款衛生費では、１１人槽以上の合併処理浄化槽設置にかかる補助金として４４４万８，００

０円が計上されています。１２月の一般質問に対する答弁のとおり、対応をしていただきました。

６款農林水産業費においては、農地費の工事請負費に、県単独土地改良事業の稲月地区農道改良

３，４００万円、林業施設費に、林道蔵ヶ谷面谷線ほか農山漁村地域整備交付金事業として１億

６，３９１万９，０００円、また、美しい森林づくり基盤整備事業補助金として、１，１３０万

円が計上されています。委員から、「美しい森林づくり基盤整備事業の補助の条件は。」との質問

に対し、「自伐林家が行う施業に対する補助で、町内の山林１，０００㎡以上であれば一人でも申

請できる。」との答弁がありました。７款商工費では、補助金に、八日市護国伝統的建造物群保存

地区にある古民家を再生し、訪日外国人観光客をターゲットとした宿泊施設の整備運営事業補助
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金として、１，２９６万円が計上されています。委員から、「宿泊施設として経営していくための

市場調査はしているのか。」との質問に対し、「この事業は融資を受けているため、試算等はでき

ている。」との答弁がありました。 

８款・土木費においては、道路橋梁新設改良費に、社会資本整備総合交付金事業として、町道

重松中線外に１億９４１万４，０００円、公園費に内子運動公園プール改修工事費として２億８

７６万９，０００円、住宅管理費に、公営住宅田ノ口団地改修工事など７，６８５万６，０００

円が計上されています。委員から、「内子運動公園の改修事業の完成はどうなっているのか。」と

の質問に対し、「当初は平成２７年度から平成３０年度の４年間を予定していたが、補助金の関係

で完成が遅れる可能性もある。」との答弁がありました。また、「中組団地や栄町団地の解体後の

活用計画は。」との質問に対し、「具体的には決まっていないが、地域のみなさんと協議をしてい

きたい。」との答弁がありました。 

９款・消防費では、消防施設費に、満穂分団３部詰め所移転工事として１，６０３万８，００

０円、上水道第７次拡張工事に伴う消火栓の繰出金として１，８５７万１，０００円が計上され

ています。 

 以上、議案第６３号内子町一般会計補正予算（第１号）について、多くの質疑がなされました。

採決の結果全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

次に、議案第６４号、平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、 

収益的支出で、消費税再計算による中間納付分として５００万円が計上されています。また、

資本的収支で、上水道拡張工事、石畳地区水道整備事業等の内示額増額決定により、収入は８，

１６７万１，０００円、支出は７，５００万円が増額計上されています。委員から、「消火栓の口

径が５０㎜では、地元消防団が使用できないのではないか。」との質問に対し、「取り扱いが易し

い初期消火用として整備している。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第６４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、予算審議を通じて細かな質疑等もいたしましたが、的確な答弁が返ってこないことも見

受けられました。説明員は予算管理について十分把握するようお願いします。以上で、委員長報

告を終わります。 

○議長（山本徹君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。久保委員長、席にお戻り

ください。 

採決は議案ごとに行います。 

まず、「議案第６３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）について」の採決を行

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（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第６３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第６４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について」の採決

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。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第６４」号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１２ 議員派遣の件 

○議長（山本徹君） 「日程第１２ 議員派遣の件」を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定しま

した。 

 

  日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「日程第１３ 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い旨、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（山本徹君） 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１４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「日程第１４ 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。

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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

したがって、各常任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。 

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。 

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。 
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○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 閉会にあたりまして一言、ご挨拶を申し上げます。第９１回内子町議会

定例会に大変お忙しい中、議員の皆さま方、ご出席を賜りまして慎重審議の上、全議案お認めを

いただきまして誠にありがとうございました。それぞれの議案の趣旨目的に沿って、今後適切に

処理して参りたい、対応して参りたいというふうに思っております。今、梅雨に入ったと言いな

がらも本当に一粒の雨でもほしいと、本格的な梅雨がどうも遅れているんじゃないかという状況

ではありますけれども、ややもすると、梅雨に入りますと災害等を発生しやすい状況にもありま

す。また体の方もなんとなくだるい、変調もきたす時期にもなります。どうぞ、議員の皆さん方、

それぞれの地域で災害等々につきましてもご支援、ご指導等賜りますようによろしくお願いを申

し上げたいと思いますし、体につきましてもどうぞ、健康には十分ご留意をいただきまして、こ

れからも内子町発展のためにお力添えを賜りたいというふうに思います。６月の定例会、本当に

ありがとうございました。お礼を申し上げたいと思います。 

○議長（山本徹君） 以上をもって、平成２９年６月第９１回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午前１０時５５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９１回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

１ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

２ 

平成２８年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算に

ついて 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.9 
受理 

報告 

３ 

平成２８年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計

算について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.9 
受理 

議案 

５５ 
内子町個人情報保護条例の一部改正について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

５６ 

内子町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

５７ 
内子町都市公園条例の一部改正について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.9 
原案可決 

議案 

５８ 

内子町老人デイサービスセンターの指定管理者の指

定について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

５９ 

内子フレッシュパークからりの指定管理者の指定に

ついて 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

６０ 

内子町地域資源活用総合交流促進施設の指定管理者

の指定について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

６１ 

内子町小田の郷せせらぎの指定管理者の指定につい

て 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

６２ 

内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定につい

て 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

６３ 

平成２９年度内子町一般会計補正予算（第１号）に

ついて 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

議案 

６４ 

平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）

について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.16 
原案可決 

諮問 

１ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.9 
原案可決 

諮問 

２ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

平成 

29. 6.8 

平成 

29. 6.9 
原案可決 



平成２９年６月第 91 回内子町議会定例会 

‐ 86 ‐ 

 


