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平成２９年９月第９２回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２９年９月６日（水） 

○開会年月日   平成２９年９月６日（水） 

○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１０号） 

平成２９年９月６日（水）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 



平成２９年 9 月第 92 回内子町議会定例会 

‐ 2 ‐ 

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９月第９２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、１０番、才野俊夫議員。１１番、下野安彦議員

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８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２０日までの１５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９月２０日までの１５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１０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９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たまわりまして、誠にありが

とうございます。本定例会に、町長として提出致します案件は、報告が６件、決算認定が８件、

剰余金処分が１件、条例改正が２件、請負契約１件、補正予算５件、人事案件１件の合計２４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。今年の夏も町内各地では、伝統的なお

祭りや花火大会など様々なイベントが開催され、多くの参加者や見物客で賑わいました。特に、

８月１５日に小田地区で開催された寺村「山の神の火祭り」では、９月３０日に開幕を迎えるえ

ひめ国体の集火式も行われ、いよいよ近づいてきた本番への気運を盛り上げました。いずれのイ

ベントも、地域の皆さんが力を合わせて運営されることで、楽しく魅力的なものになっています。

開催には大変な労力を伴いますが、住民の皆さんだけでなく、地域の出身の皆さんにとっても故

郷ふるさとを象徴する大切なイベントでございます。今後も引き続き開催できるよう、町として

もそれぞれの地域の維持に努めてまいりたいと考えております。さて、９月に入り、学校では新

学期が始まりました。子どもたちが元気に通学する様子を見ると、こちらも元気をもらうような

気が致します。田んぼでは、稲穂が実り、内子名産の果物も収穫期を迎えております。幸いにし

て今年は目立った災害もなく、このまま秋の収穫が行われることを期待しておりますが、国内に

目を向けますと、大きな被害をもたらした九州北部豪雨をはじめ、台風や豪雨による被害が連日

のように報道されています。内子町においても７月３１日に、獅子越峠で１０１ｍｍの観測史上

最大の時間雨量を記録し、土砂災害警戒情報が発表されました。そのため、災害対策本部を設置

し、旧小田町と大瀬地区の一部に避難勧告を行いましたが、幸いにすぐに警報が解除されたため、

事なきを得ました。また、台風５号では、予想進路の中心に内子町が位置していたため心配いた

しましたが、最終的にコースがそれ、こちらも大きな被害を受けずに済みました。しかし、これ

らはたまたま雨が止んだり、コースが逸れただけのことであり、少し状況が異なれば大きな災害

になった可能性があります。今後も、防災意識を徹底し、万一の際には迅速に対処できるよう備

えたいと思います。一方、国外に目を向けますと、米国のパリ協定からの離脱や日本とＥＵ間の

経済連携協定、ＥＰＡの大枠合意、北朝鮮問題など、我が国に影響を与える大きな動きが起こっ

ております。特に、北朝鮮のミサイルによる挑発行為は断続的に続いており、８月２９日早朝に

発射された中距離弾道ミサイルは、北海道の上空を越えて太平洋に落下致しました。また、９月

３日には６回目の核実験をおこないました。国際社会の制止の声に耳を傾けない、この暴挙的な

行動は断じて許されるものではありません。外交、防衛は国の責務であり、国民の生命をしっか

り守るため、万全を期していただきたいと思っております。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を申し上げます。ご報告致します内容は、内子小学校「交通安全子

ども自転車全国大会」第４位入賞について。内子座文楽第２１回公演について。全国芝居小屋錦

秋特別公演２０１７について。第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」について。最後

に、松山・ソウル線再開に向けたトップセールスについてでございます。 

まず最初に、「交通安全子ども自転車全国大会」において、内子小学校「団体の部」４位入賞に

ついてご報告いたします。８月９日に東京ビックサイトで開催された自転車の安全運転の技能走

行と交通ルールの知識を問う学科で競う「第５２回交通安全子供自転車全国大会」に、愛媛県代

表として出場した内子小学校自転車チームが見事「４位入賞」を果たし、２年前の全国優勝に続
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いての快挙となりました。また、個人の部でも、６年生の松浦玄武くんが８位入賞するなど、チ

ーム全員が一丸となって好成績を収めました。９月５日には、選手の皆さんが愛媛県庁を訪れて

中村知事に、そして愛媛県警察本部長にも全国大会の報告をさせていただいたところでございま

す。なお、内子小学校は、６月１７日に松前町で行われた県大会において、団体の部で５年連続

の優勝、個人の部でも１位から４位までを独占する完全優勝を果たしました。団体２位には五十

崎小学校、団体３位には天神小学校と町内の学校が上位を独占する大変うれしい結果となってお

ります。内子小学校の選手の皆さん、そして選手を支えていただいたご家族や指導にあたられた

教職員の皆さまに、心からお祝いと感謝を申し上げますとともに、選手の皆さんには、この貴重

な体験をこれからの人生の糧として、より一層飛躍されることを期待しております。  

続いて、内子座文楽第２１回公演についてご報告致します。夏の恒例行事となっております内

子座文楽第２１回公演を８月１９日、２０日に開催致しました。本年は、内子座文楽初の試みと

して、六代・豊竹呂大夫師匠の襲名披露口上が行われました。また、開催前の７月２１日には、

国の文化審議会より、人形遣いの吉田和生さんを重要無形文化財保持者、人間国宝に認定するよ

う答申がなされました。この報道の際には、内子座文楽のことも多く取り上げられ、公演に向け

て大きな弾みとなりました。皆さまご承知のとおり、吉田和生さんは西予市野村町のご出身で、

内子座文楽の立ち上げ時から多大なるご協力をいただき、実行委員をはじめとする私たち町民と

一緒になって今日の内子座文楽を育ててくださいました。このたびの認定を心からお祝い申し上

げますとともに、今後ともますますご活躍され、また内子座でも引き続きその素晴らしい芸をご

披露いただきたいと願っております。本年度公演の実績につきましては、和ろうそくを使った演

出のために花道を使用し、その分の座席数を減らしたことなどもあって、入場者数は昨年よりも

約２８０人少ない１，４７８人となりました。その約半数が県外からのお客様で、内訳は関東・

東海が３６％、近畿が２８％、中国・九州が１４％などとなっております。一方で、ホテルＡＺ

の開業に伴い、出演者をはじめ来場者の多くが町内に宿泊されたことにより、観光や食事などに

よる経済効果はこれまでよりも上がったものと見込んでおります。また、これらのお客さまや関

係者によるＷＥＢウェブやＳＮＳでの発信は、内子町および内子座ファンの拡大、持続的な観光

振興に大きな影響を及ぼしているものと考えます。県内においては、このような規模で全国から

のお客さまを迎え、毎年定期的に開催される公演事業は数が少なく、貴重な機会となっておりま

す。町と致しましては、今後も歴史と文化を大切にしたまちづくりを進める中で、日本が誇る貴

重な伝統文化に身近に触れることができ、その魅力を感じられる場として、内子座の活用や文化

振興、さらには観光を通じた地域の賑わい創出を目指しながら、より一層の事業の充実を図って

いきたいと考えております。  

次に、「全国芝居小屋錦秋特別公演２０１７」についてご報告致します。歌舞伎俳優の中村勘九

郎、七之助兄弟が出演する「全国芝居小屋錦秋特別公演２０１７」が１１月１４日、内子座で開

催されます。中村屋一門による恒例の全国巡業で、今年は、全国芝居小屋会議後援のもと、内子

座を含めた全国の芝居小屋８カ所で開催されます。当日は、歌舞伎の舞台裏を紹介する「歌舞伎

塾」や、酒好きな冠者が軽やかでおかしみあふれる舞踊を繰り広げる「棒しばり」、恋心を表現す

る女形の舞踊「藤娘」が披露されます。錦秋特別公演は、「地方にいるとなかなか歌舞伎を見に行

けない」という手紙が寄せられたのを機に２００５年に始められたもので、２００６年には、故
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中村勘三郎さんが内子座を含む各地の芝居小屋で襲名披露公演を行いました。今回、ご子息二人

が内子座の舞台に立たれることを大変うれしく思いますし、今後もこのご縁が末永く続くことを

願っております。 

続いて、第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」についてご報告致します。愛媛県に

おいては６４年ぶりの開催になる「愛顔つなぐえひめ国体」が、いよいよ目前に迫ってまいりま

した。開会式が今月３０日に行われ、県内各市町で様々な競技が行われます。本町におきまして

は、ライフル射撃競技を城の台公園特設ライフル射撃場及び同公園体育館において、また、ゴル

フ競技、成年男子でございますが、ゴルフ競技を愛媛ゴルフ倶楽部において、それぞれ開催いた

します。会期中の延べ６，０００人の選手や、関係者の皆さんが内子町にお越しになる予定でご

ざいます。全国から訪れる皆さまに、内子町の魅力を発信し、「内子はよかった。また訪れてみた

い。」と思っていただけるよう、町民の皆さまと共に内子らしいおもてなしでお迎えし、大いに大

会を盛り上げていきたいと思っております。議員の皆さま方におかれましても、一層のご支援を

いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

最後に、松山・ソウル線再開に向けたトップセールスについてご報告致します。アシアナ航空

が昨年９月に撤退して、無期限運休になっておりました、松山・ソウル線再開のため、８月１６

日、ソウル特別市で韓国の格安航空会社、ＬＣＣですが、チェジュ航空就航のためのトップセー

ルスに取り組みました。中村知事の意向により「オール愛媛」で取り組むため、中予から野志松

山市長、東予から菅今治市長、そして南予からは私が参加して、それぞれの立場で「観光地・愛

媛」としての魅力をチェジュ航空の社長をはじめ、幹部の皆さんにアピール致しました。中村知

事は、温泉や豊かな「食」、しまなみ海道サイクリングなどの体験型コンテンツを紹介、若い層に

も十分楽しめる愛媛の観光を熱く語られました。私は、内子町が、桃や梨、葡萄、栗、柿など優

れた農産品を産出できるまちであり、道の駅からりは、全国６か所のモデル道の駅に選ばれ、年

間約８０万人が訪れる人気スポットであることを披露致しました。また、伝統的な町並みや、「内

子座」のコンパクトで温かい劇場空間の魅力を説明いたしました。その後、８月２１日には中村

知事が愛媛県庁で会見され、チェジュ航空が１１月２日から週３便運航することを発表されまし

た。同社にとって松山は、国内７番目の就航地であり、初の地方都市路線への乗り入れでもあり

ます。これにより、韓国からの観光客が格段に増加することが期待されるとともに、当町にもお

越しいただけることを期待しておるところであります。今後は、町の魅力に磨きをかけ、多様な

体験コンテンツを用意して、さらなる観光振興に尽力してまいりたいと考えております。以上、

５件の事柄についてご報告申し上げましたが、今年の秋は国体をはじめ、いくつかの大きなイベ

ントが予定されております。これらの成功に向けて尽力するとともに、今後も、住む人、訪れる

人、どちらにとっても魅力的なまちを実現していくため、町民の皆さまと協働してまちづくりを

行って参りたいと考えておりますので、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、招集のご挨拶と致します。どうぞ、よろしくお願い致します。 

○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
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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９月議会にあたり通告に従い、質問を致します。厳しかった夏

の暑さもようやく峠を越え、小田川の堤防には、ボランティアの皆さんの想いを込めたコスモス

が風に揺れるさわやかな季節をようやく迎えることができました。また、今年の夏、各地では台

風や集中豪雨の被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを申し上げるものでございます。 

さて、８月１８日付けの愛媛新聞に共同通信社が６月から８月に全国の自治体を対象に実施し

た景況観に関するアンケート調査で、昨年末と比べて「景気が上向いている」とした市区町村は

全体の１７％にとどまり、７６％は「変わらない」と回答していました。県内２０市町のうち「変

わらない」と答えたのは１３市町６５％を占めている中、「上向いている」としたのは県と四国中

央・新居浜・西条・松山の４市と砥部・伊方・内子の３町となっています。内子町の景気が昨年

と比べ「上向いている」という根拠をまず伺います。さて、私は、これまでも人口減少問題は内

子町の最優先課題と捉え、何度か質問をしてきました。今回は、教育費の軽減を図るなど、さら

なる子育て支援の充実が、合計特殊出生率を高め、人口減少に歯止めをかけることになるのでは、

との観点から何点か質問をいたします。改めて第一期・第二期総合計画を見ますと、「少子化の要

因は、未婚化・晩婚化に加え、出生率の低下であり、子育て支援の必要性」が書かれています。 

また、まちづくりの重要課題として、「子育て支援の強化」が挙げられ、子育て世代の声を汲み取

り、子育て対策を充実させる必要があるとされ、子育て応援プロジェクトとして重点施策にもな

っています。 

 第２期内子町総合計画を具現化していくための実行計画として策定された「内子町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」では、「住み続けられる内子町の実現には、内子町に若者が残り、内子町で

結婚し、内子町で子どもを産み育てられる良い環境整備が重要であり、男女の出会いの場づくり

から、結婚、出産、育児、子育てと、一貫した支援を行います」と、ここでも子育て支援の必要

性が書かれています。合併して今日まで、子育て支援の必要性やその強化を掲げ、いろいろな取

り組みがなされてきました。しかし、結果的には、その成果は出ていないのが現実です。「少子化

の要因は、未婚化・晩婚化に加え、出生率の低下」だと言われています。なぜ未婚化や晩婚化が

進んだのか、なぜ出生率が低いのか、何が問題なのかを検証することによって、その対応策は見

えてくると考えます。第一期総合計画の中で、「このまま減少傾向が推移すると、平成２６年度末

には、１万７，０００人になる」と予測がなされていました。そうならない為に、「地域の魅力を

高め、人口減少を食い止める」として、いろいろな施策に取り組んできたはずですが、残念なが
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らその予想はほぼ的中しています。なぜそうなったか検証はされたのか、伺います。 

 次に、合計特殊出生率は少子化の進展の程度を示す重要な指標です。内閣府の資料に、少子化

の動向と出生率に関する研究調査というのがあります。これを見ると、「子育て費用の高まりは、

子どもの数を減少させる」という結果になっています。これまでにも、内子町では、中学卒業ま

での医療費無料化や、うちこ子育て応援事業など子育て支援の充実は図られてきました。この子

育て支援をさらに拡充することが、内子町の出生率を高め人口減少問題へ歯止めをかけることに

つながると考えます。例えば、保育所などを利用せずに子育てに取り組む家庭を支援し、未来を

担う子どもたちが家族や地域とともに成長することを応援する「在宅子育て応援補助金」などに

ついての検討や、一時預かり保育費用への助成、特定不妊治療費助成事業の拡充など検討すべき

と考えますが、ご所見を伺います。また、文科省が今年３月に作成した「我が国の成長のための

教育投資の充実～教育費負担軽減について～」という資料の中に、教育費負担に関する国民の意

識調査結果というのがあります。理想の子ども数を持たない理由として、「子育てや教育にお金が

かかりすぎる」、６０．４％という結果が出ており、「教育費負担は少子化の要因の一つ」となっ

ているようです。ということは、この部分に支援の手を差し伸べることで出生率の向上に繋がる

と考えます。そこで伺います。子育て世代の教育費負担を軽減するため、給食費の無料化への取

り組みや修学旅行費用などへの助成は有効と考えますが、ご所見を伺います。また、東大の学生

による「合計特殊出生率の決定要因」という論文では、子育て支援と子育て世帯への住宅助成に

より、区外の地域から子育て世帯を呼び込む政策が合計特殊出生率を高めることになる。といっ

た分析が出ています。内子町ではこれまでにも移住者政策には力を入れてきました。また、町産

材を使用した住宅への補助なども積極的に取り組んでいます。この住宅への補助と子育て支援と

を組み合わせることで、「子育てするなら内子で」ということになると考えます。そこで伺います。

親世帯と近居するために住宅を取得するファミリー世帯に対し、取得時の負担を軽減するなど子

育て世帯への住宅助成の充実や、町外から町内に移り住む子育て世帯の転入・転居費用負担等の

軽減など、近隣の地域から子育て世帯を呼び込むことを視野に入れた政策をとることによって、

町産材の使用も増え、合計特殊出生率を高めることにもなり、また、少子化にも歯止めをかける

ことに繋がる、一石三鳥の施策と考えますが、ご所見を伺います。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。 

○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） 森永和夫議員の質問に対して私の方からは、一つ目の共同通信社のア

ンケートについて。二つ目の人口減少問題について。それから五つ目の子育て世帯への住宅助成

についてお答えをさせていただきます。 

まず一つ目の共同通信社のアンケートについてでございます。ご質問の共同通信社のアンケー

トは、平成２９年６月５日付で依頼のありました「『少子高齢化対策』に関する首長アンケート」

でございます。このアンケートは、自治体の少子高齢化対策の現状と課題、取組を多面的に探る

ことを目的に実施をされたもので、全部で３５の設問があり、その最後に「景況感」の設問がご

ざいました。その内容は、現在の雇用、産業、出荷額、飲食、観光客の動向などを総合した景況
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感について、「上向いているか」「下降しているか」「わからない」の３点で答える内容でございま

した。「上向いている」を選択した主な根拠につきましては、「観光の入込客数が増加している」

それから「農林生産物販売額が増加している」と致しました。まず、観光客の入込客数を見てみ

ますと、内子座の入館者数で見ますと平成２７年度の３万４，０８０人から平成２８年度は３万

５，１３０人に。また上芳我邸入館者は、２７年度の入館者が１万８，３０５人から平成２８年

度の入館者が１万９，９６８人にそれぞれ増加をしております。総体的にみても、観光入込客数

は伸びてございます。また、農林生産物の販売実績額を見てみますと、平成２８年度におきまし

ては、対前年度比２％増の３２億５，２００万円でございました。その他にも、いろいろな根拠

はいくつかございます。例えば、建築の工事届軒数を見てみますと、平成２７年度の５６件から

平成２８年度は６２件に増加をしてございます。企業の所得等に対して賦課されます「町民法人

税」も平成２８年度の「現年課税分」の調定額は、７，６１２万９，７００円となっておりまし

て、平成２７年度に比べ８０３万円余りの増加となってございます。個人所得の状況も、平成２

８年中の所得申告では、前年に引き続き、給与所得、農業所得で伸びが見受けられました他、引

き続き厳しい状況が続いております営業でも、営業収入の増加が計上されています。さらに、大

洲広域の数値にはなりますけれども、大洲公共職業安定所の新規の求人倍率ですが、平成２８年

度６月の１．４４から平成２９年６月は１．７８と上昇しております。以上のような点を勘案致

しまして、「上向いている」という回答を致しました。 

 続きまして、二つ目の人口減少問題についてでございます。議員ご指摘のとおり、平成１９年

度に策定しました、第１期内子町総合計画では、内子町の現状、３つの危機の内、その１つの「人

口減少」の部分において、現在の減少傾向がそのまま推移をすれば、計画終了時点の平成２６年

度末には人口が１万７，０００人になると予測されていると記述をしております。実際の数値で

ございますが、平成２７年３月時点での人口は１万７，７０８人ですので、ほぼこれに近い数字

であるとも言えます。第一期計画では、基幹産業である農林業の振興を目指した「よみがえれ農

林業プロジェクト」、あるいは、移住・定住を推進する「うちこんかいプロジェクト」、交流人口

の拡大を目指した「内子ツーリズムプロジェクト」、美しい景観を維持するための景観まちづくり

「美しい内子プロジェクト」、また賑わいのある商店街をつくるための「元気商店街プロジェクト」

などを柱として、各課の仕事に具体的な事業を盛り込み、取り組んでまいりました。また、さら

に小規模高齢化集落対策としても、医療機関や交通手段の確保などに努めてまいりました。その

結果、計画期間である平成１９年度から平成２６年度の８年間で、内子町には６２世帯１３８名

が町内に移住されております。観光客等交流人口も確実に伸びてきております。医療につきまし

ても、加戸病院の誘致や済生会小田診療所の存続など、地域医療の存続も図られております。自

宅と病院等をつなぐデマンドバスの整備も着実に進んでおります。そして、第一期計画期間を終

え、僅かではありますけれども、予想値よりも約７００人以上の上積みの結果となり、急激な人

口減少にいくらかの歯止めをかけられたのではないかとは考えておりますけれども、それでも、

議員ご指摘のとおり、予想を大きく覆すまでには至っていないというのが実情でございます。総

合計画に掲げる事業は、毎年度当初、年度当初に部署ごとでおこなっております、拡大経営会議

等において事業の検証を行いましたし、第二期総合計画を策定する上で、事業ごとに進捗度、達

成度等を評価・検証いたしました。新たな課題に対しても柔軟に対応して参りました。個々の事
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業の評価は様々です。これまでの取り組みが間違っていたとは考えておりません。どの事業も必

要な施策だったと考えておりますけれども、より効果を高めるために取り組むべき課題は、まだ

まだたくさんあると検証を致し、第二期総合計画へとつなげています。２０１４年から３年連続

で日本人の人口が増えました、全国の市区町村の内ですね、積極的な人口増加施策を展開する自

治体では、家族ぐるみの定住を促す住宅支援、医療費の軽減、また子育て関連の支援策が目立っ

ております。これは総務省の調査結果でも明らかでございます。内子町におきましても、少しず

つではありますが、これらの施策を進めてまいりました。今後におきましても、特に子育て世代

への若い人たちがこの町で定住できるために、働く環境、子を育てる環境、安心して住める環境

づくりに継続して取り組みたいと考えております。 

５つ目の子育て世帯への住宅助成についてでございます。子育て世帯への住宅助成につきまし

ては、定住促進事業補助金を用意しております。この対象は、町の分譲地を購入する者に限られ

ますが、宅地取得補助として土地購入額の２０％相当額、限度額３００万円。住宅建築補助とし

て住宅建築費用の５％相当額、限度額１００万円が補助されます。さらに、町内建築業者を使っ

て新築した場合には、土地購入額の１０％相当額、限度額１００万円が補助をされます。これと

は別に分譲地に限らず、町内で町産材を使い新築した場合には、最高７０万円の補助をする町産

材利用補助制度も設けております。平成２８年度末までに定住促進事業補助金は延べで５２件の

申請があり、それぞれ補助金を支出しております。町産材利用補助につきましては、平成２１年

度から平成２８年度までに５１件の申請があり、それぞれ補助金を支出しております。また、町

外の方が空き家を改修する場合に限られますが、昨年度から移住者住宅改修支援事業も開始して

おります。これは、町内の空き家を改修して５年以上定住する者に対して、子育て世帯は３分の

２の補助率で最高４００万円まで補助をするものです。こちらについては、残念ながら現時点で

まだ利用実績はございません。いずれの制度も、前提となる条件を設けておりますので、議員ご

提案のように広く子育て世帯への助成を行うものではございません。平成２８年度の内子町内の

住宅着工件数は４７件、その多くが子育て世帯だと考えられますので、そこに助成するとなると

補助金額の設定にもよりますけれども、設定次第によりましては、かなりの予算規模が必要にな

るということが予想されます。そのあたりを勘案しながら、どのような施策ができるのか、今後

検討して参りたいというふうに考えてございます。私の方からは３点、ご質問に対して答弁をさ

せていただきました。以上で終わります。 

○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） 私からは子育て支援の充実についてお答えをさせていただき

ます。内子町では、第２期内子町総合計画の重点施策、プロジェクト１０に子育て応援プロジェ

クトを掲げ、「子育てをするなら、この町で」と言われるような内子町を目指すとし、子育て支援

事業の充実を図っておるところでございます。重点施策に沿った事業と致しまして、子ども医療

費助成事業の拡充などに取り組んでおります。この８月には、県が実施する、愛媛の子育て応援

事業開始にあわせ、内子町独自事業として「うちこ子育て応援事業」を開始をしたところでござ

います。議員ご提案の在宅で子育てする世帯を応援する事業につきましては、この二つの事業と
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は目的が若干相違しますが、今しばらくはこの２つの事業に対する保護者の反応や、事業の推移

を見て参りたいと考えておるところでございます。続いて、一時保育事業でございますが、一時

保育事業は保育園に入園していなくても、保護者の急な仕事や病気などにより家庭で保育できな

い場合などに、一時的に児童をお預かりする事業です。五城保育園、くるみ保育園で実施をして

おります。利用料金は実施主体である内子町社会福祉協議会が料金を定めておりまして、現在 1

日あたり一律１，５００円を利用料としてご負担をいただいております。一時保育の利用限度日

数である月１４日利用した場合、個人負担額は２万１，０００円となり、利用要件を問わないと

いう特別保育事業であることを考慮しなければなりませんが、通常保育の保育料は所得や子ども

の人数や家族の状況により保育料が減免されていることからしますと、生活困窮世帯等に対する

利用料金の軽減策については、検討すべき課題の一つではないかと考えているところでございま

すが、今後におきましては、子育て支援対策の言わば、中心的事業であります、通常保育事業の

充実や、その他延長保育事業のあり方、子育て家庭の支援の方策など保育全般について、限られ

た保育資源の中でどのように子育て支援を充実、または見直しをしていけばよいのか、包括的に

考えてまいりたいと考えております。 

 次に、特定不妊治療費助成事業についてでございます。これは、県が行う特定不妊治療費助成

事業に併せて、県内のほとんどの市町で上乗せ助成事業を行っております。内子町では平成２８

年度より上乗せ助成事業を開始を致しました。１回の助成額は５万円です。年度内の助成回数に

制限を設けてないことから、より利用者の実情に即した制度となっております。平成２８年度実

績で、延べ７件、実人数４人の利用がございました。治療に要する費用は、初回の平均がおよそ

５４万円と非常に高額でございます。県並びに町からの助成を受けてもなお、２０万以上の自己

負担が必要な状況となっております。本助成事業につきましては、第２期総合計画の基本計画に

も位置づけをおこなって実施をしている事業でございます。治療を行う方の経済的負担軽減を図

り、少子化に歯止めをかけることを目指す事業の一環であることから現状を考えますと、助成事

業の内容充実などについて、検討が必要な状況にあると考えているところでございます。私から

は以上でございます。 

○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。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） それでは私の方からは４番目の教育費負担の軽減として、給食費

無料化への取組み、修学旅行費などの助成が有効ではないかとのご質問にお答えを致します。教

育費負担の軽減として、教育委員会では、要保護・準要保護世帯の就学援助や幼稚園授業料の減

免、通学補助など社会的に弱い立場の児童生徒に対する支援を行い、保護者の負担を軽減してい

くことに努めているところでございます。現在、保護者にご負担をいただいています、給食費で

ございますが、小学校が１食２４０円、中学校が２７５円でその合計１年間６，０００万円とな

っています。修学旅行費は、小学校が４万円代から６万円代、中学校が６万円代から８万円代で

合計１，６００万円となっております。全国的には、子育て支援対策として、給食費の無料化、

また一部補助、あるいは修学旅行費の一部補助といった動きが出てきていることは、承知をして

おります。しかし、今後の財政状況を考えますと、エアコンの設置やプールの改修など教育環境
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費の整備を優先させていただいと考えており、現在のところ、給食費の無料化及び修学旅行費の

助成につきましては、困難な状況でございます。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） それでは、再質問を致しますが、まず最初のですね、昨年と比べて景気

が上向いているというご答弁を聞きました。ある面、そういったことであろうかと思いますが、

ただ、観光客の入込客数が増えたということもですね、良いことではあるんですが、要は観光客

数が増えたというプラスですね、やはり観光客の皆さん方がどれだけお金を落としたかというこ

とがやはり大事なんだろうと思います。それとまた内子町高齢化率、３６、７％の大変高齢化社

会になっております。そういった皆さん方の声を聞きますとですね、年々減らされる年金で大変

生活が厳しいといったような声も聞きますし、人口減少による商店街の衰退とか、農林業の売り

上げが少し上がったというようなことを言われましたが、なかなか活性化の糸口が見られないよ

うな現状も実際、私にはあると思います。そういった中でですね、景気が上向いたという実感は

大方の町民の皆さん方には、薄いんではないかなという気が致しました。そういったことでこの

質問をしたんですが、これについては、また同僚議員が質問をするようですので、私の今回の質

問の本題に移りたいと思いますが。 

まず、２番目の第１期総合計画の中で１万７，０００人になると予想がですね、だいたい的中

した。たしかに１万７，７０８人ということで７０８人は多かったということではあるんですけ

れども、今日現在ではですね、もう１万６，９６２人ですか、というような１万７，０００人を

割り込むような状況になっています。それで私は決してですね、これまで内子町がやられてきた

子育て支援とかですね、いろんなことについて批判をするわけじゃないんです。ある面、評価す

る部分もたくさんあるんです。ただ、私が今回言いたいのは、それをさらに拡充することが大事

なんじゃないかなということが言いたかったんですね。これ現実的な数字を見ると、２８年度末

のですね、０歳児の人数は８２人です。ということは、昨年度生まれた子どもの数は８２人なん

ですね。それ考えると、例えば内子町子ども子育て支援事業計画で予測されとる３１年度が８９

人と予測されていますけれども、もうさらにそれを割りこんでいるというような現実が一方にあ

るんです。そういったことで私はなんとかこういったことを内子町の未来のためにですね、どう

したらいいのか。人口減少に歯止めをかけないかん、少子化に歯止めをかけないかんという思い

で質問を致しました。先程の課長の答弁でも年度ごとにいろんな検証作業をしているということ

でありますが、できればですね、そういった数値目標やＫＰＩの達成状況等のですね、検証結果

をこの議会中に決算審査がありますが、出来ればその時にでも進捗状況が分かるような資料を

我々にも配っていただければと思いますが、その点についていかがでしょう。 

○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） 事業の進捗につきましては、当然、議会の方で総合計画も認めていた

だきましたので、その進捗については我々としてもその達成度や進捗状況を報告する義務があろ

うかというふうに考えておりますので何らかの形でですね、お示しが出来ればというふうに考え

ております。 
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○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） それでは次にですね、福祉課長の答弁をいろいろといただきました。そ

れで私一番大切なのはやはりいろんな統計からみても、子育て費用とか教育費の費用負担という

のがやっぱ少子化の原因、出生率の上がらない原因になっているというのは全国的な調査で結果

が出ています。ですから先ほども言いましたけれども、やはりその原因が分かっておればそこに

手を差し伸べるということで私は解決できるんだろうと思います。もちろん財政的な問題もあろ

うかと思います。財政的な問題についてはですね、私は４年間議員として予算、決算、状況をみ

て参りました。確かに稲本町政、県内でも本当健全財政の面では優等生であると私も高く評価を

しています。ただ、そんな中でもですね、多少無理をしてでも子育て支援に税金を投入するとい

うことが内子のためになるのではないかなというような観点で質問をするわけですけれども、ま

ず、在宅子育て支援ですが、近隣の市町での実施例は今あるんでしょうか。まずそこからお尋ね

したいと思います。 

○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） 近隣での事業の実施例でございますが、議員がおっしゃるよ

うな子育て支援の補助ということでは若干違うと思いますが、宇和島市で０歳児の子どもさんを

養育する家庭に一定額を補助するという制度はございます。こちらの方は所得制限とかそういっ

た要件がございます。 

○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） そういった県内でいろんな全国みるとですね、近くでは高知県の黒潮町

あたりでは在宅で子育てをする保護者の方に第１子、２万円。第２子、３子以降、３万円といっ

たような助成をされているところも全国にはあるようです。できればそういったことも通じてで

すね、やはり内子町の子育て支援ということの充実にもつながると思いますので、検討もしなけ

ればいけないというようなご答弁だったと思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思いま

す。こういったことをすることによってですね、実際に山岡総務課長言われましたが、全国では

出生率が上がったりとかですね、いろんなプラスの面が出ております。ぜひ充実をしていただき

たいと思います。そして、一次預かり保育の費用への助成についてご質問を致しました。今、く

るみ保育園と五城保育園の２園ということでありますが、他の園でやるというようなことは検討

されていないのかどうか。お伺いします。 

○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。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 他の園での実施については、検討はしております。今年度中

にはある程度の方向性を出していきたいと考えておるところです。 

○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） 一次預かり保育料、１日１，５００円。月１４回が限度で２万１，００
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０円ということでありますが、私は在宅で子育てをされておる保護者の皆さん方のですね、ご苦

労とかいうこと考えると、その内の何回かはリフレッシュ、ご苦労様というような意味を込めて

ですね、何回かクーポン券を出すとかということも具体的に提案をしたいと思いますが、そうい

ったことについてはいかがでしょうか。 

○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） 検討課題として受け取らせて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） 次にですね、この前ある方からこんなお話をお聞きしました。乳児保育

のことなんですけど、そこの子どもさんが内子に家を建てるんだけれども、なかなか乳児を預か

っていただけないというような声を聞きました。ということは乳児保育というのも需要があるん

だろうと思うんです。内子町の支援事業計画書をずっと見ておりますとですね、女性の就業率も

大変高いのが内子町です。それだけ女性の社会進出が進んでいるということにもつながってくる

し、またそれだけ保育サービスへのですね、需要もあるんだろうと思いますが、この乳児保育の

さらなる充実といった面については、いかがでしょうか。 

○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） 乳児保育と言いますと０歳児保育と考えてよろしいでしょう

かね。０歳児保育につきましては、現状では現在の５園の保育園では、定員がほぼいっぱいの状

況でございまして、今の状況の中ではこれ以上拡充することは困難であろうかと考えております。 

○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） 今の状態では困難でということですが、それを今いう需要があるわけで

す。そうすると、待機児童ないということではない、潜在的に待機児童は内子町にもあるという

ことにもなってきますし、その辺の需要を動向をですね、よく町民の皆さん方の要望がどこまで

乳児保育に対してあるのかどうか。よく調査をしていただいてですね、ぜひそういった方の願い

が叶うような対策をとっていただきたいと思います。 

 そして次にですね、今年の１０月１日から育児休業の最長２年までの延長が可能になるといっ

た改正育児介護休業法というのが施行されますが、この法律の施行によって子育ての環境はどう

変わるとお考えになっているのかお聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（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） 育児介護休業法は、この４月に改正をされ、１０月１日に施

行ということになっております。その法律の中では、最長１年半であった育児休業が事情があれ

ば２年まで延ばすことができるというような制度改正でございます。これにより女性の社会進出

がまた一段と高まるのではないか、働き方の方も多様化していくであろうと思います。２歳以上

の保育の需要をそこで伸びてくるのではないかというふうに予測はしておるところでございます。 



平成２９年 9 月第 92 回内子町議会定例会 

‐ 14 ‐ 

○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） ということであればですね、今、保育園の利用状況を見ると、これ２６

年度の数字なんですけど、町立保育園の稼働率が９５％、それで社協が運営しておる私立の保育

園の稼働率が９０．４％。一方、幼稚園の利用状況を見るとですね、稼働率３８．６％になって

います。ということは、やはり内子町内では保育園への入園希望の方が圧倒的に多いと思われま

す。ということは出来れば、私思うんですけど、例えばどっかの幼稚園を認定子ども園にするこ

とでそういった保育園への入園希望もある程度叶ってくるのかなというような気がしますが、そ

ういった認定子ども園についてのご検討はされたのかどうか、お伺いをしたいと思います。 

○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） これは部内の係間の協議ということではございますが、検討

はしております。 

○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） 次に、特定不妊治療費助成事業ですけれども、２８年度に内子町の子育

て応援プロジェクトの中での取り組みということで、そういった面についてはですね、私は評価

を致します。ただ、これ費用が言われたように６０万近くかかる、高額な治療になりますし、今

までの実績を見ますと４名の内３人は出産をされたというようなことも聞いておりますが、そう

いう実績があるのであればですね、この助成をさらに増額して多くのそういった不妊で悩んでい

る方が気楽に治療が受けられるような体制というのをつくるのも私は大事かなと思いますし、こ

れ何百人もがというわけではない。数名か、何十名かの話だと思いますけれども、ぜひですね、

この助成の増額ということも町長、検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○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） 今のご質問につきましては、やっぱり補助金を受けてもまだ個人の持出

しっていいますか、負担が２０万くらいいるというのが現状でございます。これやっぱ大きな額

ですよね。ですから、何らかの形でちょっと内部ででもよく検討してですね、応援ができるよう

な体制を検討してみたいなというふうに思っているところです。 

○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） 子育て支援事業の充実ということでいろいろ質問を致しました。内子町

が昨年、２７年度ですか、作られた子ども子育て支援事業計画、これを見るとですね、アンケー

ト調査の結果が出ています。それにはいろんな町民の皆さん方の思いや願いというものがある意

味見てとれると思っています。その中に、病児、病後児保育事業という項目の中で、出来れば病

児、病後児保育事業を利用したいという方が３９．１％、預けたくないという方も当然、５９．

８％という数字があるんですけれども、４割の方がこの病児、病後児保育事業というものをやっ

てほしいというようなご意見もあるようですが、その点についてはいかがでしょうか。 
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○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） 私どもで作成した計画でございますので、病児、病後児保育

についてはしっかりと検討をしていくということでおりますが、人員の確保であるとか、施設面

の問題もございますので、なお検討はさせていただきたいという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） 他の事業についてもですね、人材面、実施主体等、課題があるため、今

後は状況に応じて事業の実施を検討というようなことが何件かあります。ぜひですね、こういっ

た町民の皆さん方の声を真摯に受け止めていただいて、実現できるものは実現をしていただきた

いということを申し上げてこの質問を終わります。 

次にですね、教育費の負担を軽減ということですけれども、実際に全国的な傾向として、今、

給食費の無料化とか、いろんな教育費の負担軽減ということで、当然、国も動こうとしています。

出来たら、内子町としても財政的な問題、もちろんあるんですけれども、多少無理をしてでも私

は子育ての費用、教育の負担軽減はやると。それは未来への投資につながると思うんです。この

まま子どもが減っていくとですね、せっかく整備をした幼稚園や保育園、小中学校に将来子ども

がいなくなるようなことにもなりかねない。そうしてはいけないということだと思います。ぜひ

そういった費用の軽減、全額でなくてもですね、例えば給食費の無料化６，０００万と言われま

すが、半分でも３，０００万。そして、修学旅行の費用が１，６００万と言われましたが、それ

合わせてもですね、５，０００万。これをなんとか捻出をしていただいてですね、内子町で子育

てをしようという人達が本当に安心して子育てができるような環境にしていただきたいと思いま

すが、町長、この点についてはなかなか財政的なこともあって難しいとは思うんですが、ご検討

はしていただけますでしょうかね。 

○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） 制度を一つ作る場合にはやっぱり３年で終わるもの、１年でその年で終

わるもの、そしてこれはやっぱり持続性を持たせないといけないものっていうのは、やっぱりあ

ると思うんですね。この給食費であったり、修学旅行の助成っていうのは、やっぱり持続性を持

たせないと、今年やって来年辞めましたっていうわけにはいかないんですね。そうすると安定し

て財源をどういうふうに確保していくかっていう、まさに森永議員が言われたとおりなんです。

今、教育の現場で今、何を優先すべきかっていうのは、私もこの場でお答えしたことがたしかあ

ると思うんですけれども、例年以上にやっぱり教室がものすごく暑いです。ご案内のようにです

ね。これをなんとか子どもたち良い環境の中で勉強ができるようにエアコンをきちんと設置して

いきたい。これは早くやりたいというふうに思っているんですね。これは半端な額じゃないんで

す。ですから、まずこれを優先させていきたいなと思うのが正直な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） それではですね、最後の質問で、町外から町内に移り住む子育て世帯へ
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の助成というようなことについて質問を致します。今、内子町でも町産材の使用の補助がやられ

ています。言われたとおりやられているんです。去年の２８年度の町産材利用の木造住宅への補

助が７件ですか、それと別に年間４７件の新築住宅があって、それがほとんど若い子育て世帯と

いうようなことの答弁がありました。私思うんですけども、今の町産材使用への補助はあくまで

も林業の活性化が主体となったものだと思っています。私は、それに加えてですね、子育て世帯

への住宅助成、子育て支援という視点もそこにプラスすることが必要なんだろうと思います。そ

ういったことで、町内の建築業者さんが建てる家以外に、４０件ほどの大手住宅メーカーだろう

と思いますけれども、住宅があって、その家を建てるのがほとんどが子育て世帯ということであ

ればですね、そこに対してのいろんな支援というものも少し考えていくことも必要だろうと。そ

れはなぜかというと、やはり近隣からそういった人達を呼び込むためにも、具体的にそういうも

のが必要になるんだろうと私は思っています。ぜひですね、この近隣から人を呼び込めるために

子育て世帯を充実する、それがひいては内子町の少子化対策にもつながる、人口減少対策にもつ

ながるんだという観点をもって取り組んでいただきたいと思いますが、課長、もう一回その辺に

ついてご検討していただけますか。 

○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） 先ほど、私の方からご説明しましたように住宅に対する補助制度って

いうのは説明したとおりでございますが、その中で例えば、分譲地に対しての補助ということに

つきましてもですね、分譲地残り僅かとなってございます。それが終わったのちどうするかとい

う一つ課題がございます。それから、移住者向けのリフォームに対する補助、これについても昨

年度から補助制度を設けて準備はしておりますけれども、なかなか使い勝手が悪いのか、利用実

績がまだないということがございます。そういったもろもろの制度を照らし合わせてみて、例え

ば町産材の利用補助につきましても、昨年度から瓦の要件は、若干要件をゆるくさせていただい

て、若者向けの住宅にも少し対応できたかなというふうに考えていますので、そういったような

いろいろな条件をですね、今後検討のテーブルの上に乗せながら、新たな制度設計をしていく必

要があるなというふうに考えています。ちなみに、出生率の低い例えば京都府辺りはですね、府

をあげていろいろな住宅の購入賃料、それからいろいろな不動産業者への仲買手数料とか、引っ

越し費用まで府が面倒をみようかということも考えていらっしゃいます。そういうことがたぶん

全国的な流れにもなってきているんだろうというふうに私達も十分重く受けておりますので、今

後なんらかのいい制度設計ができるようにですね、検討してまいりたいというふうに思います。 

○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） 第２期総合計画のプロジェクト１０にある子育て応援プロジェクトの中

にもですね、むしろ子育て世帯の人々を内子町へ呼び込むための施策の充実をおこなうことが喫

緊の課題というようなことも掲げられています。ぜひですね、全国でも地方創生という名のもと

で知恵比べ、人をいかに我が町に呼び込むかということはですね、もう競争になっていると思い

ますし、全体のことを言えばあれですけど、私達は内子町の町議会議員であり、皆さん方は内子

町の役場の職員であり、町民であるわけでありますから、内子町のことだけを考えてですね、内
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子町さえよければいいという極端な言い方かもしれませんけれども、そういった意味で近隣から

若い人達を呼び込むことをぜひ考えていただきたいということを申し上げまして、質問を終わり

ます。 

○議長（山本徹君） ここで、暫時休憩します。午前１１時２０分から再開します。 

 

午前１１時１０分 休憩 

 

午前１１時２０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。 

○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） ９月定例会に当たり、質問をさせていただきます。議員という立場にな

り、早くも５カ月目を迎えました。今でも行く先々で、本当にいろんな方々から、「当選おめでと

う。」「期待しとるぜ。」「がんばってな。」と励ましのお言葉を頂きます。「今までとは立場が違う」

と再確認させられると共に、内子町議会議員としての信念と覚悟を持って、町民の声を行政に届

けて参りたいと思います。 

さて、今回のテーマは内子町の第三セクターの意義についてです。調べてみますと、第三セク

ターとは、地方公共団体が２５％以上の出資又は出えんを行っている法人。地方公共団体が損失

補償等の財政援助を行っている法人。地方公共団体がその経営に実質的に主導的な立場を確保し

ていると認められる法人ということで、民間の良いところ、柔軟な経営発想や迅速な対応力等と

行政の良いところ、公共事業的な役割とその為の補助金活用等、財政的メリットを併せ持つ半民

半官の組織として全国に広がりました。ローカル鉄道会社の運営などが一時ニュースでも取り上

げられ話題にもなっております。そして現在、内子町では５つの第三セクターが存在し、それぞ

れ公共的な役割を担っていますが、今回取り上げたいのは２つの第三セクターです。以下、三セ

クと呼ばせて頂きます。まず、今や内子の顔とも言うべき内子フレッシュパークからり。２０周

年を迎えたからりは、国土交通省により、全国でも６つの全国モデル道の駅に指定され、近年は

年間７億円以上の売上額を誇っております。農林水産省・総務省・経済産業省等にも先進事例・

成功事例として取り上げられ、内子町の施策のエースとは、正に「からり」のことでしょう。し

かし近年は、同じような形態の産直市が現われ、中でも大洲の「愛たい菜」ができてからは、出

荷者も消費者も大洲に流れ、売り上げを維持するのが大変な状況だと、関係者から話を伺うこと

があります。まるで、郊外型大型店の台頭に苦しむ商店街の歴史を見ているようですが、しかし、

からりは第三セクター、そして内子町のエースです。県下のデパートや東京でのイベント出店、

松山椿に常設店舗、県の事業も活用して、様々な販売ルートを模索して売上げを確保しようと、

行政も全力で支援しています。三セクのからりが存在する意義とは、農家の収入を少しでも上げ
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ていき、内子の農業が健全に発展していくためだと私は思いますが、今の状況は、からりの売上

額を維持するためだけに、躍起になっているような印象を受けます。東京のイベントに出店して

ソーセージを日に何十万円売っても、ほとんどの農家には関係ありません。しかも、役場職員も

一緒に行って販売のお手伝いをしている。そして、町外でのイベントが忙しい時期には、町内へ

の供給が間に合わず、どこにも内子豚製品が売っていない日もあります。実際に「内子豚が手に

入らないからメニューに載せるのはやめました」という飲食店もあります。そういう私も、「から

り」に買い物によく行っています。スタッフも含めれば、ほぼ毎日、「からり」で何千円か仕入れ

や買い物をしておりますが、安心安全で種類も豊富な旬の野菜や果物をこれからもどんどん販売

していってほしいと心から思っています。いち「からりファン」として、しかし、今のやり方で

これから本当に大丈夫なのかと心配もしているのです。そんな中、一昨年、からり椿店が常設店

になりました。松山に店ができるのですから、からり全体としての売上額は当然伸びるでしょう。

しかし、経費も掛かります。しかもスーパーが隣接する激戦区です。出店してからずっと赤字続

きだという噂をよく聞きますが、実際はどうなのでしょうか。そこで質問です。今回配布して頂

いた資料の中にも昨年度、椿店の売上額が３，８２０万円余りと記載されています。が、支出の

状況は分かりません。椿店の単独での収支状況の説明を商売をやっていない方にも分かりやすく、

お願い致します。 

 続いて、からり加工場について、質問します。いつ行っても活発に製造している気配がないの

ですが、前回６月議会でのからり加工場稼働率の質問に対して、常勤社員３名、年間７０．７％

の稼働率と答弁がありました。加工場の建設費は２億４，０００万円です。設立時の生産目標額

は年間６０００万円とお聞きしておりますが、それに対しての現在の製造品と生産額を教えてく

ださい。そのからり、この４月に２０周年を迎えられました。今さらですが、おめでとうござい

ます。そんな時にこんな質問は意地が悪いかもしれませんけれども、この２０年間、建物や設備

等、内子町はどれほどの投資をしたのか、補助金を使ってきたのか、総額を教えてください。更

に、この８月の議会全員協議会において、からり販売所の改修費用として１億円の予算が見込ま

れるとの説明がありました。駐車場から売り場に向かって右側に空調付きの売り場と、左側に保

冷庫を整備するということですが、この施設、３５０㎡の販売所に 1 億円です。およそ坪１００

万円。いくら設計費込で、空調設備に費用が掛かるといっても、売り場に坪１００万円は、我々

の感覚ではありえません。今話題の加計学園でも坪１５０万円と言われて叩かれています。あち

らは鉄骨コンクリートの獣医学校舎です。こっちは販売所です。民間の感覚では、まず信じられ

ない金額ですが、公共施設としては、役場の発注額としては問題ないのか、質問致します。その

販売所改築工事に係る１億円の根拠をご説明ください。からりは７億円も売り上げがある、年間

ですね、町内でもトップクラスの企業です。しかし、町の施設ですから、その分に対しての固定

資産税は発生しておりません。さらに家賃もありません。その上に今回のような施設改修費を税

金による補てんは、今後もずっと必要なのでしょうか。民間事業者からすればこれだけ行政から

支援されて年７億円も売り上げがあるのならば、今回の改築費や修繕費に関しては、自社で捻出

していけるような、経営力を持ってもらいたいと思うのは当然だと思います。もっと言うならば、

役場職員の天下りではなく、経営力を持った社長を据えて、さっさと行政から独立させて、民間

企業とした方が、他の民間業者と連携して幅広い事業が期待できる上に、町としては税金の投入
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どころか、税収の増加にもつながるはずだと、私は思います。そうすれば、からりを通して内子

町農業の１０年、２０年先のビジョンが、見えてくるのではないでしょうか。以上を踏まえ、こ

の第三セクター、株式会社フレッシュパークからりの会長である、町長にお尋ね致します。持続

可能なまちづくりの先進地と言われるこの内子町において、今後のからりの経営方針をお聞かせ

ください。 

続いて、林業６次産業化計画について質問致します。さて、この件についてはご存じない町民

の方もいらっしゃるでしょうから、私の方から簡単に経緯を説明させていただきます。修正点が

ありましたらご指摘いただきたいと思います。内子町は、平成２７年度並びに２８年度の２カ年

で、２，９００万円余りの予算をかけて林業六次化、六次産業化計画を作成致しました。予算額

や委託先について、議会で否定的な意見も多く出たという話ですが、結局承認され、その成果物

としての計画内容が本年５月１９日の議員全員協議会において産業振興課より報告されました。

その内容は、内子町と森林組合と民間が出資する第三セクターの株式会社小田ログハウジングを

地域商社へと改変し、林業活性化に向けて木材加工からマーケティングや人材育成まで、一次・

二次・三次産業を一貫した様々な事業に取り組んでいくというものです。そしてその中には、住

宅建築事業として「内子ならではの家」というブランドを立ち上げ、一般住宅の施工販売にも取

り組んでいくという内容も記載されています。私は「町内建築業者に対して民業圧迫になりませ

んか」と質問致しましたが、「そうならないように十分注意して取り組んでいく」という回答でし

た。５月２６日、愛媛新聞にその内容が掲載されます。その後、記事を見た町内の建築業の方か

ら、「あれは何だ。」「何の話だ。」と相談があったので、私は「あれ。」と不思議に思い、６月２７

日の商工会理事会の場で、建築関係の方々に林業六次産業化における、内子ならではの家の施工

販売について説明し、「行政から相談はありましたか。」と尋ねました。答えは誰も「聞いていな

い。」と。「そんなことになれば大変なことだ。ただでさえ大手メーカーにお客さんを取られてい

るのに、行政が建築に乗り出すとはどういうことだ。」「我々を潰す気か。」と当然、かなり厳しい

意見が出ました。改めて役場から話を聞こうということになりまして、７月４日商工会にて、商

工会会長、商工会副会長、局長・建設業組合会長、副会長、そして私で、産業振興課職員２名か

らお話を伺いました。「内子ならではの家」については歯切れが悪く、計画中・検討中なので、と

いう言葉ばかりで要領を得ず、正式な説明会の開催を要望することになりました。そして７月３

１日 内子自治センターにおいて、町長・副町長出席のもと、説明会が開催されます。担当者か

ら一通り説明があった後、質疑に移り、建築業の若手経営者からは、「六次化を目指すなら、営業

やマーケティングに力を入れて、民間に仕事を増やし、木の販売量を増やしていけばいい。」とい

う建設的な意見や、「この事業をやって誰が喜ぶんでしょうか。喜ぶ人がいないのにやる意味があ

りますか。」という辛らつな意見も出ました。私も、「今の状態で地域商社を設立してしまっても

絶対にうまくいかない、もう１年程時間をかけて、地域の業者と話し合い、みんなにメリットの

あるような計画に作り替えてはどうですか。」と意見を述べました。それから、１ヶ月余りが経ち、

１回か２回、建設業組合の役員の方々と産業振興課で話を持たれたという事は伺っております。

しかし、内容について私は把握しておらず、そこで質問させていただきます。林業六次産業化計

画、地域商社の設立について、現在の進捗状況をお答えください。また３月末に計画書が出来上

がり、５月の全員協議会、愛媛新聞への掲載、説明会開催、時間は十分あったと思いますが、な
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ぜ町内の建築業者の方々に対して、相談・説明をしてこなかったのか、教えてください。この「内

子ならではの家」を「地域商社の主力商品とする」と担当職員から説明を受けました。なぜそれ

が民業圧迫に繋がらないといえるのか、具体的な根拠を教えてください。そしてからりのように

地域商社に対しても施設整備や設備備品等、町は補助していくつもりなのでしょうか、お答えい

ただきたい。最後に内子町として、地域商社に対する資本金の増額、いわゆる増資の予定はある

のか、お答えいただきたいと思います。以上、私からの一括質問と致します。 

○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） 私の方からは、からりの持続可能な社会をめざす上で今後の経営方針は

ということについてお答えをさせていただきたいと思います。大西議員もご存知のようにこれは

株式会社ですから、経営方針については、基本的に会社法の適用の中で役員会を開き、そして最

後は株主総会で経営方針等々を決めるというのが本筋、そういうふうなことでからりはやってき

ておるわけでございます。ですから、私の方で経営方針はこうですということはいささか筋違い

なところもあるかもしれませんけれども、三セクという立場でお答えをさせていただきたいとい

うふうに思っております。お手元の資料の中で、三セクについてのその評価等々、ご説明するよ

うな議案があると思うんですけど、その中でもご説明させていただくようになるんだろうと思い

ますが、先般の株主総会で決まりましたことはですね、会社設立から２０周年を経過して新たな

一歩を踏み出すにあたって、内子町の元気づくり、農業の振興、若者や後継者の雇用など、内子

町のまちづくりの一翼を担う使命と責任を継続していくということで２１期の事業計画に定めて

ございます。そのために、営業・販売の強化、出荷物の確保、社員個々の能力向上、ゆとりと安

らぎの空間づくり、飽くなき挑戦、これを実践していくということで、株主総会として決定され

ているところでございます。これが２１期に向けての経営方針でございます。ご案内のように元々

このからりは農家の皆さん方がなんとか自分達で値段をつけて何とか消費者の皆さん方と交流が

できて、農家の皆さん方が農業やっていてよかったな、この町で農業と関われてよかったなそう

いう元気ができるような施設を作ってほしいというところから出発したものでございます。です

から今、議員が言われるように、建て物はこれは町の財産でございます。補助ではございません。

ですから町が対応していかなくちゃいけないという責務がございます。雇用につきましては今、

７０名前後くらいの大勢の雇用を受けるような会社になりました。販売額も会社全体では７億円、

ご案内のように超えております。ですから、地域経済の大きな一翼を担っているんではないかな

というふうに思っています。そういう会社をこれからも町として応援出来るところは応援をさせ

ていただいてですね、これからもやっていくべきだろうというふうに私は思っているところです。

以上でございます。 

○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について、椿店単独での
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収支状況、加工場の加工品とそれぞれの額、設備、備品等への町の補助額についてお答えをさせ

ていただきます。椿店は、内子産農産物やからり商品の販売を通して内子産農産物の認知度向上

と内子町への誘客を図る目的で、松山市内に常設店として、株式会社内子フレッシュパークから

りが平成２７年８月に開設しました。１年目の平成２７年度は、８ヶ月間の営業で、直売所の生

産者商品やパン工房等の商品を含めた総売上は、２，５６２万５，０００円でした。株式会社内

子フレッシュパークからりでは、会計処理上、椿店の各部門の売上については、おのおのの部門

の売上げとして集計をしているため、椿店の売上げは、直売所商品の売上げと販売手数料の１，

５０６万４，０００円となっております。売上原価、販売費及び一般管理費を含めた総費用を控

除した税引前利益は、マイナスの６６７万９，０００円となっております。２年目の平成２８年

度は、直売所の生産者商品やパン工房等の商品を含めた総売上は、３，８２０万１，０００円で

した。２７年度と同様に直売所商品の売上げと販売委託料を売上としているため、売上高は１，

３５１万９，０００円となっております。総費用を引いた当期利益は、マイナスの１，０１７万

７，０００円となっております。 

次に、「加工場」の製造品とそれぞれの額についてでございますが、現在、加工場では、ジャバ

ラ、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。加工品及び生産出荷額は、じゃばらの搾汁等関連商品が１，３６１万９，０００

円、トマト関連商品が４１６万円、もち麦商品が５４５万８，０００円、ヨモギ商品が１５万６，

０００円、シャーベットの一次加工が３９４万１，０００円、惣菜が１２９万５，０００円で、

年間２，８６２万９，０００円の生産出荷額となってございます。 

次に、株式会社内子フレッシュパークからりが追加整備した設備等への補助額について調査致

しましたが、３町合併後でございますが、平成２６年度に同社が事業主体となって、県補助事業

によりジャバラ果皮の乾燥機を整備した事業に対し、町を経由して補助金４４万７，０００円を

支出した１件のみでございました。平成１８年７月に株式会社内子フレッシュパークからりを指

定管理者として指定しておりますが、以来、指定管理基本協定には、「管理施設の改修については、

１件につき５０万円税込以上のものについては、内子町が自己の費用と責任において実施するも

のとし、１件につき５０万円未満のものについては株式会社内子フレッシュパークからりが自己

の費用と責任において実施するものとする。」と規定しております。また、備品についても株式会

社内子フレッシュパークからりが購入すべきものと規定しております。なお、高額の備品の整備

は、株式会社内子フレッシュパークからりが、事業主体となって、国・県等の補助事業を受けて

整備しておられます。 

次に「販売所改築工事計画」予算額についてお答えをさせていただきます。現在の農産物直売

所の面積は４５０㎡で、入口から右側を花木・工芸品売場、中央のテント下の青果物売場、左側

を加工品売場に分かれております。今回の事業において、入口から右側に地域産物販売施設を新

設し、空調を備えた青果物の販売スペースとするものです。それに伴い、中央のテント下は通路

や休憩スペースとして確保し、左側の既設の売場は、花木・工芸品等の売場に変更し、継続して

使用する計画としております。そのため、地域産物販売施設と冷蔵保管施設との合わせた建築面

積を３５０㎡と計画しております。事業費については、農山漁村振興交付金実施要領により、上

限建設費が床面積１㎡あたり２９万円以内と規定されているため、事業費の上限を設計費用を含
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めて１億円としたものでございます。なお、今後の実施設計による現地調査や積算により、事業

費が明確になるものと考えてございます。 

 次に地域商社設立の進捗についてお答え致します。今年の３月に「地域商社」の具体的体制を

提案し、その後、具現化すべく関係機関と調整を図って参りました。７月４日に関係者間での検

討委員会を開催し、事業計画等の確認をしたところです。スケジュール案では、今年の１１月末

には新体制づくりを行う予定となっております。 

 次に、町内の建設事業者への説明に関するご質問にお答えをさせていただきます。計画作成段

階では関係者へのヒアリングを行って参りましたが、今年の３月に基本構想が出来上がり、その

後、関係機関との調整に相当の時間を要し、説明する機会を逸してしまい、町内の建築事業者へ

の相談や説明ができてなくお詫び申し上げているところです。「内子ならではの家」の使用方法な

ど、町内の建築事業者の皆様との相談をし、ブランド化を図り、内子材の普及振興に努めて参り

たいと考えております。 

次に内子ならではの家に関するご質問にお答えをさせていただきます。内子ならではの家は、

地域商社の一般住宅の商品と考えておりますが、地域商社が独占的に施工販売を行うものではな

く、町内の工務店にも営業ツールとして使って頂くようにしていきますので、民業圧迫にはなら

ないと考えております。さらに、施工販売する人材確保も必要とされることから、町内の建築事

業者とも連携を図っていく構想にあります。 

 次に設備整備や備品購入への町の補助についてのお答え致します。施設整備や設備備品購入に

ついて、原則は、会社負担となります。設備投資する場合は、会社が事業主体となって国等の補

助制度を活用されるものと考えておりますので、現時点では、町は補助する考えはございません。 

 最後になりますが、地域商社への増資についてお答え致します。資本金を増資するかは会社の

経営判断になるわけですが、増資の計画があった場合でも現段階では町からの投資は考えており

ません。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） 再質問をさせていただきます。まずは、椿店についてですけれども、１，

０００万あまりの赤字ということでした。先程、景気判断の話が他の議員の質問の中で出られま

したが、農業も伸びていると。２％伸びて３２億円ということは、６，４００万伸びている。椿

店の売上額が３，８００万です。ほぼ椿店が半分以上その伸びている分を稼いでいるのかなと。

しかし、椿店は大赤字です。これ僕らの感覚でいけば、もう辞めた方がいいくらいの数字です。

全体として伸びているけど、ここに負担が集中していると。質問致します。経費として家賃、人

件費、光熱費、輸送費、椿店としていくらかかっておられますか。 

○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） 先ほど申し上げました通り、売上高については直売所の売り上

げと手数料ということになっておりますけれども、そちらの方の売り上げの原価が５３９万１，

２２５円となっております。人件費につきましては、６５１万４，５４９円ということでござい

ます。一般管理費が１，１７９万８１７円ということでございます。 
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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） その一般管理費の中に家賃や光熱費が出てきていると思いますが、その

内訳をお願い致します。 

○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。 

○産業振興課長（山本真二君） 家賃については５４０万円、月４５万円というふうに聞いてお

ります。光熱費についてはちょっと。光熱費については、１２０万１，０００円余りでございま

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） 言うまでもないと思いますけれども、もう経費倒れの状況だと思います。

椿店がもし独り立ちするならば、１億以上の売り上げが必要でしょう。でもからりの支店なので、

宣伝効果を考えると、存在する意義があると判断されているとは思いますが、今年度の計画も売

り上げ販売の目標額がたしか４，０００万円でした。今年も赤字でオッケイですよという計画で

よろしいのですか。 

○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） からりの事業計画の来年度の目標としては、椿店が目標額４，

０００万円になってございます。こちらについては、出来るだけ経費の削減をということもある

のと、先ほど申し上げました各部門ごとが会計処理上、直売所だけの売り上げだけになってござ

いますので、そちらの方の率の見直しをなんぼかの按分をしてですね、椿店の売り上げに切り替

えるとか、というふうなことも検討されておられるようです。併せて、大部分の経費が占めてま

す借地、家賃関係についてもですね、見直しができるかどうかということも当たられているとい

うふうなことを聞いております。 

○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） 独立した株式会社なので、そういう答弁になられるかとは思っておりま

したが、また加工場についてです。年間６，０００万円の目標額だったという話を聞いておりま

すが、それは間違いございませんか。 

○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） この事業につきましては、平成１９年に国の事業で整備したも

のでございます。目標としては６，０００万円だったと思います。ちょっとすみません、事業計

画としてはその目標でということになっていると思います。 

○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） その計画は補助金をとるために行政が制作したと伺っております。現在
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の稼働率が７０％で２，８６２万９，０００円の今、製造量だと、７０％で２，８６０万円だと

全然１００％稼働率を越えても６，０００万円には遠く届かない計画になっております。どうい

うことかご説明をお願い致します。 

○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。 

○産業振興課長（山本真二君） 稼働率については、６月の議会でも答弁を致しました。原則と

して土日を除く平日について稼働をしているというふうなことでございます。実際に製造して販

売をしてるということですけど、営業力を強化しながらですね、今後は売り上げを伸ばしていけ

るようにと。いろんな商品が開発は進んでございますので、そういう取り組みをこれからも続け

ていただいたらと思っております。 

○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） ちょっとお答えがずれていると思うんですが、その７０％の稼働率とい

うのは、加工場の一部を使っている日が年間に７０％だということだと思います。社員さんも３

名ということですので、それは置いておきまして。私の知り合いの生鮮産品を取り扱う会社の代

表の方がですね、カット野菜や調理前加工野菜の需要はいくらでもあると言っております。県内

へ。その声は、からりの現場に届いていないと思いますが、三セクのからりですから難しい面も

あるのではないかと思います。そういった民間企業との業務提携や下請け業務は、加工場として

可能なのでしょうか、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。 

○産業振興課長（山本真二君） 先ほど申し上げた中でですね、民間からの依頼ということで、

ケチャップとかさつまいもの下処理等を受けてですね、やってございます。またじゃばらの果皮

等についても町内の業者に供給をしたりというふうなことで、進んでございます。 

○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。ではその方に可能なようですのでどんどん提携

してからり加工場の売り上げを伸ばしていただくよう、協力をお願いしたいと思います。そして、

林業六次化について再質問させていただきます。たしか地方創生補助金で２，９００万円でした

かを一括してコンサルタントに支払って計画を作っておられます。それは行政のお仕事だと思い

ます。その計画づくりを民間である株式会社小田ログに対してこれやりなさいよということだと

思うんですが、でもやるかどうかは民間なのでそちらの判断ですよということで間違いないです

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） 林業六次化の取り組みについて企業が実施するかというふうな

ことのご質問でございますか。 

○１番（大西啓介君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 地域商社設立に対してその地域商社の事業内容に対していろいろと計画

作りをされました。その計画内容について小田ログに地域商社になって下さいよということをお

願いしてやってもらうので、行政の仕事ではなくて、地域商社の仕事となるから民業圧迫になら

ないという答弁だったと思いますが、町は現在の小田ログの将来に対して２，９００万かけて林

業六次化の計画をつくったということですね。小田ログありき、林業の活性化が目的ですが、も

う最初から小田ログでやるということは言われていました。そんな中で先程、小田ログ、今後の

地域商社ですけれども、株式会社ですので、民間のルールにのっとって運営されていくとおっし

ゃいました。しかし、それに対して町も出資しておりますし、補助金を使って、その新しい地域

商社の計画内容を作ってきたわけです。で、民間の建築業界ですねと、かぶる部分があってもそ

れは行政の民業圧迫ではないという理論は、僕はちょっと通用しないと思うんですけれども、そ

の辺についてもうちょっと掘り下げた意見をお願い致します。 

○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） 何点か少し認識の違いっていいますか、理解されていることが私達と考

えている所とちょっとずれているんではないかなと私は思っているんですね。それは小田ログあ

りきではなくて検討の結果ですね、こういうふうなものの事業体としてやっていただくというの

は、やっぱり一つは広域的な部分があるんですね。内子町全体の林業をどういうふうに進行させ

ていくのか。内子の山や木にどういうふうに価値をもっとつけて山が元気になっていくようにし

たらいいんだろうかということを考えた時に私たちもそうですけど、じいさんやばあさんやその

前のじいさんやばあさん達が難儀して山を育ててくれました。今、全然お金にならないんで、切

り捨てみたいな形で木が死んでしまっているんですね。こういう山をほっておいたら大変な災害

の元になるかもしれないし、少しでもお金になるような仕組みをこの町で作っていきたいとそれ

は広域的な部分があるんです。儲けた損したという部分ではなくてですね、そこを担って下さる

のは、税金を投入して会社を作っている旧小田町でできあった小田ログ。ここの皆さん方に担っ

ていただく。この会社が担っていただくというのが一番いいんじゃないでしょうかというのが結

果的にそうなってきたということで、決して小田ログが先にあって話が進んだという話ではござ

いませんので、そこのところは一つご理解をいただきたいというふうに思っております。広域的

な部分は何かと言いますと、それはただ単に内子の木に価値をつけるということではなくて、消

費者の皆さん方、都会の皆さん方にも内子に来ていただいて、こんな山で家を建ててみませんか。

営業をもっと強化していかなくちゃならない。そして、マーケットも町内だけじゃなくてもちろ

ん町内も大事なんですけど、むしろ町外に向けてこれは売りこんでいくということがとても大切

だろうと、そういうところは民間の皆さん方と一緒に手を組んでいい成果が出ればみんなで分け

合っていく言うことだって必要であろうというふうに私は思ってるんですね。そこはだから今一

番いいのは小田ログさんに踏ん張っていただくということが一番いいんではないかなというふう

に私たちは考えたわけでございます。以上でございます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 
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○１番（大西啓介君） 検討の結果と申されましたけれども、民間の話は聞いていない、すみま

せんでしたという答弁がその前にありました。担当課長の方から。行政内で検討されたというこ

とですよね。民間の意見は聞かずに公共的な意味があるからここがいいんじゃないかという判断

をされたということだと思います。それであれば民間に説明してもなんの問題もなかったと思う

んで、ただ、失念してただけかもしれませんが、何か言いにくいことがあって説明がおこたわれ

ていたのかなという気がする部分がその施工業を一般住宅の施行販売を拡充するという内容です。

たぶんこれを謳って、民間に先に事前に説明していれば、もっと早い段階からもっと違う意見が

いっぱい聞けたと思いますが、聞いてないのでこういう結果になったんじゃないかなと私は判断

致しました。で、広域的に内子ならではの家を売っていくということですけど、今、いろんな地

方でそういった林業活性化を目指す町で住宅販売をされているところはあります。お隣の久万町

もちょっと名称は忘れましたが、小田の木材を使って住宅販売をされています。どこが施工して

いるかまではちょっと調べてないんですけど、一軒も売れてないそうです。内子の冠をつけた家

が町外で売れるのかというところも甚だ疑問がありますし、その坪単価にしても今の需要からす

れば、考えられないような高級住宅という説明を受けました。そんな中で木を売ることが目的な

のですから、今後の三セク、どういう名前になるか未だ分からないんですが、担い手が商社とい

う名前をつけるのであれば、企画力と営業力でどんどん木を売っていけばいいではないかと私は

思います。商社というのは人と物とつないで動かして利益を生むのが商社です。施工部門、製造

部門をもつのであれば、それはメーカーと言うまた違う形の会社の形ですね。今の内容は商社と

いう名前もふさわしくないと私は思います。その三セクの商社が仕事をとってきて、民間が請け

負って、木材の出荷量をどんどん増やしていく。そこで共に利益を得ていければいいと私は思う

んですが、それを前回も全協でも説明会でもそういう意見も出ました。なぜ今、計画の段階です

けど、なぜそういうふうに計画を変更できないのか。何か補助金の都合とかそういった理由があ

るのでしょうか。お答えいただければと思います。 

○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） まずですね、今回の計画、林業六次化なんですけど、内子の材をで

すね、とにかく多くの方に使っていただきたいということでこれ当然、町内の皆さんをまず使っ

ていただきたいんですが、それだけでなくですね、町外の方にもですね、内子のそういった材を

皆さんに使っていただきたいということでの構想でございます。今の地域商社の話ですけど、こ

れはですね、名称については、何とか地域商社というようなことにこだわっているわけではござ

いません。先ほど来、出ております、内子ならではの家、これについてもですね、その戦略とい

いますか、取り組む中での一つの方策といいましょうか、そういうことでございます。この仮称

地域商社とすればですね、その地域商社だけがですね、住宅を売ってですね、それでどうこうと

いうことでは全然進んでいきません。当然それは、町内の皆さん方の一体になってですね、取り

組んでいかないかなければならないというふうに考えておりますので、それについては、先般の

７月末の説明会でもお話もさせていただきました。今出来あがっている内子ならではの家という

のはですね、本当のパースのような段階です。全然そのまま使えるということにはちょっとまだ

及びませんので、そういうところも含めてですね、建設業組合の方とも内子ならではの家につい
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てはこれからですね、これからもお話をさせていただきたい。そしてですね、それ以外の展開も

あるかもわかりませんけれども、みんなとですね、とにかく一緒になって内子ならではの家、あ

るいは内子の材を使うそういったことを進めていきたいということでございましてですね、何も

突出してそこの会社だけがやっていくということではないので、ご理解をいただきたいと思いま

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） すみません。その５月の全協でいただいた資料の中には、内子の家部門

を年間５棟、１０棟建てて行くという計画がありました。それは全て町外をめざすということで

よろしいでしょうか。町内で建てるのならば新しい商社なり、なんなりが直接施工して建てるの

ならば、僕はもうこれは民業圧迫だと思うのですが、町外に向けてそれは分からない、ちょっと

お答え下さい。 

○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） 先ほどの議員さんのお話の中にですね、非常に売れるのかというよ

うな話もあったかと思います。でですね、内子ならではの家、これは見られているのでおそらく

ご存知かとは思いますけど、町並をベースにしたような家とですね、もう一つは２タイプあるん

ですが、もう一つは昔の農家タイプっていうんでしょうかね、ちょっと面積も広うございます。

なので、敷地面積も普通の家よりかは広くないとですね、なかなか思いみたいなものが表わせな

い、そういうふうな住宅だというふうに思います。ですので、そういう家ではあるんですけれど

も、それがどこで売れるかということですよね。それは分かりません。町内でももちろんたくさ

ん売れればいいんですけど、それはわかりません。そういったものについてはですね、当然、今

も小田ログという会社、名前は名称変わるにせよですね。そういう一般住宅の設計とか、施工と

かですね、そういうのも定款にちゃんと入ってございます。ですので、そういうことをですね、

この場で町の方からですね、それは販売先をですね、限定するようなことをですね、ここで述べ

るということは、それはできないというふうに考えておりますので、それは会社の判断でですね

今後やられるんであろうと思っております。 

○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） お話いろいろとお伺いして、私が感じたのは第三セクターというのが最

初に申しました、柔軟な経営発想や迅速な対応力をもった民間のいところと公共的な割合をもっ

た補助金活用等の行政のいいところを持ち合せた組織であると考えていたんですけれども、そう

いう形で進んでいると私はちょっと思えなかったですね。計画はいろいろ職員が付きっきりで作

りました。補助金もとってきました。でも内容は三セクがやるので、三セクですよと。建築事業

もいろいろやっていくと。町内にたくさん建築事業所ありますが、間違いなく仕事の取り合いに

はなると思います。今も小田ログは、公共事業入札にも参加されている企業です。実際、とりあ

っているんですね、仕事を。それがどういう形になるか、１１月の組織改編も一応、注意して見

守らせていただきたいと思います。先程らいの話にもいろいろとありますけれども、内子町のま
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ち・ひと・しごと・創生総合戦略には稼ぐ力のある内子町、住み続けられる内子町をめざすと謳

われております。イコール民間事業者にとって稼げる環境を整えて、企業やそして雇用を促進し

て内子町に置ける経済の好循環をはぐくみ、町民が安心して活躍できる、生活出来る、暮らしを

続けられる社会環境を整えていくための政策と私は思っていたのですけれども、違うような印象

ばかり最近私は受けます。民間事業者、納税者ですね、納税者を育てる、応援するのではなくて、

六次化という言葉のもとに三セクでやる、雇用する、全て内子町が段どってあげるというスタン

スでさまざまな事業を立ち上げて、そのために税金と職員を投入しているように見えます。それ

が稼ぐ力のある内子町、住み続けられる内子町をめざす、内子町のスタンスということだと思い

ます。しかし、経済も人口も日本の社会環境は縮小に向かっております。数字的な成長望んで、

さらに投資、税金をつぎ込むことを続けて行っても、その事業の責任の所在、先ほど来、やはり

三セクがやるんだからとか、実際は誰がいろいろ言って動かしているのか、誰に聞いてもはっき

り致しません。果たしてそこに内子町の明るい未来は存在するのか私は甚だ心配です。２０２０

年以降、地方交付税交付金はどんどん減額されて、起債の補てんもなくなっていくと言われてお

ります。そんな中で生き残っていくための取り組み、仕組み作りこそが地方創生の意味であり、

地方行政の腕の見せ所だと国の職員やコンサルタントや大学の先生等から話を伺います。そうい

った意味で今後、第三セクターの運営に関しても民間的な経営力が求められているのは間違いな

いと思います。農林業の振興も大事な事業だと思います。しかし、そんな状況を考えれば、計画

段階であれ、１００坪の売り場に１億円を費やすとか、民業圧迫にもしかしたらつながるような

事業を町が主導するというのは、およそ地方創生からかけ離れた感覚ではないかなと心配してお

ります。ただ今は絶頂期ですから補助金もいろいろとつくのでしょう。しかし、この将来、次の

世代にそれが負の遺産にならないことを望みまして私の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（山本徹君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時２０分から再開します。 

 

午後 ０時１８分 休憩 

 

午後 １時２０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

只今、出席議員１４名であります。欠席届が寺岡保議員から提出されております。 

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） 午前中は傍聴席がかなり多かったんですけれども、午後はどうなのか

なと思いましたら、大先輩らがきていただきまして賑わせていただくことは大変光栄に思いなが

ら、一般質問に入りたいと思います。午前中の同僚議員の質問にもありました子育て支援の拡充
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について、私はその中でも働く女性への支援策についてということで重なる所があると思います

けれども、準備しておりますので、質問をしたいと思います。インフルエンザ等の感染症流行期

や女性の働き方の多様性に沿った保育ニーズへの対応、子育てしやすい環境づくりが求められる

時代であります。子どもが病気になると「仕事を休んで看病してあげたい。でも仕事は休めない。」

「有給休暇はすべて消化してしまった。」「看てもらえるおじいちゃんやおばあちゃんも近くに住

んでいない。」など子育て時代は急な子どもの病気に悩まされるものであります。こんな時、低料

金で子どもをお預かってくれるのが病児保育事業であります。また、病気やけがの回復期にあっ

て、集団保育が困難な児童に対し、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等で行われる

保育および看護ケアが病児病後児保育であります。稲本町長は、平成２７年３月の内子町子ども・

子育て支援事業計画において、「町民のニーズ調査結果等を受け、平成３１年度までの子ども・子

育て支援の事業量を推計し、これらに対応していくための様々な子育て支援施策を掲げている。」

と謳われています。午前中の答弁でも担当課長からもそういったお話があったと思います。そし

て、この病児・病後児保育事業については、「新事業として実施するにあたっては、人材面、実施

主体等課題があるため、今後は状況に応じて事業の実施を検討します。」と述べておられます。こ

の新規事業について、どの様に検討されているか考えを聞くものであります。保護者が仕事を休

んで自ら看護が出来ない場合、一時的に預かってもらえるこの保育サービスが、隣の大洲市で昨

年６月１日から開始されました。大洲市でのこれは近隣の自治体ということで、大洲市での利用

状況や利用された保護者の意見はどうか参考にされているのかお尋ねを致します。それと子ども

が病気になれば、看護は親がするのが子どもにとっても親にとっても理想ではありますが、今後、

安心して子育てをしながら働ける支援策が必要と思います。病児保育や病後児保育事業を大洲市

の様に、この内子町において出来ないか進捗状況、また稲本町長の考えはどうかを質問をします。 

続きまして、中学校部活のあり方について、質問をしたいと思います。また先ほどの隣の大洲

市の話になるわけですけれども、大洲市の教育委員会が本年４月に設定した中学校部活の休養日

ルールは、県内でも先駆けた発信でありました。そこで、質問するんですけれども、最近の部活

動について、ＮＨＫで放送された、ブラック部活とかそういう問題が放送されました。また、世

論調査について調べておりますと、１０年から１５年前に比べると大きく変わってきていると言

われるのが部活動であります。今回、この内子町の中学校での部活動の状況と教育委員会として

「中学校部活のあり方について」どのような見解をされているのか問うものであります。この内

子町はどうであるのか。十数年前に比べてそんなに変わってきたのでしょうか。１０年から１５

年前と言えば、私や井上教育長も丁度中高生を持つ保護者であった頃であると思います。今とな

っては懐かし話になりますが、中学校での新人戦や郡大会、更に高校になっても練習試合や大会

ではよく井上教育長とは顔を合わせていたと思います。たまには対戦相手として、互いの応援席

から声援を送っては、親同士も火花を散らしていた時もあったと記憶しております。ですので、

当時の部活動の内容はよくおわかりだと思います。また、ここにおられる稲本町長、小野植副町

長をはじめ、職員の皆さんも似たような時代に子育てをされてきたと思いますので、当時の部活

動に対する考え方はおわかりだと思います。文部科学省とスポーツ庁の近年の調査では１０年か

ら１５年前に比べると大きく内容が変わってきているということですが、内子町でもそんなに変

わってきているのかと思うものであります。生徒も大人同様、様々であります。いろんな性格や
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個性があり、また育ってきた環境や家庭での考え方もあり、得意分野もそれぞれであります。自

分が希望して入部し、好きな部活でいっぱい練習して、活躍して成績を残したいと思う生徒もい

れば、学校の指導や親がいうから仕方なしと続けている生徒もいるのではと推測します。また、

学校教育の一環としての教科指導や生徒指導等に加えて部活動の指導を行うことに負担を感じて

いる学校の先生も多いようです。現行の学習指導要領では、「部活動は、学校教育活動の一環とし

て、スポーツや文化、学問等に興味と関心をもつ同好の生徒が、教職員の指導の下に、主に放課

後などにおいて自発的・自主的に活動するもの」と定義されており、運動部活動は、より高い水

準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、学校生活に豊かさをもたら

す意義を有している、と謳われています。特に、運動部活動については、児童生徒が体育の授業

で体験し、興味・関心を持った運動を更に深く体験するとともに、授業で身に付けた技能等を発

展・充実させることができるものであり、逆に、部活動での成果を体育の授業で生かし、他の生

徒にも広めていくこともできるものである。 さらに、運動部活動は、自主的に自分の好きな運動

に参加することにより、体育の授業に加えて、スポーツに生涯親しむ能力や態度を育てる効果を

有しており、あわせて、体力の向上や健康の増進を一層図るものである。その上、学級や学年を

離れて生徒が活動を組織し展開することにより、生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などを

育成し、仲間や教師(顧問)と密接に触れ合う場としても大きな意義を有するものである。このよ

うに、運動部活動は生徒のスポーツ活動と人間形成を支援するものであることはもとより、その

適切な運営は、生徒の明るい学校生活を一層保障するとともに、生徒や保護者の学校への信頼感

をより高め、さらには学校の一体感の醸成にもつながるものである。さらに、自発的・自主的活

動として、児童生徒のバランスの取れた生活や成長に支障を来すことのないよう展開されるべき

である。このために一つ、生徒の個性の尊重と柔軟な運営に留意するとともに、児童生徒の参加

が強制にわたることのないようにすること。二つ、学校週５日制の趣旨も踏まえて休養日を適切

に設定するとともに、練習時間を適切なものとするように留意すること。三つ、外部の指導者や

諸機関を利用するなどにより、必要に応じてスポーツ医・科学に関する情報を活用することなど

が重要な課題であると謳われています。愛媛県の教育委員会も、自らの適性や興味・関心等をよ

り深く追求していく機会を提供することにより、様々な楽しさや喜びを味あわせ、豊かな学校生

活を経験出来るのが部活動であるとの考えであります。長すぎる部活動の時間。「ブラックすぎる」

と社会問題化しているということで、文部科学省とスポーツ庁は本年１月、中学校や高校の部活

動について、全国の中学校を対象に昨年実施した調査した結果、学校の決まりとして部活動の休

養日を設けていない中学校が２割以上あり、このことを受け、行き過ぎた活動による教員の長時

間勤務の是正や、生徒のけがの防止を図るため、休養日を適切に設けるよう全国の教育委員会に

通知したということであります。また、特に運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

の作成検討会議が本年５月に開かれ、その資料によると、一つ、中学校の１週間の活動時間は、

平日で２時間程度、休日で３時間前後。一つ、１週間に休養日を設けていない中学校の割合は２

２.４％。また、１ヶ月間に土日に休養日を設けていない中学校の割合は４２.６％。一つ、中学

校では、教員全員が部活動の顧問に当たることを原則としている学校の割合が８７.５％。一つ、

中学校教員の１週間における学内勤務時間は、部活動の活動日数が多いほど長い。一つ、担当教

科が保健体育ではなく、かつ、担当部活動の競技の経験がない教員の割合は、中学校で４５.９％、
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高等学校で４０.９％。一つ、中学校教諭が土日に部活動・クラブ活動に関わる時間は、１０年前

に比べ約２倍だそうです。新聞報道によりますと、先ほど言いましたように、大洲市教育委員会

が本年４月に設定した中学校部活の休養日ルールは、県内でも先駆けた取り組みでありました。

その後、本年５月３１日には県内の市町教育委員会教育長会議が県庁で開かれ、各市町が休養日

設定の必要性や課題について意見を交わされたと思います。その場で大洲市教育委員会は「教員

の研修日に合わせ、自身の仕事や家庭を振り返る日にしてもらおうと考えた。現在のところ抗議

などはない。」ということであったようですが、内子町からも同席されていたと思うのですがその

通りでしょうか。県内の各自治体の教育委員会関係者からは、中学校部活の休養日について「大

会前は特に休むのが難しく実情に任せている。」また、「保護者の要望で実施せざるを得ない場合

もある。」また、「中学校体育連盟と連携して市の休養日規定を本年度内にまとめる方針である。」

など意見は様々であったと聞きます。今後、この様なルールを設ける必要があると井上教育長は

考えておられるのか。内子町での部活動のあり方をどう考えておられるのか質問を致します。 

○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。 

○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） 私の方からは、病児・病後児保育の実施についてのご質問に

お答えを致します。まず、昨年６月に開始された大洲市の病児・病後児保育事業についてでござ

います。この事業は大洲市が市内の小児科医院に委託して実施している事業でございます。大洲

市によりますと、昨年６月から今年の３月までの１０ヶ月間に、病児保育が延べ７７人、病後児

保育が延べ４３人、合計１２０人の利用があったとのことで、ございます。利用された保護者か

らは好評を得ているというふうに話を聞いております。続いて、病児・病後児保育事業について

検討したことはあるのかというご質問でございますが、平成２５年末に実施を致しました、子ど

も・子育て家庭の状況調査において、病気の際の対応状況や、病後時保育事業の利用希望につい

て伺っておるところでございます。その中では、病児・病後児保育事業を「できれば利用したい」

とお答えの方が３９．１％、「病気中などの場合は預けたいと思わない」が５９．８％という結果

でございました。およそ４割の家庭が要望されていることから、平成２７年３月に策定を致しま

した「内子町子ども・子育て支援事業計画」では、人材面、実施主体等課題があるために、今後

の状況に応じた事業の実施を検討するというふうにさしていただいているところでございます。

その後の検討でございますが、大瀬保育園の新園舎建設に合わせて、保育所併設型の病児・病後

児保育が実施できないか、事務レベルでの検討をおこなったところでございますが、事業をおこ

なうための職員配置や、特に地理的な問題があることから具体的な実施計画策定までには至って

おりません。今後につきましては、保育施設併設型以外の設置も含めて、引き続き検討してまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

○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。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） それでは私の方からは内子町での部活動の在り方について回答を
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させていただきます。全国的に部活動のあり方について議論が高まっております。昨年も議員さ

ん言われましたが、今年１月に文部科学省及びスポーツ庁から中学校・高校の部活動について休

養日を適切に設けるよう通知がございました。また３月には、愛媛県教育委員会から運動部活動

の指導等における留意事項について通知が出されております。教育委員会では、６月１日付で各

中学校に「運動部活動休養日の設定について」の通知を致しました。これは、生徒のスポーツ障

がい予防や、バランスのとれた生活の確保、また教職員の負担軽減を目的として、教育委員会か

ら指導をしたものでございます。内容は、休養日の設定、練習時間や練習試合、また大会等につ

いてとなっております。休養日の設定につきましては、週１回平日に休養日を設ける。また土日・

祝日の休日には、１か月に２日以上の休養日を設けるというものでございます。練習時間におい

ても基準を設けております。各中学校におきましては、すでに保護者等へ休養日の設定を文書で

通知を致しまして、実施をしているところでございます。この部活動の休養日を設けることで、

教職員の負担軽減につながり、また生徒さんが楽しく、豊かな中学校生活が送れるよう願ってお

ります。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） まず、働く女性の支援としての病児保育病後児保育についてですけれ

ども、検討されて大瀬の方でもそういう考えはできないかということを今答弁でいただいたんで

すけど、前向きに検討はされているということで、受け止めているんですけど、人材のこと等も

あるということなんですけど、子どもの病気に関することですから、これの設置するにあたって

の病院の施設とか看護師さんについてのルールというんですか、基準というものはどのようにな

っておるのか、この内子町でそういったことができない病院の一つになるのかどうかということ

についてお尋ねしたんですけど。 

○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） 病児・病後児保育の職員の配置の基準でございますが、看護

士、准看護士、保健師など子ども１０人について一人必要でございます。そして、保育士は児童

概ね３人に１人、確保しなければならないということになっております。 

○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） 大洲市の方では小児科の病院での敷設されたという形になっておるん

ですけど、こういったことの病院との小児科とかいうことに関しては、特別そういう決まりとい

うものはないんでしょうか。 

○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） 病児、病後児保育につきましては、保育所併設型、それから

医療機関への併設型、それから独自に単独で作る場合というのがございます。大洲の病児病後児

保育については、医療機関併設型の病児病後児保育施設でございますので、その方向性は、一つ

でも条件が整えば可能ではなかろうかと思いますが、現在のところそこまで検討はしておりませ
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ん。 

○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） まだそういった打診もされてないということでよろしいのでしょうか。 

○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） 致しておりません。 

○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） やはり４割の方の調査の中でそういう希望があるということは過半数

に近い要望であるというふうに捉えておりますので、あらゆる手段を捉えてですね、こういった

働く女性のための安心して子育てができる対応を考えていただきたいと前向きに思うわけですが、

町長としてはこの考え方に対してどのように捉えておられるか、お尋ねをしたいと思います。 

○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） 非常に大事な分野だというふうに私も認識しております。したがって、

町がもし医院併設型であれば、どの程度町が負担しないといけないのかとですね、そこのお医者

さんで本当に看てくださるのかどうなのか。あるいは病院の方がいいのかどうなのか。これから

少し行動していけないなというふうに思っているところです。以上でございます。 

○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） やはり午前中の同僚議員からも質問がありましたけど、やはりこの内

子で子育てがしやすいという環境を現実的にしていただいたらと思います。この調査を下にいっ

たりすると大洲市の保護者の意見などもみておりますと、隣の内子町ではやはり医療の関係、中

学生までの医療費いらないよとか、インフルエンザの補助もで出したとか、やはり住民の働くお

母さんらはそういうことにやはり関心をものすごく持っておられるなと思いましたので、今後も

ぜひともいろんな方面から模索して取り組んでいただいたらと思います。 

 続きまして、部活動のことでございます。私、今回のこの質問を先ほど一括質問の中でも出て

おりましたけど、普通ならば、議会の一般質問こうあるべきではないかとか、自分の考えはこう

だからこうしていくべきではないかとかいうふうに正していく考え方が質問としてわりと多かっ

たわけですけど、今回正直申しまして、両方の考え方の中で内子町の教育委員会はどういう方向

性を出すのかという質問でございました。と申しますのは、６月の議会でも質問しました子ども

達の児童生徒の交通通学の補助のことなんですけど、これらも町長にもあの時質問しましたけど、

私自身もあの時もやはりある程度の通学距離があって歩いて行ってそこでは先輩、後輩の関係が

あったり、体力的な増進にもつながります。また精神的にも素晴らしいことだということも捉え

ますけれども、やはり時代というんですかね、時代の流れによってそれだけでは通せない状況か

なというふうに思っております。我々、先ほど言いましたように、子育てから外れてきた者にと

ってはですね、昔はやはり今と同じだったんではないんかと思うんですけど、子どもの活躍に期
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待し、部活動でもやはりいい成績を残してほしいと。またこれもどこまでが正しいかどうかわり

ません、質問としていいことかどうか分かりませんけれども、やはり学校の学習面なんかは特に

当然でありますが、次の進学に対しての評価の一つになるんではないかというふうに言われてお

る保護者が多いと思います。また、そういった中での部活動の取り組みで、一生懸命頑張った成

績を残したことによって、それらも評価されるのではないかという所もあって、一生懸命になら

れる保護者、また一生懸命取り組む生徒・児童さんもおると思うんですけれども、いろんな家庭

環境があって、それぞれの保護者の中でも熱き思いの保護者と、そうでもない保護者というふう

なこともあるんではないかというふうにこれは我々の時にも間違いなくそういうふうなこともあ

るんではないかと思うんですが、そういったことに対して、教育委員会の方で問題になったりと

いうようなことはないんでしょうか。 

○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） 先ほどの答弁の中で、保護者に休養日を設けて文書で通知して実

施しているということをお伝えしました。保護者から意見ございません。ただ、やはり学校では

なかなか子ども達の生活、先ほど申し上げました生活の確保とか、ゆとりある生活の確保、それ

から教職員の負担が一番重要だということで、今回教育委員会から指導をさせてもらったもので

す。そこら辺で、いろんな保護者のご意見があろうかと思うんですけど、今のところ、教育委員

会に保護者から特別ご意見をいただいていることはございません。 

○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） もう一点、教育委員会から国の方から文部科学省、スポーツ省からそ

ういう指導が各教育委員会に行き、愛媛県の方からもそういうことがくると思うんですけど、内

子町の教育委員から今度各学校の校長先生あてにたぶんこういったものはいくと思うんですけれ

ども、基本的に教えてほしいのは、今までもそういう形はあったと思うんですけれども、あくま

でもそれは教育委員会、国の方から、県の方からこういうのがきてますけど、あとはそれに従う

従わないという言い方は表現おかしいかもしれませんけれども、学校長の裁量でそういう取り組

みがどの程度にするかいうのは、采配はどのようなウエイトがあるのか。すべてが全て教育委員

会とか指導に基づいてされるのか。それは各学校の校長先生の中で判断されるべきなのか。そこ

らのことについてお尋ね致します。 

○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） 休養日の一週間に１回、休養日をということで、そこら辺りと先

程申し上げました、休日、土曜日曜日、祝日これにつきましては原則として一カ月に２日以上と、

このあたりは各学校も取り組んでいただいて確認しております。で、練習時間とか大きな大会が

あった後の休養日の辺りは特別、練習時間については、平日は３時間以内。それから休日は４時

間以内と言うお示しはしておりますが、その辺りは学校長のご判断もあるかと思いますので、一

番は休養日、それから月２回の土日、祝日の休養日というのは、学校の方で取り組んでいただい

ております。以上です。 
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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） その取り組んでいただいていると思うというふうに返事がきていると

捉えていると思うんですけど、この教育委員会からのそういったことが今回だけではなくてです

ね、学校側の校長の判断で自主的にこういう教育委員会からきているけど、やはりそうは言って

もやはり保護者の考えも強いから練習はせんといけんのじゃないかというその判断は、学校長サ

イドでやられるのか。教育委員会で全て１００％聞くようにできていますか。その権限について

お尋ねするんですけど。 

○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） 議員が言われますように文部科学省ですとか、県教育委員会の方から

そういった通達やら文書が内子町教育委員会の方に入って参ります。そういったものを受けなが

ら、各学校に指導というか文書をお配りして学校経営の中で校長の判断で対応をしているのが実

情です。なお、この部活については、それではなかなか先生方も熱心になったりとか保護者の要

望だったりとかいろんなことがあろうかということで、強く委員会の中で協議していただいて、

やっぱり教育委員会としても強く指導すべきじゃないかということで、６月１日付けで運動部活

動休養日の設定についてという通知を私名で出させていただきました。そういったことであとに

つきましては、課長が答弁したような状況でございます。よろしくお願いします。 

○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） まだということは４カ月程度ですので、それが実際的に守られている

か守られていないかというのはまだ分からないところだとは思うんですけれども、私が思うのは、

どういうふうな考えで教育委員会は内子はされよるのかを聞きよるだけでこれが正しいとかこれ

をするべきであるかではないんです。先程いいましたように。ただ、この保護者でもですし、地

域でもですし、今日の稲本町長の行政報告でも子ども達の自転車大会で全国４位になると。こう

いうのも一つのクラブ活動でございますので、こういう成績を残してくれることは、内子町民に

とっても嬉しいことでありますし、保護者にとっても、学校にとっても嬉しいことであります。

ただ、そんな中、最近世論の中でブラック部活とかいうふうにやたらと騒がれておるので、私は

そういうことがこの内子でも現実的に起きているのかどうなのか。確かにですね、我々が子ども

を育てる時も、これ学校の先生の移動があると２年か３年、４年、５年くらいに変わると、あそ

この部活の先生があっちに行ったと、今度はあそこで熱心にされてた先生がこっちに来るととい

うことで保護者の間ではそれで強くなってほしいし、頑張ってほしいし、成績残してほしいので、

先生方もそれに対するプレッシャーが強くて先生期待しとるよということに対して一生懸命、そ

うなれば優先的に先生方にも家庭があるはずなんですけど、本当みておりますと頭が下がる思い

で部活動の指導をされておりまして、休みもないのが現実でございます。そういったことは内子

の教育委員会関係の学校の中では問題になったりすることは、今の世論が騒いでいるようなこと

はないと捉えておったんでよろしいでしょうか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 直接、そういったことは教育委員会の方には上がっておりませんけれ

ども、具体的に部活動を選ぶ、部活の数が子ども達の減少というかそういったところで少なくな

ってきておるというところがあろうかと思います。特に、小規模な中学校におきましては、運動

部で男子は野球部、女子はバレー部というようなところでどうしてもそれに入らないといけなく

なるというようなところの話は来ておりますけれど、そういったものも含めながら、やっぱり教

育委員会から強く指導をしないと学校の先生方が休みにくい雰囲気があるというところもありま

したので、今回通達というか、通知を出させていただいて、やっぱり学校の先生方も休みやすい

ように、子ども達もリフレッシュできるように、休日を設けることによって学業に専念できるよ

うに、というようなことも含めまして、通知を出させていただいたということですので、ご理解

いただいとったらと思います。 

○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） この内子にそういうのがなければありがたいことでございます。中に

は、過激な指導によって暴力は間違いなくいけないのでないんですけど、言葉によるハラスメン

ト的な指導でかなり落ち込む生徒もおるというふうに聞いております。この内子町では絶対そう

いうことがないように。また学校の先生も一生懸命取り組んでいただくんですけど、本当、先生

らはどこにこう言った辛い話をもっていくところがどのような所があるんですかね。学校長にも

なかなかみておりますと同僚の先生の中でも当然部活は一生懸命やるべきじゃないかと。教科が

違うからそうでない部活のことをなかなか私は苦手じゃというのを切り出せないというふうな声

もあるみたいなんですけど、現実的にそういった声は教育委員会の方には吸い取るチャンスとい

うか、そういう時間というのはないわけですかね。学校の先生側としての立場で。 

○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） 毎月、校長会と言うのをやらせていただいております。そういったと

ころで校長の中からそういった意見等がでれば、教育委員会に届くようなこともしてますし、個

別にも相談があれば受け付けるというようなところもありますので、全くないということではご

ざいませんのでご理解いただいとったらと思います。ちょっと先ほどの答弁でちょっと追加とい

うか漏れとるところがあったんですけど、たしかに小規模な中学校で部活動の選択がないという

ところがありまして、なかなか生徒さんが部活になじまないような事案としたものは、上がって

はきております。そういったものも含めましたので、こういう休養日を設けることによって、健

全に部活活動ができるかなというところもありまして、出させていただいたということですので

ご理解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） 最後に町長、健全な部活動に対する考え方は町長からもどの様に考え

ておられるか答弁をお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 体を休めるということはとても大切なことだというふうに私は思ってお

りますから、文部省の通達等々に基づきましてですね、しっかりそれは順守すべきだというふう

に思っております。ですから逆に練習時間なんか短くなったり、なんかする場合、練習メニュー

あるいは練習内容、こういったものを今以上に工夫をしてうまく子ども達を指導していくという

アイディアが必要なんだろうなというふうに私は受け止めております。以上でございます。 

○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） 最後に先ほどの生徒児童の自転車大会のように頑張ってくれる子ども

達、成績残してくれる。またそうでなくてもやはり、皆さん頑張っておられるんだと思うんです

けど、いろんな大会にそれなりに上のランクにいく大会になりましたら懸垂幕等いろんな考え方

を考えていただいて、励みになるよう、教育委員会としても取り組んでいただいたらと思います。

以上で終わります。 

○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） ９月定例議会に当たり質問させていただきます。２回目の一般質問にな

ります。まだ、何分にも慣れませんので緊張しております、失礼等あるかとは思いますけれも、

どうかご了承のほどよろしくお願い申し上げます。まず、９月１日防災の日を迎え、防災に関し

まして質問致します。７月の九州北部豪雨災害に死者負傷者合わせて４４名の方が犠牲になられ

ました。その後、秋田でも大きな災害が起こりました。亡くなられた方のご冥福をお祈りすると

ともに、被災に合われた皆様にお見舞い申し上げます。この災害を含め、このところの降雨災害

の大きな原因は、線状降水帯による想像を超える大雨と、表層崩壊により流れ出た流木による被

害拡大であったと思います。記録的短時間大雨のような予測できない１時間１００ミリを超す大

雨の回数は、一昨年が３８回、昨年が５１回、今年は７月時点で５１回となっております。年間

の１ミリ以下の雨量の回数は年々減っておりまして、降れば大雨になるのが常態化しております。

このことへの意識の改革、町民への予防、防災意識の徹底、森林対策、砂防ダム等の整備、等々

大雨災害対策のお考えをお尋ね致します。 

次に、発災においては、自主防災組織、防災士の存在が重要になってくると思います。また、

その中でも女性の目線での防災も重要です。まず、防災会議の中に女性が含まれておるのかお尋

ね致します。また、第二期内子町総合計画の中で防災士の数が平成２７年度８９人、平成３１年

を目処に１５０人を目指すとされておりますが、現在は何名でしょうか。また、女性防災士の数

はその中で何人おられるか教えて下さい。各自主防災組織における防災士の数、各自主防災士の

位置付けはどのようになっておりますか。また、防災士や、自主防災組織の合同研修会、連絡協

議会等の横のつながり、研鑽のシステムはあるのかお尋ね致します。発災後のボランティアの受

け入れが、復興に大変功を奏しているように耳にしますが、ボランティア受け入れ体制計画は具
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体的にたてられているのかお尋ね致します。災害時には停電等予想されますが避難所の自家発電

機、投光機等の装備品の状況をお尋ね致します。 

次に産業についてお尋ね致します。まず、農業委員会会長さんにお尋ね致します。遅ればせな

がら堀本農業委員会会長さん、この度は、御就任おめでとうございます。堀本会長さんは、地域、

ＪＡ等で数々の要職をこなされて、常に農業振興のトップランナーとして先頭にたって来られた

尊敬する大先輩です。今後のご活躍をご期待申し上げます。そこで、改めて農業委員会会長に就

任されての所信をお尋ね致します。また、この度、農業収入保険の取り組みが始まります。その

事についてのお考えもお聞かせください。また、町づくり総合計画の中の移住世帯計画、うちこ

んかいによりますと、現在５１世帯１１５人で、目標値１００世帯２６５人となっております。

その中でもある程度農家希望者が入植されると思われます。現在も、わが地区に来られた世帯が

ブドウを栽培したいので農地を探しているとの事ですが、そういう農地の相談、農業経営の相談

等に、農地貸借に対する専門家であり、地域の事情に精通されている農業委員さんが積極的に関

わっていただきますと、移住者も安心して入植できると思います。農業委員さんの役割は大変大

きいと思います。会長さんとしてのお考えをお聞きかせください。 

続いて、林業の６次元化でありますが、バイオマス発電は全国で現在、１２４２万キロワット

の認定量に達しておりまして、安定的な電力供給システムとして全国でも急増しております。当

内子町でも来年６月に発電開始の目標で進められておるわけですが、林業の活性化、雇用確保の

点で大変期待されています。発電に使用される木材の年間使用量をお尋ね致します。またバイオ

マス発電を含めて林業の６次元化で消費伐採された山への造林計画、補助事業等あればお聞かせ

ください。 

次に、子育て支援の事からでございますけど、先ほど、森永議員の方から、同じ趣旨の質問が

ありましたので、この件につきましては、答弁の方はいただかなくてもけっこうですけれども、

一点だけ給食費の無料化についてですけれども、一件だけまた後で一問一答のところで再質問で

質問させていただいたらと思います。 

続いて、最近私の周辺では、５０代、６０代の知人が病気により相次いで亡くなられました。

まだまだ地域で活躍が期待されている人材だけに本当に残念です。そのことを踏まえて、次に健

康対策についてお尋ね致します。これは、平成２４年度のデータではございますが、市町村国保

において、４０歳から７４歳までの対象者の６５％以上が特定健康診査を受診することを目標と

して定められた事を受けて、内子町国民健康保険では、２４年度の目標を６５％と定めていまし

た。しかし、受診率は２８．５％と、国の目標受診率には及ばない状況だとありました。平成２

５年４月からの第二期特定健診実施計画から現在、４年経過していると思うのですけれども、現

時点で受診率は何パーセントになっているかお尋ね致します。人口減少、医療費の増大の観点か

らももっと健康意識を高める必要がいると考えます。そこで提案があります。全国的にも広がり

を見せている、歩いた分だけポイントがたまり、景品と交換ができたり、国際貢献や、地域活性

化等につながる、歩いて貯めよう健康ポイント制度というものがあります。これは生活習慣病を

予防して、住民にできるだけ健康な体を維持してもらうのが狙いです。全国有数の参加者を誇る

横浜市の取り組みを紹介致しますと、「よこはまウォーキングポイント」事業と銘打って、当初は

４０歳以上を対象に始めたが、１６年６月からは１８歳以上に拡大して、今では約２４・５万人
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程の参加があるそうでございます。今年の６月末現在です。参加者は、市から無料で提供される

歩数計を身に付けて歩くことで、２０００歩ごとに１ポイント付与され、１日に最高５ポイント

まで獲得できる、市内の協力店舗や、公共施設など１０００カ所に置かれた読み取り機に歩数計

をかざすと、歩数データが記録される仕組みです。参加の申し込みは、市内の郵便局やスポーツ

センターのほか、ホームページなどでも受け付けているそうです。ポイントをためると特典があ

り、例えば３カ月で２００ポイント、４０万歩分ためると、抽選で５００人に３０００円相当の

商品券が当たり。また、参加者の月平均歩数が１０万歩に達すると、市は国連世界食糧計画に２

０万円を寄付する。市によると、これまでに４６０万円を贈ったそうです。市保健事業課が行っ

た参加者へのアンケートによれば、回答者の６６％が「１日の歩数が増えた」と回答し、運動習

慣が改善し、定着につながっているといいます。また、「周囲の人との会話やあいさつが増えた」

として、人が半数近くおり、地域のつながりにも良い変化が表れているとも分析されております。

同課の担当課長は「今後、医療費抑制の効果なども検証していきたい」と話しておられました。

また、アプリでの参加方法等も各地に広がっておりまして、例えば、埼玉県では今年４月から「県

コバトン健康マイレージ」を開設。都道府県レベルでは全国初で、無料で提供する歩数計や腕輪

型の活動量計のほか、スマートフォンのアプリを使っての参加も可能で、歩数に応じてポイント

が付与され、抽選で３，０００円相当の県特産品などが当たるほか、国内外の慈善団体への寄付

も選べるそうです。８月１日時点では、申込者は１万３，０００人おられると聞いています。ま

た、県内でも宇和島市がうわじま健康マイレージ事業「うわじま歩ぽ」を実施しております。市

内の取扱店で使える商品券に交換できるポイントがたまる制度で、商店街の活性化や、健康管理

に役立っているときいております。そのほかにも健診を受ければ、ポイントが付き、禁煙すれば

ポイントが付くというような取り組みも他の自治体ではみられております。２０１６年６月時点

で、健康づくりポイント制度などを導入するインセンティブ事業を行っているのは、全国３９４

市町村に上るといいます。そのポイント制度の効果を探るため、筑波大学などは１４から１６年

度、大阪府高石市や岡山市などの全国６市で実証実験を行い、日々の歩数や健診結果の改善でポ

イントがたまる仕組みとして、商品券などと交換できる特典を付けたところ、約１万２，６００

人が参加。開始から半年後で、１日の歩数が平均で約２，０００歩増加したといいます。また、

国民健康保険の加入者で同実証実験に参加した人と参加しなかった人の年間の医療費を比べると、

６０代で約４万３，０００円、７０歳以上は約９万７，０００円の削減効果が得られたとしてい

ます。６市全体で試算すると、年間約５．３億円分の医療費が抑制されたことになるそうです。

厚生労働省が１５年の調査で、成人の１日の平均歩数は男性が７，１９４歩で、女性が６，２２

７歩。同省は健康づくりのための運動の目標値として、６４歳までなら男性が９，０００歩、女

性が８，５００歩、６５歳以上なら男性が７，０００歩、女性が６，０００歩を掲げております。

このことを踏まえて内子町でも健康意識を高めて健康になり、地域活性化に繋がり、社会貢献で

きるような独自の方法での内子ならではの健康マイレージ事業を取り組んでみてはいかがでしょ

うか。そして、健康日本一の町づくりを目指そうではありませんか。町長のご英断を切に望む次

第であります。 

次に、町内農業者のみなさんに置かれましては、人手不足があるのではないかと思われます。

また、職を町内で求めている人も潜在的に多いと思います。移住者の安住対策の観点からも町内
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の埋もれた人材を、町内の企業に、顔の見えるベストマッチング出来るシステムの構築を目指す

必要があるんじゃないかなと考えます。総務省でも「地域の人事部戦略策定事業」として、地域

における人材の総活躍を促し、地域活力の維持・向上を図るため、幅広く地域人材のスキルやバ

ックグランド等に関する情報を集約・把握し、地域人材の育成・活用のあり方について支援を行

っています。現在、全国５自治体で実験的に取り組んでおりまして、内子町でもこのような地域

人事部設置に取り組むお考えはないかお尋ね致します。制度は違いますけれども、現在、シルバ

ー人材センターがありますが、私が関わっております組合も２名の方にお世話になっておりまし

て、大変助かっております。シルバー人材には年齢制限がありますので、もっと幅広い世代の人

材確保の制度があればなと考えていたところです。身近にも、どこか町内で働くところないです

か、と相談して来られた５０代６０代の方がおられます。町長のご英断を切に望んでこういう人

材バンクのようなものを作っていただきたいなと考えておる次第でございます。以上総括質問を

終わりますけれども、どうか前向きなご答弁を賜りますようよろしくお願い申し上げます。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。 

○農業委員会会長（堀本健二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 堀本農業委員会会長。 

〔堀本健二農業委員会会長登壇〕 

○農業委員会会長（堀本健二君） 農業委員会の堀本です。先程は身に余るご祝辞をいただきま

して、ありがとうございます。 

まず、内子町農業委員会会長としての所信等について答弁させて頂きます。本年５月１日第１

回の定例会総会において、農業委員の皆さんから会長職に選出され責務の重大さを痛感している

ところでございます。現在内子町においても、農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の発生、

有害鳥獣による農作物の被害など大変厳ししい状況が続いています。そのような中ではあります

が、私たち農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員が一体となり、活力ある内子の農

業、農村社会の持続的発展に努めなければなりません。そのことが農業者から推薦された代表者

としての大事な役割だと考えています。農業委員会会長としても、引続き公正、公平を理念とし

て、あらゆる研修等を通して農業委員会としての役割や法令業務の適切な執行など農業者の立場

に立ち地域農業の発展のため取り組んでいきたいと考えております。 

 次に収入保険制度についてですが、収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による

収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補償する仕組みです。このことについて

は、愛媛県農業共済組合が窓口になっており、今年の１月中旬に、共済組合から収入保険制度の

導入及び、青色申告の周知について協力の依頼がありました。早速１月末の農業委員会定例総会

において共済組合から内容等の説明を受けました。加入対象については、青色申告を行う農業者

であることから、青色申告の推進と保険制度の周知が必要だと思います。現在、農業委員会の窓

口においてパンフレットを配布して周知しているところです。また、農業委員会としては、近年

豪雨などの災害が発生しており、安定した収入を得るために出来る限り制度を利用して安定した

農業を営んでいただきたいと考えております。 

収入保険制度については、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低
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下なども含めた収入減少を補償する仕組みです。 

続きまして、移住者の農地対策に対する農業委員の役割ですが、内子町農業委員会においては、

今年５月１日から農業委員１７人、現場活動を担う推進員１４人、合計３１人の新体制になりま

した。現在、地域ごとに農業委員、推進委員がいますが、農地貸借などのご相談などございまし

たら事務局にも繋ぎ対応しているところでございます。農業委員会としては、日頃から農地の貸

借情報を収集するなど移住者だけでなく農業者からのあらゆる要求に対し適切に対応することが

重要な役割だと思っております。また、向井議員先ほど言われましたように、地域に縁の無い I

ターンなどの移住者につきましては、地域農業の担い手になってもらえるよう、町産業部局とも

連携をとり、サポートしながら育てていくことが必要だと考えております。以上、終わります。 

○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は一つ目の防災減災について。それから６つ目の

人材不足にかかる人材バンク制度の導入についてにつきまして、ご答弁を申し上げたらと思いま

す。まず、一つ目、防災減災についてですが、九州北部豪雨でも見られましたように、全国的に

想像を超える降雨により、河川の氾濫、土砂災害が頻発し、広範囲にわたり甚大な被害が発生を

しております。内子町における豪雨災害の予防の取組みでございますが、大きく分けてハード対

策そしてソフト対策があげられると思います。まず、河川の氾濫・越水対策等のハード対策につ

きましては、議員もおっしゃられましたように、以前実施致しました、小田川の河床掘削をはじ

め、河川改修の実施、砂防ダムの設置などがございます。 

次に、ソフト対策でございますが、日頃から防災意識を高めていただくため、各自主防災組織

で実施されております、自主防災訓練をはじめと致しまして、町のホームページでの内子町地域

防災計画の周知でありますとか、防災マップの各戸配布、広報うちこによる防災情報の提供、ま

た集中豪雨による急な増水に際しましてはですね、早め早めの防災無線を使った周知などが考え

られるところでございます。また、現在愛媛県が主体となり行っております、土砂災害防止法に

基づく基礎調査結果の公表に伴う対象地域での住民説明会におきましては、土砂災害の発生する

恐れが高い地域の皆様に対して、有効な対策の一つとして、まずは危険な場所を十分に把握いた

だくこと。それから災害の恐れがおる場合などにおいては、様々な情報、テレビ、ラジオ、イン

ターネット、防災無線等を活用して、安全な場所への早めの避難など、自分自身の命を守る行動

をとっていただく事が肝要であるとお伝えしているところでございます。さらには、今年度から

行います対策として、これも愛媛県の事業にはなりますが、小田川の浸水洪水想定区域図等の整

備がございます。業務内容として「洪水浸水想定区域図の作成」、「洪水時家屋倒壊危険ゾーンの

設定」、「氾濫危険水位の見直し」等となっております。これらの成果品は内子町としましても、

大雨洪水時における住民の皆様の円滑な避難確保や洪水ハザードマップ等の基礎資料として活用

し、近年頻発しております大雨洪水に対処するための減災体制の充実強化に役立てて参りたいと

考えております。 

 次に防災減災対策、二つ目、防災会議の女性委員数を尋ねるという質問でございます。内子町

では、災害対策基本法に基づき、内子町防災会議条例を定め、内子町防災会議の所掌事務及び組
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織を定義しております。委員の定数は２２名以内と定めておりまして、会長である町長と２０名

の委員で構成しており、内訳は会長含め男性１９名、女性２名となっております。 

過去の災害の教訓からも、災害時における女性のプライバシーの確保や女性の視点を生かした防

災対策を進めるためにも、防災会議への女性委員の登用を今後とも前向きに進めて参りたいと考

えております。 

次に防災士の関係でございます。３番の質問から６番目につきましては関連ございますので、

一括してご答弁します。防災士の数とその中の助成の防災士の人数につきましては、現在、今年

度受講者も含めて、１３４名でございまして、その内、女性防災士は１９人、１４．２％となっ

ています。ちなみに平成２７年９月に同様の質問がございました時には、その年度の取得予定者

９１名に対して女性防災士は３名とお答えさせていただきました。その時点で３．３％でござい

ましたから、２年後の現在につきましては１６名増の１０．９％増というふうになってございま

す。自主防災組織における防災士の位置付けでございますが、防災士は、身近な地域や職場にお

いて自発的意思に基づく互助、協働のリーダーともなる存在であります。地域における共助の要

となる自主防災組織の中心的な役割を担うことからも、最重要課題として防災士未配備自主防災

組織ゼロを目指し、愛媛県の制度「愛媛県防災士養成講座」を活用しながら、防災士育成に取り

組んでいるところでございます。また、大災害が発生した時に、その被害の規模が大きいほど公

的な支援の到着が遅れるという現実に対応するためにも、町内全ての自主防災組織に対し、防災

士をバランスよく確保いただけるよう、自主防災組織の皆さんに対して受講の呼び掛けをしてお

ります。しかしながら地域ごとに取得者のばらつきがあり、現在防災士を確保できていない自主

防災組織も１組織ございます。内子町としましては組織の充実強化を図るためにも、各自主防災

組織に防災士を１名以上確保いただけるよう、重点的に受講の呼びかけをしているところでござ

います。近年、全国的に災害が多発していることや、南海トラフ地震等の発生が懸念されている

ことから、今後とも防災士の確保と育成には力を入れて参りたいと考えております。 

 続いて、自主防災組織や防災士の連絡協議会の存在を尋ねるという部分でございますが、内子

町においては、現在「防災士連絡協議会」等の内子町全体の組織はございませんが、それぞれの

地元自主防災組織において主導的な立場で訓練等実施しておられる自主防災組織もございます。

今後におきましては、消防署はじめ関係団体と連携し、工夫を凝らしながら地域防災力の向上の

ための仕組みづくり、防災士同士の情報連携と共に意識を高め合う場として非常に有効であると

考えており、現場で迅速・的確に対応できる防災士のスキルアップのための研修・訓練を効果的

に行うためにも、「防災士連絡協議会」の創設に向けて、現在準備をしております。これにつきま

しては、昨年の９月議会の一般質問におきましても同様の趣旨の質問がございまして、できるだ

け早く整備をしたいというふうにもお答えさせていただきましたので、今年度設立に向けて準備

をしているところでございます。 

 次にボランティアの関係でございます。内子町では大規模な災害が発生した場合に円滑な応急

対策を実施するため、ボランティアの自主性・主体性を尊重しつつ、ボランティアの能力が効果

的に発揮されるよう、災害救済ボランティア活動への支援体制の整備を図るため、内子町社会福

祉協議会が主体となり、災害ボランティアセンターを立ち上げ、必要に応じ連携して、内子町災

害救援ボランティア支援本部を内子町社会福祉協議会内に設置を致します。内子町災害ボランテ
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ィアセンターの主な業務としては一つ目にボランティア活動に関する情報収集。二つ目に、ボラ

ンティア・被災住民等に対する情報提供窓口の開設。三つ目にボランティアの募集及びグループ

化等活動体制の整備。四つ目にボランティアの斡旋。五つ目にボランティアの要請でございます。

ボランティアの受付、団体とのマッチング調整、受け入れ態勢の確保などについての運営主体は

内子町社会福祉協議会と言う事にはなりますが、内子町の役割として、被災地ニーズの把握や情

報提供等を内子町支援本部等に提供するとともに、必要に応じて役場本庁舎、分庁舎、支所、そ

の他、町の所有施設等をボランティアの活動拠点として提供致します。あわせて、ボランティア

活動に必要な資機材を、可能な限り貸し出すことにより、ボランティアが効率的に活動できる環

境づくりに努めます。また、ボランティアの受入れに際して、老人介護や外国人との会話力等ボ

ランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮し、ボランティアの活動の円滑な実施が図ら

れるよう支援に努めたいと考えています。 

 防災減災対策、最後の質問でございます。各指定避難所の発電機、投光機等の配備につきまし

てですが、内子町では町村合併後、自主防災組織結に対し資機材等の整備に係る補助金交付要綱

を定め、要望する防災資機材の整備を図ったところでございます。また、愛媛県などの助成事業

を活用し防災資機材の整備を図った経緯もございます。これら防災資機材は自主防災組織の拠点

である自治会館、主に避難所でございますが、に配備されている状況でございます。現在内子町

で指定しております、７１カ所の避難所の内、４５施設に内子町や愛媛県等の補助を活用して、

資機材を配備している状況です。発電機を含む照明機材については、２８施設に配備している状

況です。ただし、各施設においては、防災倉庫・カマド・大なべ・投光機・発電機・シート・懐

中電灯等の防災資機材を、共同募金の配分金や自主財源を利用しまして、独自で必要な防災資機

材を配備しており、元々の施設備品ではありますが災害時にも使える備品等も多数あるのではな

いかと考えております。それらの状況については十分に把握できておりませんので、実際の配備

施設の数には変更が生じてまいります。今後とも指定避難所の防災資機材の整備につきましては、

有効に活用できる制度を探りながら、情報提供に努めたいと考えております。 

 最後に六つ目の質問の人材バンク制度の導入についてお答えを致します。お尋ねの趣旨とは若

干異なるかもしれませんが、お答えをさせていただきます。人材バンク制度といたしましては、

現在、社会福祉協議会が運営しております、議員もご指摘もございました、シルバー人材センタ

ーがございます。こちらは、高齢者を対象にしたものでございます。議員ご提案の人材バンク制

度は、若干これとは異なるものだと推察も致しております。その他の人材バンクとしては、国や

県が運営しているものに、講師やアドバイザーの人材バンクがございます。これは、いろいろな

課題解決のために役立つ講師や、アドバイザーを検索するために設けているものでございまして、

愛媛県も生涯学習センターが運営をしているところでございます。その他の目的で人材バンクを

設けられているところを調査致しますと例えば、長野県など一部の自治体ではですね、自治体内

の求人情報をまとめて、インターネット上で情報提供しているものがございました。要するに、

求人と求職をマッチングするウェブサイトの運営をしているというような自治体もございました。

こういった自治体内の求人情報をインターネット上で提供することにつきましては、定住支援の

観点から非常に有益であると考えております。今後、総合的な定住支援の仕組みを検討していく

中でこういったような取り組みもできないか、一緒に検討してまいりたいと考えております。以
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上で、私の方からの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。 

○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木質バイオマス発電の原材料調達に関する

ご質問についてお答えをさせていただきます。内子町寺村において内子バイオマス発電所が来年

６月に稼働する予定でございます。また、松山市大可賀には、えひめ森林発電が来年１月に稼働

する予定となっております。内子バイオマス発電については、町内の木質ペレット製造業者から

発電に必要なペレットを調達し、発電する仕組みとなっておりまして、そのペレットの原材料と

して、内子町内の間伐材を年間約１万１，０００トン調達する計画となっていると聞いておりま

す。えひめ森林発電については、チップを燃焼させ発電する仕組みとなっておりますが、内子町

からえひめ森林発電への調達量は、町内のペレット製造業者がペレット製造に使用できない間伐

材約３，０００トンを愛媛県森林組合連合会を通じ供給する予定とのことでございまして、ご質

問のございました町内森林からの年間の原木調達量は、関係団体等に確認したところ約１万４，

０００トンを計画していると聞いております。 

伐採後の植林計画に関するご質問についてお答えさせていただきます。木質バイオマス発電に

使用する原木は、売電価格の関係から基本的には間伐材を調達するということになりますので、

伐採後の植林計画は無いものと考えております。なお、森林の伐採を行う場合は、主伐、間伐ど

ちらの場合であっても、森林法に基づく届出等が必要となりますので、届出等の際には必要に応

じた植林等の指導を行っております。具体的には、針葉樹林で皆伐を行う際には面積に応じた植

林計画を立て、計画を適切に実行していただくよう指導を行い、広葉樹林では樹種に応じて植林

や適切な天然更新が図れるよう指導しております。また、伐採後の５年後に適切な更新ができて

いない場合は、改めて指導を行うこととしております。なお、植林関係の補助制度についてもあ

わせて紹介をしております。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） 私の方からは、健康対策についてお答えを申し上げます。特

定健康診査の受診率でございます。平成２７年度の確定値で特定検診の受診率は３３．１％でご

ざいます。平成２８年度には、健診の待ち時間を短縮し、健診の効率化を図るために予約制を導

入しましたが、事前申し込みが必要となったことや、手続きなどが多少煩雑になったことが影響

し、受診率は７月集計時点で３２．９％と若干伸び悩んでおるところでございます。 

次に健康意識向上のための対策でございますが、内子町では、町民一人ひとりが「自分の健康

は自分で守る」という意識を醸成し、健康づくりを推進していくことを目指し、平成２９年３月

第２次内子町健康づくり計画を策定したところでございます。この計画は、平成２９年度から向

こう１０年間の計画としておりまして、平成３３年には中間評価を行うことで、計画の実効性を

高めたいと考えております。ご提案の健康ポイント制度につきましても、健康づくりに対する意

識を後押しする有効な手段の一つと考えておるところでございます。計画の前期の５年間の具体
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的な取り組みの中に位置づけをさせていただいているところでございまして、平成３０年度以降

の実施に向け検討を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○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） それでは若干、再質問をさせていただきます。先日も大雨警戒警報が７

月３１日ですか出たと思いますし、平成７年くらいだったと思うんですけど、大雨が出まして、

石浦のところの橋に森田製材さんの木材が絡まって石浦の辺に水が氾濫したような事態もありま

した。そういった意味では森林の整備、また九州北部の大豪雨の時にも砂防ダムがかなり役に立

った地域もあるというふうに聞いておりますので、しっかりとその対策を打っていただきたいな

と思います。また同じような山林の多い地域ですので、そういうことも十分考えられると思いま

す。また、その辺りの萩というところは柿の大産地で内子町も柿の大産地でありますので、同じ

ような状況のところでありますので何とも言えない親しみ感もありましたので、すごく気になっ

ておったところではあります。だいたいどのくらいの雨が降ればですね、例えば一番危険そうな

所はたぶん五十崎の堤防を水がこすとかなりの大きな被害が思うんですけど、だいたいどのくら

いな状態で小田川が氾濫するのかという数字があるようであれば教えていただきたいと思います。 

○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） 判断基準としてはいろいろございます。特に大雨に対する災害対策と

してはですね、気象庁、それから国土交通省、愛媛県が発表する気象警報、それから注意報です

ね。まずこれが一番目になろうかと思います。それから、あわせて発表される土砂災害警戒情報

であるとか、解析雨量、それから降雨量、それから土砂災害判定メッシュ情報というのもありま

す。集中的に雨が降りますと一部的にですね、一部の区間だけ例えば降水量が非常に多くケース

がありましてそういったような場合には全町ではなくて、本当に一部に限定されたようなメッシ

ュ情報も発令されたところで１０１ミリの雨量を観測した日にはですね、小田地区、それから大

瀬の南の一部の地域にこういったような土砂災害警報が出されたというようなことで、避難勧告

の発表をしたということにもなりました。それからもちろん、河川の水位情報ですね。そこそこ

にポイントございますので、基準値以上の水位になれば水防団の配置というようなところにもつ

ながってこようかと思いますいわゆる、あらゆる気象データを参考にですね、対処、対策を講じ

ているというような状況でございます。 

○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） 続きまして、自主防災の関係なんですけど、まだまだ自主防災組織が本

当に脆弱な状態にあるんじゃないかなと思います。これから訓練もされながら機能性を高めるっ

ていうところに入っていくのかなと思いますけれども、自主防災組織の成長より災害っていうの

が起きるっていう可能性もありますので、しっかりと横の連絡。自主防災協議会みたいなものを

作っていただいて、そういう情報を共有するっていうところの組織も立ち上げていただいて進め

ていただきたいなと思っております。そういった中で人口的にも女性と男性の比率、女性の方が

若干多いと思うんです。そういった意味で防災士の関係も１３４名に対して、１９名だったです
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かね。女性の防災士が少ないと思いますし、かつ自主防災に女性防災士が張り付くっていう言い

方は変かもしれませんけど、まんべんなくおられるっていうのが基礎的な状況だと思います。女

性防災士の数を今後増やしていくっていうところの取り組みについて、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。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 答弁の中でも若干、申し上げましたが、被災するとですね、避難所の

状況によってはいろいろな災害弱者が発生する可能性がございます。特に、現在防災士というの

が男性が今でも８５％程度ですので、男性の目線になりがちな部分がございますので、当然、女

性の立場として避難所の運営していくそういう立場の方ももちろん必要でございます。また、女

性だけじゃなくて、高齢者の視点、それから障害者の視点、いろいろな方が被災をされる可能性

がございますので、そういったようなことから考えましても性別だけではなくて、年齢、それか

ら職種あたりもですね、十分にバランスよくそういうようなことも考えながら配置を出来ればい

いかなというふうに考えてますし、それぞれの職場におきましてもですね、積極的に防災士の資

格をとっていただくような働きかけと言うのもぜひともお願いしたいなというふうに思います。

それに向けて町も全面的にバックアップしていきたいというふうに考えてございます。 

○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） 今まで話していた防災とは変わるんですけれども、先日北朝鮮が弾道ミ

サイルを発射しましたし、核実験、水爆実験もされております。これも一つの災害でないかなと

考えるわけなんですけれども、災害計画の中には風水害と地震と原発っていうことなんですが、

大きく取り上げておられるわけなんですけど、この北朝鮮の脅威っていうところを防災の観点か

らどう捉えられるのか。またそれをそういう計画の中に盛り込む必要があるのかないのか。お考

えを問います。よろしくお願いします。 

○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） 北朝鮮の関係につきましては、先般もテレビや新聞等で報道されまし

たように一つは発射された際にＪアラートですね、こちらの方を使って広く瞬時に周知をすると

いうことになっていますが、ただ、そのＪアラートがうまく機能しなかった自治体もございまし

た。それから避難しようにもですね、避難するところがない地域。もちろん地下のない地域です

とかですね、頑丈な建物がない地域、もちろんございます。そういった地域はどういうふうにす

ればいいのかというのはですね、いろいろな問題点も出てきておりますので、すぐさまこういっ

た対策をとりますっていうことはなかなかお答えしようがない部分もございますが、当町として

もですね、国の今後の取り組みにですね、期待しながら注視をしながらですね、対策等取れる部

分がございましたら、できる限りの対策を講じて参りたいというふうには考えております。まず

は、国でしっかりと対応していただくことが第一番かなというふうには考えています。 

○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） 子育て支援のことについてです。先程、通告の中では質問しなかったん

ですけど、森永議員が言われた通り、子育ての町うちこっていうところをですね、しっかりと取

り組んでいただいて活気あるまちづくりを目指してもらいたいんですけど、その中でとにかく子

育てするならうちこんかいみたいなところの取り組みをやっていただきたいと思っております。

その中で給食費の未納っていうのがあるかないかをお聞かせ願ったらと思います。 

○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） 具体的な数字はちょっとお手元にございませんが、給食費の滞納

は若干あるのは事実でございます。 

○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） 最終的には滞納っていうのは、どういう形になるか分かる範囲で教えて

下さい。 

○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） 給食費の納入につきましては、それぞれの学校で取り組んでおり

ます。学校がですね、納入をしてもらうよう努力をしているところでございます。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） そういった意味では子どもの貧困対策っていうところからもですね、同

僚議員の言われたように、子育て支援っていうところの対策をしっかりと取り組んで、給食等も

無料化していただいて、子ども達が後ろめたく給食を食べることのないように、そういう環境を

つくってほしいなというところが希望としてありますので、ちょっとお尋ね致しました。 

 続いて、人材確保についてですけれども、国の方もそういった人材確保のマッチングのための

制度を考えておられますので、消極的じゃなくて積極的にそういう事業も取り組んで本当に内子

で仕事がしたい、内子の人を雇用したいっていうところのマッチング、うまく出来れば本当にベ

ストなものができるのかなと思いますので、本当に本気で検討していただきますように、お願い

致します。また、健康対策についても本当にいいシステムの事業じゃと思いますので、素晴らし

いものができてくるんじゃないかと思うんで、ぜひ取り組んでもらいたいと思います。それとそ

の中には、商店街を活性化するためのクーポンの利用とか、そういうことにそういう一つの事業

をですね、踏み込んでいくっていうことも大切になってこようかなと思いますので、ぜひ前向き

に取り組んでいただきたいと思います。最後に、健康に対する質問と人材不足に対する質問につ

いて、稲本町長の考えをちょっと聞かせてもらったらと思いますので、よろしくお願いします。 

○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） 健康っていうのはとても大切な分野でございますから、この計画の中で

ですね、具体的にどういうふうな形ができるか、併せて今のマッチングの話もですね、新しい仕

組みがどういうふうにできるか検討してまいりたというふうに思っております。以上でございま
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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） ありがとうございました。以上で終わります。 

○議長（山本徹君） ここで１５分間休憩をします。午後３時５分から再開します。 

 

午後 ２時５５分 休憩 

 

午後 ３時 ５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 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） 最後の質問になりますけれども、皆さんお疲れのところだと思いますが、

よろしくお願い致します。ここのところ、北朝鮮のミサイル発射が頻繁におこなわれ、核実験も

強行されました。日米韓と北朝鮮の緊張感は、これまでになく高まっておりますが、安倍政権は

制裁のさらなる強化いっぺんとうで北朝鮮の態度をより一層硬化させてさせているように見えま

す。こういう時だからこそ、対話による解決の大切さ、尊さが問われているのではないでしょう

か。では一般質問をします。 

まず、核のゴミ最終処分場についてです。「核のゴミ」最終処分場。経済産業省は７月２８日、

原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のごみの最終処分ができる可能性のある地域を示した日

本地図「科学的特性マップ」を公表しました。火山や活断層が周囲になく、最終処分の候補地と

なり得る適地は全ての都道府県に存在し、国土の７割弱が該当しています。愛媛県では、中央構

造線が走る地帯を除いて、ほぼすべての地域に適性がある可能性が高いとされ、「輸送面でも好ま

しい」地域は県内全２０市町に存在し、内子町もこれに入っています。内子町での核のごみ最終

処分場受け入れを検討する可能性について、町長の見解をおうかがい致します。 

次に、景況感についてです。これについては、同じ質問を同僚議員がしておりますので、ご答

弁はいただかなくてもけっこうです。後ほど、再質問のところで準備をしておりますので、再質

問をさせていただきます。 

次に国保税についてです。国保税業務の都道府県化に伴い２０１８年度以降保険税の変化予想

で、共同通信による自治体アンケートに内子町は「上がる」と答えています。保険税の変化の見

通しをどのようにとらえていらっしゃいますでしょうか。次に現在の国保税の滞納者数は年間何

人でしょうか。第３に滞納に対してはどのように対応をされているでしょうか。第４に滞納する

理由をどのようにとらえているでしょうか。第５に来年度の国保税が決定されるまでの手続き、

スケジュールについてお伺い致します。 
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次に奨学金返済支援事業です。大学の年間授業料は、１９７５年ころから上がり続け、２０１

５年までに国立大学の授業料標準額は、３．６万円から５３万円へ、私立大学で平均１８万円か

ら８６万円へと大幅に上がりました。一方、平均世帯年収はピークの１９９０年代半ばころから

下がり続け、２０１５年には５４５万円と１２０万円もダウンしています。また、いわゆる貯蓄

がない「貯蓄ゼロ世帯」は、１０年前には約２０％だったのが、２０１６年には３０％を超え、

親世代である４０歳代で３５％となっています。親が大学の授業料を負担することができなくな

り、奨学金を利用する学生の割合は増え、現在では四年制大学を含め、大学院、短大、専門学校

等に通う学生の約半数が利用していると言われます。現在利用されている奨学金のほとんどは、

先進諸外国で一般的な返さなくてもよい「給付型」ではなく「貸付型」で、その多くは利子がつ

く教育ローンというのが実態です。平均利用額は３００万円に上り、卒業と同時に数百万円の借

金を背負って社会生活が始まります。まず、第１に内子町独自の奨学金制度の特徴と利用状況は

いかがでしょうか。また、滞納額と滞納者への対応はどのようにされていますでしょうか。第２

に人口減少対策として若者の町内への定住促進につなげるため、奨学金返済を町が支援する考え

はありませんでしょうか。以上で、私の一括質問を終わります。 

○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） まず私の方から関根議員にお答えを致します。原子力発電所を運転する

と出てくる使用済み核燃料、いわゆる核のゴミでございますけれども、この最終処分場として可

能性のある地域を適地として示す「科学的特性マップ」を本年７月に国が公表いたしました。日

本は、再使用できるウランやプルトニウムを分離し、残りを核のゴミとして地中深く閉じ込める

方法を最終処分としています。この核のゴミは、数万年にわたって強い放射線を出し続けます。

そこで３００ｍよりも深い岩盤に埋めて数万年から１０万年隔離するというものでございます。 

地盤の安定性、火山活動か、大地震の可能性、軟弱な地盤かどうかなどを調べ、その結果、国土

の６５％が適地として公表されました。この中に内子町も入っております。国としては、受入れ

に前向きな自治体を探す狙いがあるものと思われますが、まだまだ国民的議論も必要でございま

す。町として全く動くつもりはございません。あとのご質問につきましては、担当課長の方で答

弁致させます。 

○住民課長（亀岡弘君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀岡住民課長。 

〔亀岡弘住民課長登壇〕 

○住民課長（亀岡弘君） それでは私の方からは、３番の国民健康保険税についての１と５につ

いてお答えさせていただきます。２、３、４につきましては、入海税務課長よりお答えをさせて

いただきます。まず、保険税の変化の見通しをどのようにとらえているのかでございますが、平

成３０年度からの国民健康保険制度改革に向けて、愛媛県が中心となり、現在、県と２０市町で

準備、協議を行っています。まず、共同通信のアンケートにおいて、「保険税が上がる」と答えま

した根拠は、この県と２０市町の協議の中で、６月時点で、愛媛県から示された県試算の内子町
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の保険税数値が、内子町が納めている保険税よりも高かったため、あくまで試算段階ですが、「上

がる」とお答えをさせていただいたものです。保険税に関しましては、県下統一保険税の考えが

前提としてありましたが、各市町の医療費水準や所得水準がそれぞれ異なるため、「統一保険税」

をすることにより、保険税水準が低い市町において、被保険者の保険税負担が増加する恐れがあ

るため、保険税率につきましては、今まで同様、各市町独自で設定する方針です。愛媛県は、財

政運営を行うにあたり、各市町の医療費水準、所得水準を考慮して市町毎に納付金を決定します。

県が、国保運営するにあたり、市町から県へ治めるお金を納付金と呼びます。また県は、各市町

が納付金を納めるために必要な標準保険料率を示します。内子町でしたら、これぐらいの保険税

率で、これぐらいの保険税を集めて下さいと示します。それに基づき、内子町は、標準保険料率

を参考に今までと同様に、保険税率を決定し、賦課・徴収を行っていきます。納付金の金額に基

づき、保険税率を決定します。愛媛県では、今までに２回、納付金の額や標準保険料率を試算し

ましたが、まだ試算の段階で、県も分析をしている途中で、正確な数字ではありませんでした。

いずれも現在、内子町が納めている保険税では、足りない金額でした。県もテスト段階であり、

だいたいの傾向を把握して下さいと表に出した数字なので、今後、より精査し、正確な数字が出

される予定となっています。 

次に５番の来年度の国保税が決定されるまでの手続きスケジュールについてですが、平成３０

年度の保険税率につきましては、先ほど申し上げました、県から示される納付金、また、標準保

険料率に基づいて決定をしていきます。今年の１０月に国が納付金及び標準保険料率に係る仮係

数を示し、納付金及び標準保険料率の推計値が示されます。実際に国から確定係数が示されるの

は、１２月末であり、最終的な納付金及び標準保険料率が内子町に示されるのは、年明けの１月

末の予定です。平成３０年度の予算編成、条例改正につきましては、１月末では時期的に間に合

いませんので、１０月に示される推計値に基づき、試算を行い、内子町国保運営協議会での協議

を経て、３月議会へ提出を行います。以上のスケジュールの予定でございます。以上で答弁とさ

せていただきます。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは私の方から国民健康保険税の滞納に関するご質問についてお

答えをさせていただきたと思います。まず、初めに国民健康保険税の滞納者数でございます。現

在、２８年度分までの滞納繰越分の滞納者に加えまして、２９年度の滞納者いうようなことで発

生を致しております。納付によりまして日々、その人数が変動致しますところでございますので、

８月２９日現在のお答えをしたらと思います。滞納者、２９４名でございます。なお、本定例議

会に、「平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算の認定」に際しまして、決

算資料を提出しております。これにつきましては、数値が平成２９年５月３１日現在における人

数、それから資料の様式の関係から、現年度分、滞納分というようなことで計上するということ

になっております関係から、該当者を二重にカウントしたというふうな数値となっておりますの

で、お含みおきいただいたらというふうに思います。 

次に滞納者に対してどのような対応をしているかというところでございます。内子町では、国
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保事業に要する費用に充てるための個人の負担を、地方税法の規定によります、「国民健康保険税」

いうことで、賦課・徴収することと致しております。滞納に対する対応につきましては、町税と

同様な取扱いということでおこなっております。保険税の完納に向けまして、継続した協議はも

ちろんでございますが、納付いただけない方については、保険証の短期間なものを交付致しまし

て、納付の相談を行っていただくようご案内しておるところでございます。また、負担能力のあ

る方が納付していただかない場合には、税同様、国税徴収法、それから地方税法の規定に基づき

まして、滞納処分するということ致しております。 

次に滞納する理由をどのようにとらえているかというご質問でございますが、完納に至ってい

ない方については、納付相談の際、納付できない理由を聞き取りながら、今後の納付方法を協議、

決定をさせていただいております。先ほどの決算の認定の中に、その際の理由を４項目に分類し、

記載しておりますので、その結果をご報告させていただいたらと思います。納付できる状況にあ

るものの「納税する意識が低いもの、それから納付を忘れていた」というふうなものが全体の約

６９％を占めます。次に、「失業等によりまして、現在税負担する能力がないもの、生活困窮のた

めに納付が難いもの」が約２９％となっております。滞納理由の傾向としては、前年度と大きな

変化はございません。また加入世帯の所得状況も大きく変化がしていないという状況でございま

す。理由の分析では、このような結果となりましたが、世帯の状況は変化することが予想されま

す。状況に応じた納付の協議をさせていただきますので、状況が発生した場合にはお気軽にご相

談いただけたらと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○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。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） それでは私の方から奨学金制度についてお答えをさせていただき

ます。まず、内子町独自の奨学金制度の特徴と利用状況、その滞納額と滞納者への対応について

お答えをいたします。内子町独自の奨学金制度は、内子町奨学資金と高畑奨学資金の２つの制度

がございます。まず、内子町奨学資金ですが、高校奨学生に月額１万８，０００円、大学奨学生

に月額５万円を貸与しています。２つ目の高畑奨学資金には、大学奨学生に月額７万円を貸与し

ております。奨学金制度の特徴と致しまして、まず無利子であること。２つ目と致しまして返還

の免除制度があるということでございます。この免除制度の内容ですが、まず一つ目に町内の中

学校から町内の高等学校へ進学した成績優秀者には、月額１万円に修学月数を乗じた額が免除さ

れます。過去において実績３件ございました。大学奨学生が、返還期間中の５年間引き続き、内

子町に居住し、町民税の滞納がないとき、返還額のうち１０万円が免除され、最大１０年間で２

０万円の免除を受けることができます。以上、この２点が特徴となっております。利用状況でご

ざいますが、平成２８年度の貸与実績は、内子町奨学資金の高校奨学生が６名、大学奨学生が１

５名でございます。高畑奨学資金の大学奨学生は２名でございます。滞納につきましては、平成

２８年度末で４名の滞納者があり、その合計額は１０２万２，６００円となっております。この

対応につきましては、定期的に督促を実施しているところでございます。滞納者におきましては、

それぞれ経済的な事情がありますが、納付の意思を確認しながら、小額であっても納付をお願い

しているところでございます。今後とも粘り強く督促を行ない、納付に努めてまいりますし、新
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たな滞納者を出さないよう、対策に努力したいと考えております。２つ目の人口減少として、若

者の町内への定住促進につなげるため、奨学金返済を町が支援する考えについてお答えします。

奨学金返済支援事業でございますが、若者の地元就職の促進を図る目的で宇和島市が平成２８年

度から実施をしております。また、今年３月国におきましては、給付型奨学金制度を初めて導入

しております。給付内容、受給要件などにおいて、限定的な制度となっているようですが、給付

型奨学金が創設されたことは一歩前進だと思っております。今後は、奨学金返済支援事業や給付

型奨学金制度など支援対策を注視しながら、将来取組めるかどうかについて検討をしてまいりた

いと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○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） それでは再質問をさせていただきます。核のゴミ最終処分場についてで

すけれども、町長からはまったく動くつもりはないという答弁をいただきまして、ちょっと微妙

なのかなというか、ちょっと分かりにくいのかという気もするんですけれども、経済大臣から自

治体向けの文書に今回の地図の公表は処分場受入の判断をお願いするものではないとしているん

ですけれども、もし仮に適正があるとされた地域が全国でも非常に少なくそこに内子町が含まれ

ていたらどうでしょうか。仮に受入のための検討を表明した場合、調査だけでも国から相当な金

額の申し出があることは推察されます。国からお金を受け取って自分達の世代が楽しく過ごせ、

暮らしが楽になればそれでよいのでしょうか。「核のゴミ」は厳重に管理され、放射能が漏洩する

可能性は限りなく低くなるのでしょうが、猛毒のゴミが地下に横たわっている、それが万が一予

期できない地殻変動を伴う大規模地震などで漏洩するようなことになれば、内子町の環境は破壊

され、まさに不毛の地になり、子々孫々まで影響が及ぶことになるのではないでしょうか。新聞

報道によると、鹿児島県では県知事が受け入れ反対を表明し、県内４３自治体のうち、３６市町

村が同じく受け入れ反対表明しているとしています。核の毒性は半永久的に減ることがなく存在

しつづけ、多くの地震学者が将来起こる大規模地震がどこで起こるかは予測が困難と認める中、

次世代に対して取り返しのつかない負の遺産をわが町に受け入れることは絶対できないというの

が多くの住民の意思だと思います。内子町でも、核のごみ受け入れの議論を開始することのない

よう、町としてはっきりと「受け入れ反対」の意思を示されるべきだと思いますが、再度町長に

お尋ねしたいと思います。いかがでしょうか。 

○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） 今の段階で内子町にどうですかって言われているわけではないんですね。

広くたぶん国民的な議論を深めるという意味もあるんだと思いますし、全国土の６５％くらいが

該当しますよと、その中に内子町も入っていますよということの段階でございます。まだまだ技

術的にどれだけ安全性が担保できるのか。国民的な議論のコンセンサスっていうのがどれだけと

れていくのか。いろんなものをクリアしていかなくちゃいけない、そういう段階が今はじまった

ということなんだと。これからまだまだひと山もふた山もクリアしていかなくちゃいけないもの

がたくさんあるんだろうと私はそういうふうに受け止めています。 

○２番（関根律之君） 適性が。 
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○議長（山本徹君） 関根議員。 

○２番（関根律之君） 失礼しました。議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 失礼しました。適正があろうがなかろうが、私としてははっきりしてい

ると思うんですけれども、それはなかなかお立場上、難しい、答弁が難しい部分があるのかもし

れませんが、現時点では、答弁としてお聞きしました。それで原発を運転し続ける限り、核のゴ

ミは増え続けます。人工的に作られたこの猛毒の物質は、消滅することなく半永久的に日本のど

こかの場所に置かれることになります。負の遺産をこれ以上増やさないためにも、町としてあら

ためて伊方原発の再稼働に反対の意思を示されるようお願いしまして、次の質問に移りたいと思

います。 

 県内、景況感については、同僚議員が同じ質問をしまして、答弁をいただいているわけですけ

れども、景況感が上向いているという根拠については、しっかりとした根拠がある。観光客数が

伸びているですとか、農産物の販売額ですとか求人倍率が伸びているですとか、その根拠がある

ということはよく分かりました。このこと自体は望ましいことだと思いますし、町がやってきた

施策がそれなりに成功を収めている物として私もうれしく思うところもあるわけでありますけれ

ども。２０１５年度の内子町の住民一人当たり個人所得はデータですけれども、７８．９万円で、

県内２０市町の１７番目にあたり、この金額は全国平均の約５割、県平均よりも約３割少ない水

準というデータがあります。また、私どもが行った昨年秋から今春にかけてのアンケートでは、

暮らし向きが悪くなったという人の割合は約５割を占めておりまして、町政に期待する項目とし

て、国保税・介護保険料の値下げを求める人の割合は同じく５割を超えています。町民の多くは

景気が上向いているとは感じられず、生活の苦しさを訴える人も少なくないと推察されます。こ

うしたことからも、内子町の予算を公共事業や文化事業だけでなく、人の暮らしを直接的に支援

する社会保障関係予算を拡充することが多くの町民に求められていると考えますが、町長のお考

えをお伺いします。 

○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） 内子町の一般会計の中で扶助費の比率はやっぱり右肩が上がってきてい

るんですね。少しずつ上がってきております。これは先ほどのご答弁のご質問の中にあったよう

に、社会保障費っていうのは、やっぱり右肩が上がってきているんです。子どもに対してあるい

はお年寄りに対して医療費等々も含めましてですね。そういう中でこれをどういうふうにして持

続さしていくかというのはとても大切な課題です。国保の問題しかり、介護費の問題しかりです

ね。ですから私は財源はこれは国の方で消費税をきちんと１０％やっていただいてですね、きち

んと安定した財源を確保して地方が取り組めるような体制をしっかりと作ってもらいたい。そう

いうふうに思っています。これからも国に対してはしっかりとそういうことを訴えたいというふ

うに思っております。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） それでは、次の国保税についてなんですけど、県の方と２０市町と協議
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を重ねていて、まだその資産もテスト段階にあるということでまだはっきりとしたことは示せな

いということだと思いますが、それでも今のご答弁だと１０月には、もう来年度予算のことを考

えると、もうある程度決めなければいけないということで、１０月に示されると。そしてこれは

国保の運営協議会の方に諮ってそこでも町民として町としてどうかという町民の方の話も聞いて

進めていきたいということだと思うんですけれども、そのスケジュール、手続きについてはよく

分かりました。国民健康保険の被保険者は、その性質上加入者に高齢者や自営業者の比率が高く、

相対的に低所得者が多いことから保険料への負担感が強いのが現実だと思います。保険税は統一

保険料で上がっていくということなんでしょうけれども、初年度については国の方からも激変緩

和の措置として交付金等で、値上げ幅を抑える方向にしていくというような情報も出てますけれ

ども、数年をかけて少しずつ統一保険料に近づけていくということだろうと思います。税率の変

化を示していくということももちろん必要なことなんですけれども、多くの住民にとっては自分

の負担がどのくらい上がるのかというところが関心ごとだろうかと思います。そこで、所得差を

考慮したいくつかの所得の方のモデル世帯ということでどういうふうに変わるのかというのを具

体的に示してですね、保険料が上がる割合とかどのくらい上がるのかということにもよるかとは

思うんですけれども、そういう保険料の変化をモデル世帯という形で所得に応じて具体的に示し

て、広報誌やホームページ等でお知らせしていただけないかと、場合によっては住民向けに国保

税の説明会というふうなことも開催するのも一案だと思いますけれども、これについてはいかが

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） 先ほど申し上げましたように、一応１０月に仮計数が出るということ

で、それで主な予算編成はおこなっていきたいとは思いますけれども、まだきちんとしたですね、

額が確定しておりませんので、その中でですね数値を示しすということは数値が一人歩きをして

もいけませんので、上がるよという含みは持たせた広報はしていきたいと思いますけれども、数

値を具体的にじゃあこれだけあがるんだというふうなことは差し控えた方がいいのではないかな

と思っております。それから説明会についてはまた要望があればできる範囲でしては行きたいと

は思いますが、それについても実際の最終確定数値が決まるのが先程申し上げましたようにとし

けて１月末の予定ですので、そこで最終的には正確な数値となりますので、その間の間から３月

までの間にですね特に要望があればまたそういう出来る範囲で説明をさせていただいたらとは思

います。以上でございます。 

○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） 税率が確定しない段階で上がるよと言われても不安をあおるだけという

ところもあると思いますので、その辺は確定してからでけっこうだとは思うんですけど、必要な

広報等をしていただいて、住民から要望があれば説明会なども開催を検討していただければと思

います。それから滞納者なんですけど、数字が動いて年の中でも動いていくという性格上そうい

うことだろうと思うんですけど、８月２９日現在で２９４名ですか。で、ちょっと私が見たデー

タによると２０１５年度の内子町の滞納世帯数っていう数字が出ているところがありまして、そ
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れによると２６６世帯で被保険者が２，８５３世帯ということになったんですけど、２０１５年

度でいうと９．３％と１割近い水準の人が滞納していると。今年度もそれを上回る滞納者が同じ

か上回る滞納者が出ているということだと思うんですけど、滞納する理由の生活困窮の割合が２

９％約３割だっていうことなんですけど、この３割の方っていうのは、本当に困っておられると

思うんですよね。もう自分の命にかかわるというか、医療が受けられなかったらどうなるんだろ

うという不安を抱えて生きておられるわけで、先ほども申し上げましたように、内子町は高齢者

の割合も高いですし、県内でも平均所得が低い、低所得者が多いということは言えるわけでして、

こういった低所得者、社会的弱者への対応をこれまで以上にきめ細かくおこなっていただけます

ようお願いしたいと思います。 

 次にですね、来年度の国保税率等が決定されるまでの手続きに関連しまして、国保財政調整基

金についてお尋ねしたいと思いますが、基金の残高は今年度取り崩しされていないとするおおよ

そ 1億円くらいが積みあがっていると思うのですが、間違いありませんでしょうか。 

○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） 決算資料７番にもですね、お示しをしておりますが、平成２８年度末

現在で９，９２６万２，０００円でございます。 

○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） 国保の基金については、研究者の指摘なんですけど、「２０１５年度から

財政共同安定化事業の対象医療費が１円以上になったということに伴い、保険給付費全体が県単

位での助け合い事業となっているので、自治体単独で不要不急の支出のための基金を準備する必

要がなくなる」という指摘があるんですけど、国保税の値上げが予想される来年度の国保会計に、

この基金を取り崩されるというようなお考えはないでしょうか、再度お尋ねします 

○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） お答えをします。基本的には保険税はあげない方向で行きたいとは思

ってはおりますけど、現時点で先程申し上げましたように、県の予算では一応、上がるようには

なっているというようなことでありまして、基金については余るほどでない限りまたこれから一

定基金崩しますと、またすぐ次の年にはあげなくちゃいけないというふうなこともありますので、

その辺をですね、総体的に勘案しながらちょっと検討させていただいたらと思います。それで特

にですね、インフルエンザ大発生とかそういうふうな時とかあることもありますので、そういう

ふうな時に使うとかですね、今、ベースではある程度はですね、保険料率をあげさせていただい

て、まさかの時にというか、大事な時に財政調整基金はとっておきたいというふうな考えでおり

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） 一般的な基金の使い方としてはそういうことだろうと思うんですけど、

その財政共同安定化事業ということで県の自治体単位での助け合い事業になっているんですよね。
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当初は３０万円以上が対象の高額医療の対象だったらしいのですけど、今は全て１円以上になっ

ているということで仮に保険給付費が上がった場合でも県からの給付金の支払があるということ

で自治体単位で基金を用意している必要がないのではないかっていう研究者の指摘ですけれども、

そういうことで言うと、来年度の国保税率が決めるにあたって基金を持っている自治体に対して

税率を決める時に複雑になって、何か不利になるような、そういうようなことは例えば県との協

議の間でそういう話し合いはされていないんでしょうか。 

○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） 今のところですね、県と２０市町の間ではですね、基金の問題につい

ては特にですね、出てはおりません。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） 分かりました。それとですね、国保税の特別会計は、単年度では赤字の

状況が続いているわけですけれども、国保事業の歳入を補うために、一般会計からの法定外繰り

入れというのを２０１３年度のデータですけど、県内で７割以上の自治体はこの法定外繰入とい

うのをおこなっているわけですけれども、内子町はこれを実施してきておりません。これについ

ての考え方というか、低所得者対策として、今後一般会計からの法定外繰り入れの補てんという

のを検討するお考えはないでしょうか。 

○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） 内子町からのですね、法定外繰入というわけではありませんが、一般

歳出の中で繰出し金として保健基盤安定事業繰り出し金とかそれから出産関係とか財政安定、そ

れから事務費、それから人件費等合わせてですね、約２億くらいですね、出しておりますので、

そういうふうなことでですね、低所得者に対する内子町の支援はしていると考えております。 

○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） 分かりました。次の再質問に移ります。奨学金返済事業について。奨学

金についてです。内子町独自の奨学金を２つもたれているということは大変素晴らしいことだと

思いますし、特徴として免除規定があるということはやはり先進的なことだと思いますし、利用

者にとって大変ありがたいことではないかなというふうに思います。その中でですね、利用者が

すみません、ちょっと聞き取りずらかったんですけど、町の独自の方が大学が１５名、高校が６

名ですからちょっと間違ったら訂正していただきたいというか教えていただきたいんですけど、

返還免除制度があって５年間大学の場合、５年間返還して町内在住で町税の滞納がない方は免除

規定があると。最大２０万円ですか、ということですね。今回私が出した数字は中京大学教授の

大内裕和氏による『奨学金が日本を滅ぼす』の著書を元にしています。奨学金の返済についてで

すが、日本で最も利用されている日本学生支援機構の奨学金の例では、卒業後１年以内には返済

が始まり、毎月返済で終わるまで１５年から２０年を費やします。申請により返済を猶予される

期間は、５年から１０年に延長されましたが、借金が減るわけではありません。ストレートで大
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学等に入ったとして２３歳から返済が始まり、３８歳から４３歳まで長い人で５３歳頃まで返済

が続きます。まさに、結婚して出産、子育てをする時期と重なっています。一方で、現在、非正

規雇用の仕事に就く人の割合が４割を超え、大学卒業をしても非正規雇用の労働に就く若者も多

いことから所得が上がらず、結婚を思いとどまらせたり、結婚しても出産が遅くなったり、子ど

もの数を制限するなど、若者の貧困化が少子化につながっているという指摘があります。若者の

所得を支援することは、子育て世代の町内への定住促進につながり、ひいては人口減少対策にも

寄与すると考えられます。今日の一般質問で、同僚議員からも多数、子育て世代への支援をする

べきではないかという声が多く挙がりましたけれども、やっぱりこの人口減少対策というのは、

非常に大事なことだと思いますし、多くの自治体がこれに対策をねってですね、あの手、いろん

な支援方法を打ち出しているわけです。そういう中で内子町が移住者の先進地域ではあったんで

すけれども、これを拡充していかないと、ある意味で若者が今いる若者も外の自治体に出ていく

というような可能性もありますし、魅力のある内子町でも支援が少ないということで、なかなか

内子には定住を思いとどまらせるというようなことにもなりかねないと思います。一つ、宇和島

の例も答弁いただきましたけれども、現在奨学金を返済中で住民票が町内にあり、町内から通っ

て一般企業や農林業に就業している若者に対し、奨学金の返還を補助する目的の事業を実施する

ことはできないでしょうか。同趣旨の制度は新居浜市と宇和島市で実施しています。まずは一人

当たり年間２０万円、１０人程度を対象にして数年間実施することを検討してはいかがでしょう

か。実施にあたっては、若者向けに説明会等を開き、申請者に就業状況等を詳しく聞き取ること

で、若者の暮らしの実態や、今後の少子化対策などにも活かすことができるのではないでしょう

か。これについてお願いします。 

○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） ご質問、答弁のことも重複するかもしれませんが、先ほど言いま

した宇和島の支援の事業でございます。若者の地元就職の促進を図る目的で作られている事業か

と思いますので、こういった事業や先ほど答弁でいいました給付型の奨学金制度など支援対策を

ですね、今後研修しながら注視しながら、将来内子町が取り組めるかどうかについては検討させ

ていただきたいということでご理解願ったらと思います。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） ぜひ前向きに検討をお願い致しまして、私の再質問を終わります。 

○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致しました。 

明日７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５８分 散会 
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平成２９年９月第９２回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２９年９月６日（水） 

○開会年月日   平成２９年９月７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 
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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、１２番、林 博議員。１３番、山崎正史議員を

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１１号のとおりであります。 

 昨日の向井一富議員の給食費の滞納についての一般質問に対し、誤った答弁をおこなっており、

訂正したい旨の申出がありました。これを許可し、理事者の再答弁を求めます。 

○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） 向井議員さんの質問の中で給食費の滞納についての質問がござい

ました。滞納があるとお答えを致しましたが改めて調査を致しますと、過去に滞納がございまし

たが、平成２５年度末で完納いただいております。平成２６年度からは滞納ございません。お詫

び申し上げて訂正をさせていただきます。誠に申し訳ございませんでした。 

○議長（山本徹君） 只今の答弁に対し、向井一富議員の再質問を許します。 

○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） 特にございません。次に、進めてもらったらと思います。 

○議長（山本徹君） 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 ４号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書

類の提出について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 報告第４号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状

況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

○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） 報告第４号、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明す

る書類の提出につきましては、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

の程、お願い申し上げます。 

○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。 
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〔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、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況に

ついて説明させていただきます。 

資料ナンバー２の１ページをお開きください。会社全体のところから入らせていただきます。

農産物を含めた全体の総売り上げについて、７億６，０００万円を目標に営業展開してまいりま

したが、対前期比４．４％減の７億２，０１７万円となりました。部門ごとの売上げは、「あぐり」

部門を除く部門が前年度を下回る結果になりました。今期の会社全体の売上についても対前期比

７％減の４億１,０３５万円となり、売上原価や販売費及び一般管理費も減少しましたが、税引き

前当純期利益は、マイナスの２９４万円となりました。前期と比べると集客数の減少が売上減少

の要因と思われます。部門ごとの営業内容につきましては、３ページから８ページにかけて、部

門ごとに載せておりますが、主なものを申し上げますと、特産物直売所については、出荷商品の

販売額が４億５３０万円と２．４％増加しました。出荷者も５名増加し、３８８名となっており

ます。前期に導入しました新システムが本格稼働し、インターネットでの栽培履歴情報の登録や

売上情報の閲覧など利便性が高まっております。２年目となった椿店は、農産物やパン等の会社

商品をあわせた売上げは、３,８２０万円あったものの採算がとれるまでにはなっていないため他

の部門と連携し採算ベースにのるよう事業を展開して参ります。レストランは、ＪＲ四国の「伊

予灘ものがたり」をはじめ弁当事業が好調のため、２期連続で黒字の収支となりました。引き続

き店舗と弁当の二本立てで安定した経営を目指して参ります。シャーベット工房は、天候不順に

伴う店頭客数の減少や、業務用取引の伸び悩みなどにより売上げが減少しました。昨年度開発し

ましたギフトセット「四果三菜」の販売や冬季の売上確保の取り組みを行って参ります。パン工

房は、製造スタッフの人員不足により、製造量が減少したことが売上減少の要因となりました。

今後は人員の確保を図りながら品揃えを充実させて参ります。燻製工房は、前半に原料の内子豚

の入荷量が減少したため製造量が減少しました。イベントにも積極的に出店して、内子豚のハム

ソーセージのＰＲに努めています。あぐり亭は、販売額、来客数ともに増加しておりアグリベン

チャー２１とあわせた「あぐり部門」は前年度以上の売上げがあり目標達成ができました。農産

加工場は、「じゃばら」「もち麦」などの加工品製造とあわせて、他の事業者と連携して「愛媛・

内子茶」や「じゃからコンク」の商品化を行いました。引き続き商品開発や販路開拓に取り組ん

で参ります。 

次に決算内容について説明をさせていただきます。１４ページからの決算報告書をお開き下さ

い。 

１５ページの期末貸借対照表でございますが、資産の部から説明させていただきます。まず、

流動資産ですが、現金・預金、売掛金などの流動資産を合わせまして、流動資産の合計が、１億

１,１９２万７，４５５円でございます。固定資産でございますが、有形固定資産、無形固定資産、

投資等をあわせた固定資産の合計が２，６７４万８，８４２円。流動資産、繰延資産と合わせま

して、資産の部合計が１億３，９５０万８，５９７円でございます。次に、負債の部について、

買掛金や預り金などの流動負債の合計が、４，６６９万５，６６７円でございます。次に、資本

金などの純資産の部合計が、９，２８１万２，９３０円。負債・純資産の部の合計は、１億３，

９５０万８，５９７円となっております。  
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続きまして、１６ページの損益計算書について説明させていただきます。売上高が、４億１，

０３５万３，３５７円でございます。売上原価については、期首棚卸高が、２，４５７万２，８

９８円。仕入及び原材料費が、１億６，６９８万８，３４６円でございまして、この合計１億９，

１５６万１，２４４円から期末棚卸高２，７１３万８，２０５円を差し引いた売上原価は、１億

６，４４２万３，０３９円でございます。売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は、２億

４，５９３万３１８円でございます。ここから販売費及び一般管理費、２億４，９８２万４，９

５８円を差し引いた営業損失は、３８９万４,６４０円でございます。営業外収益９８万１,７３

９を加え、営業外費用３万５，３９４円を差し引いた経常損失は、２９４万８，２９５円でござ

います。法人税等３５万９,５００円を差し引きました、当期純損失は、３３０万７,７９５円と

なっています。販売費及び一般管理費の内訳につきましては、１７ページのとおりでございます。 

１８ページは株主資本等変動計算書で、当期に行いました剰余金の配当により利益剰余金の期

末残高は、２，２８１万２,９３０円となり、株式資本の期末残高は９，２８１万２,９３０円で

ございます。なお、配当に関する事項は、１９ページの個別注記表に記載しておりますので、お

目通しをお願い致します。第２１期の会社全体の総売上目標額として、７億３，０００万円を掲

げて、現在、出荷者の皆様の協力をいただきながら、社員一丸となって鋭意努力しているところ

でございますので、ご了解たまわりますようお願いし、経営状況の報告とさせていただきます。 

○議長（山本徹君） 只今の報告に対する質疑があれば、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） ６ページなんですけど、パン工房について目標の達成しなかった届か

なかった大きな要因として、人員不足によるものということがあげられているんですけど、やは

り技術的に職で継続してこれがおこなわれれば人員的に解消できるものなのか。この要因ですよ

ね、やはり職員の入れ替わりがあるからこういう事態を招いているのか。そしたらそれに対する

要因というものがどういったことがあるのか。どのように捉えておられるのか、質問致します。 

○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。 

○産業振興課長（山本真二君） パン工房につきましては、現在、９名の職員がございます。そ

の内３名が入れ替わり、退職等もありまして入れ替わったということで、当初スムーズな引き継

ぎができなかったということがあるのと、最初に仕込みを早出、遅出ということでやっておるん

ですけど、そちらの夜出てくる分の仕込みができなかったというふうなことがあってですね、生

産量がなかなかできなかったということで今は回復はしているんですけど、スムーズな引き継ぎ

ができなかったというのが要因になってございます。 

○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） パン自体に対してからりのパンは人気が大変あるというのは私も知っ

ております。こういったことが今期に限らずにですね、割りとこういう技術的な職員の入れ替わ

りとかが問題になっているのではないかと捉えておりますので、やはりそれの改革をしなければ

常に何年かに一回こういうことが起きてきては、せっかくの伸びる人気のある商品でもあります
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ので、そういった問題点をですね、どこにあるかというのを今後もやはり人間関係なんかも多い

んではないかと要因はあると思いますので、いろいろと研究していただいて、継続して出来るよ

うに売り上げアップにつながるように、努力していただいたらと思います。 

○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） そのように会社の方に伝えて継続的な職員採用についてもです

ね、関わっていきたいというふうにしてもらったらと思います。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 報告の中で３点ほど質問をしたいと思います。第一点目がからりが対応し

ておりました、町のふるさと納税の返礼品。報告書でもこれの減少のことが報告をいただいてお

るんですが、以前の同僚議員の一般質問でもふるさと納税に対する返礼品。ここらの見直しを平

成２７年度からふるさとチョイスとか、ＪＴＢさんとの連携によるポイント制。また、以前は５，

０００円以上の寄附に対して返戻をしよったのも１万円以上というような見直しをされた。また、

返礼品の種類も募集されて種類が増えておるというような答弁を記億しておるんですが、そうい

うことがからりの返礼品の減少に原因になっているのかどうかというこのからりの返礼品の減少

の原因あたりを第一点目に質問をしたいと思います。それと２点目が第２０期の事業計画の中で、

２０期はあぐりだけが売上目標を達成しておるという中において、２１期はあぐりは前年度の半

分の売り上げ計画を立てておられる。ここらがどういう状況でこういう還元をするような売り上

げ目標を作っておられるのかということが２点目の質問でございます。３点目が２０期が単年度

収支で３３０万、３００万あまりの損失という中において、引き続き配当をされておると。会社

として収支が赤であって配当をされておるということに対する見解を質問したいと思います。以

上です。 

○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） まず、ふるさと返礼品についてでございます。事業報告の中に

もそちらの注文が少なかったというふうなことで記載をしております。実際には、農産物、梨と

か柿についても２７年度には６６０万円程ご注文がいただきました。で、実際にはそれが４０万

円程のご注文になったということで、先引き６２０万円程その分が下がったというようなことに

なりました。これについては、ソーセージにつきましても２７年度は４７０万円程ご注文いただ

いたんですけど、２８年度は５６万円ほどになりまして、４２０万弱くらいの減少になっており

ます。これについても以前までは５，０００円、３，０００円だったんですが、これが１万円と

いうことになってました。単価がそういうことで内子町のふるさと納税でからりの商品を選んで

ご注文が減ったということが要因ではないかなと思ってはおります。数字で申し上げますとそう

いうことで減少しているということでございます。それから２点目のあぐり亭についてでござい

ますけれども、昨年の２０期については、あぐりベンチャーについては実績として３，３８０万

程になっております。こちらについては、あぐり亭とあぐりベンチャーという農家女性の惣菜と

かお菓子とかをつくっている組織がございます。こちらを合算してあぐり部門ということで管理
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をしてございました。こちらを２１期の計画については、あぐり亭の分の予定としてあぐり亭の

うどんやさんの分ですけど、そちらの計画として、１，６５０万円の目標にしております。あぐ

りベンチャーについては、直売所部門の方に入れて実際にあぐりのグループで作られたものが販

売所で販売をしているということがありますので、お菓子とか惣菜の部門は直売所部門の中にい

れてということで２１期の計画については直場所の中にその分の計画を入れさせていただいてお

ります。直売所部門については３億９，６００万というふうなことで欄外にも書いておるんです

けど、そういうようなものになってございます。それから、３点目の配当につきましてでござい

ますけれども、配当につきましては、個別のにも入れているんですけど、実際には去年の６月末

の定時株主総会に基づく株主総会で配当を決定をいただきました。それに基づいてその配当決定

基づいて実際に支払ったのが２８年中に支払ったというふうなことで会計経理上そういうことに

なってございますので、ご了解いただきたいと思います。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） ふるさと納税の返礼品。これほど落ち込んでおるとは私も改めて認識をし

たんですが、今の答弁では直売所に出てくる果物、またハム、ソーセージ、ここらが寄附をいた

だいたものに対する対応の金額が変わったからというような趣旨の返答ではなかったかと思うん

ですが、以前は５，０００円寄附をいただいても３，０００円相当の寄附をいただき、送料も込

めたら８割くらいな返戻率になるので、見直しをして１万円以上にしたと。そういう対応をその

商品の価格は同じじゃないんでしょうかね。１万円もらったら３，０００円か４，０００円に送

料を込めたもので返礼をしていくというような状況になっておるというふうに解釈をしておった

んですが、そこ辺を再度質問したいのと、あぐり亭の２１期の販売目標が先程の答弁であれば、

直売所の売上自体も２１期の目標は減少をしておる中で、あわせてベンチャーのものが含まれる

と。減少の中にまだ前期は含まれてなかった売り上げが含まれるということは農産物の出荷が相

当減少するという考えのもとの計画のように推察できるんですが、今の農家の年齢構成を見ると

なかなか確保も難しい状況ではあろうと思うんですが、そこら、農産物の確保に対して先ほど、

出荷者も増えたというような報告ももらったんですが、そこらに対して改めて、農産物確保につ

いての考え方が会社として分かるようであれば説明をいただきたいと思います。 

○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） ２１期の目標の中で農産物直売所については、２０期について

は椿店の分を含んで目標にしてございました。そちらの分で椿店を含んで実績として４億１，８

００万程になったというふうなことでございます。２１期の実績で申し上げますと、それにあぐ

りベンチャーを加えると、４億３，６００万程の実績になります。それから椿店の分を引くとで

すね、目標としては、そこにありますような３億９，６００万、４億弱くらいな金額になるんで

すけど、その金額になるかということで、ちょっと目標の分がですね、椿店の分の経理をはっき

りさせようということで、入替をさせてもらったということでございます。農産物については、

特に７億円の中の４億円を越えるという占めてございます。農産物のこれから出荷をどんどん広

めていこうということで取り組んでございますので、それを踏まえての目標にしていきたいと考
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えておりますのでご了解をいただきたいと思います。 

○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） 私の方からふるさと納税にかかる返礼品の減少の件につきまして答弁

させていただきます。一番に返礼品の数が激減した理由はですね、返戻率でございます。納税者

は返戻率の高い自治体に対して納税をするというのが傾向としてございます。以前は議員ご指摘

のように、約６割の返礼品、プラス送料を入れるとかなりの返戻率になってございました。それ

から５，０００円から返礼をしておりましたので、かなり内子町の返戻率は高かったと。それを

総務相のですね、通達等もございまして、返戻率が高すぎると。全国的に３割程度に抑えなさい

という通達もございまして、そういうことも見直した結果、最終的には１万円以上寄附していた

だいた方に３，０００円相当の品を送るというようなことに変更させていただいたことが原因で

ございます。返礼品の内容につきましては若干、ポイント制に移行しましたので、その内容も見

直しはしましたが、それからのクオリティ的に劣っているということではなくて、同じような状

態でこの様な状態が起きているというようなことになってございます。以上です。 

○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） 私が質問するのはいかがなものかと思うんですが、さっきのふるさと

納税の関係で、組織内でちょっと話を聞くのでは、林議員がちょっと言われたＪＴＢの関係、今

まではふるさと納税の返礼品の事務処理については、役場が担当してやっていたけど、業務煩雑、

忙しすぎてＪＴＢに委託というか、そういうシステムがあるんでそこに変わったと。それで余計

減ったんだというふうなちょっと説明を受けたんですけど、その辺の要因としては総務課ではど

のように捉えておりますか。 

○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） ＪＴＢに業務を委託したというのはですね、今、ご指摘ありましたよ

うに、当初は直接納税者が役場の方に寄附の申し入れまして、その内容をみて役場の方からから

りの方に返礼品の発注をしてからりの方で送付をしていただいたというようなことでございまし

た。一つ、ＪＴＢのポイント制に移行したのはですね、そういう業務の煩雑性もありますけれど

も、確実に納税者の方にお送りする。それから納税者のクレームにもですね、適切に対応してい

ただくということが狙いでございました。かつ、ポイント制に移行することによって、非常に納

税者にとっては、ポイントをためることもできますので、内子町返礼品をより多く選択していた

だけるっていうそういう理由もございました。当然、委託をしますので、手数料等は発生します

けれども、その手数料分が若干、返礼品の質、それから量、等にですね、若干の影響はあるとは

考えておりますけれども、ポイント制に移行したからと言ってですね、納税額が減少した。それ

から返礼品の数が激変したということには、つながっていないと私どもは考えております。先程、

申しましたように返戻率、この見直しをしたことが一番の大きな原因であろうというふうに考え

てございます。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。 
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 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。 

 よって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第 ４ 報告第 ５号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出 

について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 報告第５号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する

書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○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５号、小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出

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、よろしくご審議の程、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、報告第５号、小田まちづくり株式会社の経営状況につ

きまして、ご報告致します。 

説明資料２の黄色い表紙からになります。小田まちづくり株式会社の第１６期経営状況につき

ましては、去る８月２８日に、定時株主総会が開催されまして、承認されたところでございます。 

１ページをお開き下さい。第１６営業期の営業報告でございますが、事業期間は、平成２８年

７月１日から平成２９年６月３０日となっています。今期は、上半期に「えひめいやしの南予博」

の開催や「えひめ国体」のライフル射撃リハーサル大会があり、特産品販売施設「せせらぎ」の

売上げに好影響を得ています。また、地域おこし協力隊職員の協力により、地域の特産品を活用

した商品、「オダメイド」の製造販売により、販売額の増につながっているところでございます。

小田の郷せせらぎの管理運営業務としまして、特産品販売施設「せせらぎ」の利用客数８万４，

９６２人、対前期比１０１％、売上額６，８５９万３，９３０円で、対前期比１０１％となって

います。また、軽食堂「かじか亭」の来客数１万５，０７６人、売上額１，０８９万３，１５０

円で、対前期比これも１０１％と増加を致しております。 

 ２ページをお開き下さい。せせらぎへの農産物等の出荷者は、１２６名となっており、前期か

ら１名の減となっております。売上額別の出荷者数は、表のとおりであります。年間の１人当た

りの売上平均額は、約５４万４，０００円、対前年比１０２％となっております。お客様１人当

たりの売上単価が８０７円で、前年と比べまして、ほぼ同額となっております。 

次に、３ページの事業報告でございます。今期は、毎月行っております、せせらぎデーの開催

の他、町内外のイベントに１３回参加して、「オダメイド」やせせらぎの商品販売と合わせまして、

小田の郷せせらぎのＰＲ活動を行っているところでございます。 
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次に、決算状況につきまして、ご説明いたします。５ページの貸借対照表をお開き下さい。ま

ず、左側の資産の部でございますが、Ⅰの流動資産が、現金及び預金、売掛金、棚卸資産等合わ

せまして２，１８６万５，２２４円でございます。Ⅱの固定資産の合計が、９８１万６，９９０

円。その内訳は、有形固定資産、９５４万２６２円。無形固定資産２７万６，５２８円。投資、

その他の資産としまして２００円でございます。Ⅲの繰延資産としまして、２５５万９，８４８

円を計上致しております。これは、前期からのオダメイドの研究開発やホームページのデザイン

作成に要した費用のうち、自己負担分を繰延資産としたものでございます。資産の部の合計は、

３，４２４万２，０６２円となっております。 

次に、右側の負債の部です。Ⅰの流動負債は、買掛金、未払い金など合わせまして、５５８万

６１４円となっております。Ⅱの固定負債はございません。次に、純資産の部につきましては、

資本金３，５３５万円に、三番目の利益剰余金、マイナス６６８万８，５５２円を加えた純資産

の部合計が２，８６６万１，４４８円となっています。負債・純資産の部の合計は、３，４２４

万２，０６２円となっております。 

続きまして、６ページの損益計算書です。Ⅰの売上高の合計が、２，９７８万９，５６８円。

内訳は、町からの管理料、急速充電維持管理などの業務委託収入としまして、３４７万６，５５

８円。それからコカ・コーラ、ＪＡ商品、ソフトクリーム、オダメイド商品などの直接販売商品

の売上が、１,７５５万６，２２６円。出荷者から手数料をいただいて販売している商品の販売手

数料が、８７５万６，７８４円となっております。Ⅱの売上原価の合計は、１，１０７万２，０

２８円となっておりまして、これを差し引きまして売上総利益は、１,８７１万７，５４０円とな

ております。Ⅲの販売費及び一般管理費が、１,８１４万４，６０７円で、これの内訳につきまし

ては７ページをご覧いただいたらと思います。この分を売上総利益から差し引いた、５７万２，

９３３円が今期の営業利益でございます。この営業利益に、預金利息等の営業外収益１万１，９

２６円を加えて、繰延資産償却の営業外費用４９万８，１６３円を差し引きました経常利益が８

万６，６９６円となっております。これに、第 1６期は特別利益としまして、オダメイドの研究

開発、ホームページのデザイン作成に要しました費用への内子町商工会からの補助金収入５０万

円がございます。また、この補助事業に要した費用から補助金を引いた残りの自己負担分３１万

８，６００円を特別損失として計上致しております。法人税等の税額１８万３，５００円を差し

引きました８万４，５９６円が当期の純利益となっております。 

次に７ページには、先ほど申し上げました販売費及び一般管理費の内訳となっておりますので

お目通しをいただいたらと思います。 

８、９ページにつきましては、株主資本等変動計算書となっております。今期を含めた利益剰

余金は、マイナス６６８万８，５５２円となっております。 

１０ページは、個別注記表。それから１１ページからは、第１７期の事業計画及び収支予算書

となっております。内容につきましては、お目通しをいただいたらと思います。第１７期につき

ましては、せせらぎ施設全体の売上につきまして、前期比２％増を目標とし、収益を伴うイベン

トの開催、地域農産物を使った加工品開発、オダメイドのブランド化の定着を目指すとともに、

材料となる農産物の栽培を奨励していくことと致しております。また、取締役会、生産出荷組合、

町とが意思疎通を図りながら、一体的な取り組みによって、地域への来訪者増を図りながら、健
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全経営に努めていくことと致しております。以上、第１６期におけます、小田まちづくり株式会

社の経営状況の報告とさせていただきます。 

○議長(山本徹君)  只今の報告に対する質疑があれば許します。 

○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１３ページですけど、先ほど林議員がからりの件で言われた

ように事業収入が前期決算が１，７５５万端数がついてますけど、当期予算が１，４７０万。下

がっているのに全体としては、収益をあげるぞという根拠を。この数字がどっから出てきたのか

だけ。 

○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） １３ページの収支予算書の事業収入のところだと思いますが、こ

れにつきましては、この分につきましては、小田まちづくり株式会社の収支予算ということで、

先ほど申しました施設全体の売上２％増を目指しているというのがございましたが、これについ

ては、売上額ということでやっております。この表のですね、商品販売収入というのが当期予算

１，４７０万ということで前期決算から言えばですね、２８０万ほど減っとるかと思います。こ

れはオダメイド部分を今度は今度新しく出来る会社の方に委譲するという考えのもと、これまで

オダメイドの売り上げ分が減るという考えでございます。その下、販売手数料収入というのがご

ざいます。これが当期予算９２５万でございますが、前期決算額から言えば、増減のところ、１

０万となってございますが、これは前期予算との比較ですので、前期決算額と比較しますと５０

万程増えております。この分は手数料ですので１５．５％がこの金額となっております。実際、

売上額から言いますと、これの６．７倍くらいの金額となるかと思います。３１０万か２０万ほ

どの金額になってこうかと思いますので、先ほどの商品販売収入と比べまして全体的には増えて

おります。それとこれにですね、かじか亭、それからとなりのそよかぜの方でも販売をおこなっ

ておりますので、そういった施設全体を含めて２％増ということであげさせていただいておりま

す。以上です。 

○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） だいたいわかったんですが、オダメイドっていう協力隊員がやってい

るやつが会社として立ち上げる別の収支予算というふうな形になるというふうな受け取りでいい

んでしょうかね。 

○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） オダメイドにつきましては、現在、地域おこし協力隊の納堂氏が

関わっていただいておるわけなんですが、この納堂氏がですね、８月３日に新たな株式会社を立

ち上げております。ミカタスイッチ、カタカナでミカタスイッチいう株式会社なんですが、この

分につきまして、今度１１月の１日からですね、オダメイド部分について今のまちづくり株式会

社でやっている分をそちらの会社でやっていただくということ。そこで作られたオダメイドにつ
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きましてはせせらぎの方に卸していただいて、手数料でいただくということでございます。これ

まではオダメイドは、まちづくり株式会社に直接販売商品だったんですが、今後は手数料でいた

だくという形になってこうかと思います。 

○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） 今の説明ですと、今度出来たオダメイドの新しい納堂氏が作られた会社

にアイスクリームを作る設備等は無償譲渡するということになるわけですか。 

○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） 施設全体はですね、町の方からまちづくり株式会社の方に指定管

理施設ということで受けております。その中で部分的に第３者に再委託できる契約となっており

ますので、今回、その分とですね、かじか亭についてそちらの会社の方に再委託という形でやら

せていただいたらと思います。 

○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。 

 本件は報告事項であります。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第 ５ 報告第 ６号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 報告第６号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を

説明する書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○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６号、公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書

類の提出につきましては、その内容を自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の

程、お願い申し上げます。 

○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） 報告第６号、公益財団法人・内子町国際交流協会の経営状況

について、ご報告致します。 

ナンバー２のオレンジ色の次のページをご覧下さい。まず、事業報告ですが、平成２８年度に

おきましても、町民一人一人が国際理解感覚を持ち、活力のある社会を形成すること、将来を担

う人材を育成し、国際的な視野と実践力を持つことを目指し、各種事業をおこなっております。

大きいⅠの「交流・促進事業」についてでございます。１、意識啓発・情報発信事業につきまし
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ては、毎月１回、機関紙「ゆうてぃあ」を「広報うちこ」へ掲載するほか、ホームページ等によ

りまして協会の活動を発信をしております。２、各種講座運営事業につきましては、２ページの

上段をご覧いただいたらと思います。外国語講座につきましては、一般の町民を対象とした英語・

ドイツ語の講座５コース、小学校低学年を対象に「英語であそぼう」を開催いたしております。

３、交流イベント・体験事業につきましては、「国際交流の集い」事業として、３ページ上段のと

ころにあります、「子どもフェスティバルの出展や凧合戦・駅伝大会等」に参加をしておるところ

です。（４）「財団設立２０周年記念事業」では、コミュニティ助成事業の助成を受けてリーフレ

ットを改訂致しております。大きい２、「助成事業につきましては、３ページから４ページにかけ

てになりますが、第２２回青少年海外派遣事業を１０月３１日から１０日間の日程で、１４名の

中学生をローテンブルク市とフィンランド・ヘルシンキへ派遣致しました。なお、ライオンズク

ラブ様から１名分の派遣費用をいただいております。次に、２から４の助成事業につきましては、

申請はございませんでした。 

４ページ中段、大きいⅢ「法人管理」。２、寄附金につきましては、町内各企業、団体等へ寄附

のお願いを行いました。また、賛助会員制度を創設し、会員募集活動を実施をしているところで

す。 

５ページ、３、理事会・評議員会から６についてはご覧のとおりとなっておりますので、ご覧

いただいたらと思います。６ページ、７ページの７の役員の状況につきましても、お目通しいた

だいたらと思います。 

次に、収支決算書類について、ご報告致します。まず、８ページをご覧ください。貸借対照表、

「当年度（Ａ）」の欄をご覧ください。科目の「大きいⅠ、資産の部で、１の流動資産」の合計が、

５０７万６，３７６円で、科目の２の固定資産の特定資産・合計が、２億２，７６３万９，８２

６円、流動資産と固定資産を合わせた資産合計が、２億３，３０５万９，６４２円になります。

「大きいⅡ、負債の部で、１の流動負債」は、未払い金と預り金を合わせた、負債合計１７万２，

２０４円。「大きいⅢ、正味財産の部で１の指定正味財産」の合計が、２億３，３６１万５，１８

１円。「２の正味財産の合計」が、２億３，２８８万７，４３８円で、一番下の「負債及び正味財

産合計」が、２億３，３０５万９，６４２円となっております。 

次に、９ページの正味財産増減計算書、真ん中どころの「当年度(Ａ)」の欄をご覧下さい。ま

ず、「大きいⅠ、一般正味財産増減の部、１、経常増減の部、（１）経常収益の特定資産運用益６

０１万１，８２９円で、事業収益の外国語講座及び各種事業会費等の合計が、６８万６，０００

円、内子ライオンズクラブ寄付金を含めます、受取寄付金が５４万７，０１２円など、経常収益

合計が、７７３万３，１０４円です。次に、（２）経常費用の事業費の主なものとしましては、人

件費が３４９万７，５１１円、青少年海外派遣助成金が１９６万円、経費の旅費交通費、５９万

６，８５５円には、青少年海外派遣事業の団長・引率の旅費が含まれております。経常費用計が、

７７９万１，３２９円となっております。 

 １０ページをご覧ください。評価損益等調整前当期経常増減額がマイナス５万８，２２５円、

特定資産評価損益等がマイナス３２９万４，２５６円、その結果、当期経常増減額が３３５万２，

４８１円のマイナスとなっております。一般正味財産期末残高が、マイナス７２万７，７４３円

となります。次に、大きいⅡ、指定正味財産増減の部、当期指定正味財産増減額が０円となって

おり、指定正味財産期末残高が、２億３，３６１万５，１８１円となっております。以上のこと

によりまして、大きいⅢ、正味財産期末残高は、２億３，２８８万７，４３８円となっておりま

す。 

続いて、１１ページには財産目録を掲載しております。これは、貸借対照表にあります「資産
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並びに負債」の内容について掲載したものでございます。お目通しいただいたらと思います。 

最後に、１２ページから１５ページにかけましては、平成２９年度の事業計画を、１６、１７

ページが収支予算書となっておりますので、ご参照いただいたらと思います。以上、報告第６号、

公益財団法人・内子町国際交協会の経営状況ついてご報告させていただきます。以上で終わりま

す。 

○議長（山本徹君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。 

○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） 各種講座の中で外国語講座が一般の町民向けと小学生向けの講座があり

ますけれども、受講料をとられて講座を開催されておると思うんですけど、受講料ともう少し内

容を詳しく聞かせてもらったらと思うんですけど、よろしいでしょうか。 

○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。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 外国語講座につきましては、英会話講座を３つ設けておりま

す。内容としては初級、中級、上級でございます。ドイツ語講座につきましては、初級と中級を

設けております。会費につきましては、英会話、ドイツ語とも初級については５００円。あと中

級、上級につきましては、１，０００円をいただいております。あと日数等でございますが、週

１回。英会話については、週１回開催しております。ドイツ語については、月に２回ずつ開催を

させていただいているところです。以上、説明を終わります。 

○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） 内子町の観光に外国人の観光客を１万人、集める、来ていただくという

計画もありますので、やっぱり語学のおもてなしというのをすごく大切になると思うので、１，

５００円くらいな受講料は無料にしてでももう少し外国語の口座を充実させていただきたいと思

うんですけど、そこら辺のお考えを聞かせて下さい。 

○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。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 口座の会費につきましては、以前５００円を徴収させていた

だいておりました。ただ、２年前から経営の関係のございまして、１，０００円ということにさ

せていただいておりますので、今後ですね、その辺協議しながら考えて行かないといけないのか

なと思っております。 

○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。 

 本件は報告事項であります。よって、報告の通り受理することとします。 

 

○議長（山本徹君） ここで１５分間休憩をします。午前１１時１０分から再開します。 

 

午前１１時００分 休憩 
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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 ６ 報告第 ７号 健全化判断比率の報告について 

  日程第 ７ 報告第 ８号 資金不足比率の報告について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 報告第７号 健全化判断比率の報告について」及び「日程第

７ 報告第８号 資金不足比率の報告について」以上の２件を一括議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○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７号、健全化判断比率の報告について、報告第８号、資金不足比

率の報告について、この２件の報告案件につきましては、その内容を総務課長に説明致させます

ので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○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、報告第７号、健全化判断比率の報告と報告第８号、資金不

足比率の報告につきまして、ご説明を致します。地方公共団体の財政の健全化に関する法律によ

り、財政の健全化判断、財政の早期健全化判断、財政の再生判断を示す指標につき、監査委員の

審査に付し、その意見をつけて議会への報告及び、公表が義務付けられております。 

議案書１の６ページをご覧ください。健全化判断比率、すなわち実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率、将来負担比率の４つの指標を、報告第７号の一覧表で示しております。

企業会計は、次の７ページの報告第８号の一覧表に示しているように、資金不足の比率を示す指

標ということになります。これらの５つの指標によって、財政運営の健全化などを示すことにな

っています。まず、報告第７号、健全化判断比率の報告について。地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項に規定する、平成２８年度の実質赤字比率、及び連結実質赤字比率は

黒字となっていますので、該当がございません。実質公債費比率は５．２％でした。ちなみに昨

年度２７年度、前年度の比率につきましては、６．４％でございました。実質公債費比率が１８％

を超えますと、新たな財政計画や起債発行に当たりまして、県との協議が必要になってきます。

将来負担比率も該当なしということで、前年度と同様に基準値内となっています。また、それぞ

れの項目にある括弧書きの数字は、イエローカードにあたる、早期健全化基準の数字となってご

ざいます。 

続きまして、報告第８号、資金不足比率について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律、

第２２条第１項に規定する、平成２８年度の資金不足比率は、２つの事業会計において資金不足

は発生してございません。参考数値、イエローカードにあたる経営健全化基準の数字が入ってご
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ざいます。以上、「報告第７号」及び「報告第８号」は７月１９日、役場、本庁会議室におきまし

て、片岡代表監査員、才野監査委員の審査を終えましたので、別冊資料８の８月２５日付け審査

意見を付して本日、内子町議会９月定例会に報告をするものでございます。よろしくご審議の程

をお願い致します。 

○議長（山本徹君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。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。 

 本件は報告事項であります。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第 ８ 報告第 ９号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 報告第９号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出に

ついて」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○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９号、内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につきまして、

その内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○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。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） それでは、報告第９号、内子町教育委員会の点検・評価の書類の

提出について、ご説明申し上げます。内子町教育委員会では、平成１９年６月地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の改正を受けまして、毎年、教育行政の管理、執行状況について自己点

検及び報告を行ない、その結果に関する報告書を作成し、それを議会に提出するとともに、公表

をしているところでございます。 

 点検・評価の対象となります事業でございますが、平成２８年度中に実施致しました学校教育

課関連の２３事業、お手元の資料ナンバー３の５ページから２７ページでございます。また、自

治・学習課関連につきましては、２０事業、資料ナンバー３の２８ページから４７ページでござ

います。内容につきましては、去る８月１８日に開催されました、議会全員協議会で説明させて

いただいた通りでございますので、省略をさせていただきます。今後におきましても、学校教育

の方針と施策、社会教育の方針と施策、人権同和教育基本方針を基に、教育や文化、スポーツの

推進に努めてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。以上、内子町教

育委員会の点検・評価の報告とさせていただきます。 

○議長（山本徹君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） ちょっと２点程質問をしたいと思います。学校教育課の報告の中に２３ペ
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ージに安全安心で安定した教育環境を構築ということで、小田高校の関係の対応を報告をされて

おるんですが、もうご承知のように小田高校、維持運営について地域一体となった活動をし、魅

力ある学校づくりに取り組まれておるように把握をしております。それに対しては、教育委員会

は元より、町のご支援もいただいて、そういう報告を受けておるところでございます。やはり、

学校として今以上に魅力を作っていかんと生徒の確保も難しいということで、一生懸命取り組ま

れておる中において、私も地元におる一人として、やはり高校だけの努力では難しいと。やはり

小田地区にある幼稚園から始まって小学生、中学校、全て地域と一体となったやはり取り組みが

大切じゃないかということで、以前に一般質問でも学校間の連携、あるいは一貫校的な教育、い

う提案もさせていただいたんですが、その時に、やはり導入をしていきたいというようなそうい

う特色ある取り組みを導入して行きたいというような答弁をいただいた記憶をしておるんですが、

そういう観点から、１６ページにはそういう一貫教育、連携教育等の教育研究所での活動報告を

いただいておるんですが、その中に課題、問題点として実際にやっていく上ではまだまだ問題点

が多いという課題を持たれておるんですが、当然、連携あるいは、一貫教育を取り入れてやって

いく上においては教員の問題もあろうと思います。しかしながら、１年でも早くこういう取り組

みを私はする必要があると。小田地区の教育環境を整えるためには、１年でも早くやはり、幼、

小、中、高、ここらの連携した特色ある教育環境を作るべきだというふうに感じておるんですが、

またもう一つには、英語教育に伴う、小・中連携、中高連携、ここらも教育委員会自体が必要で

あるというような報告をされておるんですが、この学校間の連携教育においての問題点。どこ辺

を今まだ持っておられるのか。第１点目に質問をしたいと思います。２点目が今度は自治学習課

関係なんですが、３４ページに文化活動の促進と、文化財の保護という報告があります。ここは

自己評価もＢ、外部評価もＢということになっておるんですが、予算の執行率が５７．４％と、

予算に対する執行が大変低いというように捉えたんですが、これは当初予算化されておったもの

が実施されなかったのか。文化財保護上、それが影響せんのかどうか。そこらに対する質問をし

たいと思います。 

○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） 議員ご指摘のとおり、まずは小田高校の推進ということで、小田

高校だけじゃなくて、小・中一貫教育ということでお話をさせていただいて、地域、それから学

校、教育関係、それからＯＢ等集まっての協議をしているところですが、高校につきましては、

高校が管轄が県の教育委員会というところもございまして、今、小田高校におきましては、そこ

ら辺が非常に問題になっております。ただ、今の一貫教育につきましては、大きな重要な点であ

ります、英語教育におきまして、今、内子町でこういうことを取り組もうということで計画を立

てております。それのモデルとして、小田小・中学校にということで今、協議中ということでご

ざいます。そこらあたりですね、連携は必要ですが、やはり小田高校となりますと、やっぱり先

ほど言いました県教委の壁と言いますか、そこら辺がでてくるのは感じております。以上でござ

います。 

○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。 
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○自治・学習課長（亀沖明義君） 私の方からは、３５ページの執行率のことについてお話をさ

せていただいたらと思います。これにつきましては、町指定の文化財等がございますが、それに

対する補助金があります。この分をですね、年度末までもっておったんですけど、申請がなかっ

たということで執行率が低いということでございます。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 先ほどの学校教育課長の説明で、県教委との関係、県立学校と町立という

ことの説明があったんですが、小・中連携、一貫であれば、内子町教育委員会が対応出来る問題

ですので、そこで報告の中にはまだまだ課題が多いというふうに報告をされております。課長の

説明であれば、中高連携はなかなかそこらがあって、難しいのは私も地域におって把握はしてお

るんですが、小・中連携一貫は理由にならないんじゃないかと思うんですが、再度説明をいただ

きたいと思います。 

○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） 小田の小・中につきましては、学校自体でもすでに英語教育なん

かの取り組みは十分進んでおりますが、やはり、町の大きな目標でございます、町全体の教育計

画の中でモデル校にできるようなということで今、小田の小・中学校を考えておりますが、そこ

までは至ってなくって、今後ですね、そこらあたり一貫教育のモデルとして、小田小・中学校が

どの程度まで英語教育に関しましては、できるかということで協議を進めて参りたいと思います。

全体のモデル的な事業がまだできてないということで、ご理解を願ったらと思います。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） ３回目になるんですが、許して下さい。答弁がでてきませんので、許して

下さい。以前、一般質問では前向きに連携、一貫教育を検討していきたいという答弁を以前にい

ただいております。私はそれを期待して待っておるんですが、そういう状況の中で教育委員会検

討をしていただいておる中で、報告書の中にまだまだ課題が多いので、そういう連携一貫教育が

取り入れられていない、今後の課題であるという報告を教育委員会されておるんですが、なぜ未

だもってそれが実現してないのか。原因。検討はされておるが、今もってそれが実現されてして

いない理由、問題点。これを質問しよるんです。 

○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） 先ほど、課長が言いましたけれど、今、小学校と中学校で連携ができ

るかということで英語なんですけど、そういったところの交流をさせていただいております。例

えば、中学校の授業に６年生が入っていったりですとか、小学校の英語活動のところに中学生が

入ったりとかいうところを、今取り組みをささせていただいております。なぜ、一貫教育にまで

発展しないかというところなんですけど、その交流、先生の問題等々も一方にありますので、そ

ういったところも含めながらまだ課題があるかというところでこういうところをあげさせていた

だいたということでご理解いただいたらと思います。今後、今回やっていることを検証しながら
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一貫教育等々ができるかどうかを早急に議員が言われますように一日でも早い教育をめざして行

きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い致します。 

○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。 

 本件は報告事項であります。 

よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第 ９ 議認第 ５号 平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１０ 議認第 ６号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第１１ 議認第 ７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

  日程第１２ 議認第 ８号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第１３ 議認第 ９号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

  日程第１４ 議認第１０号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第１５ 議認第１１号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議認第５号 平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算の認

定について」「日程第１０ 議認第６号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認

定について」「日程第１１ 議認第７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」「日程第１２ 議認第８号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」「日程第１３ 議認第９号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１４ 議認第１０号 平成２８年度内子町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１５ 議認第１１号 平成２８年度内子

町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上の７件を一括議題としま

す。 

本案について説明を求めます。 

○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） 議認第５号、平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について、

議認第６号、平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第７号、

平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第８号、平成

２８年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第９号、平成２８年度
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内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１０号、平成２８年

度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１１号、平成２８年度内

子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、一般会計が、歳入額

で１１１億５，５７６万１，９３８円、歳出額が１０６億９，７７５万５，９７７円となってお

ります。特別会計を含めた全会計では、歳入総額が１６８億８，６３７万６，４００円、歳出総

額が１６２億５，０１６万１，３５０円となっております。その内容につきましては、会計管理

者に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げます。 

○会計管理者（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川会計管理者。 

〔安川徹会計管理者登壇〕 

○会計管理者（安川徹君） それでは、議認第５号の平成２８年度一般会計歳入歳出決算及び議

認第１１号、平成２８年度後期高齢者医療保険事業特別会計の歳入歳出決算につきましては、地

方自治法第２３３条の第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するもので

ございます。各議案書につきましては、資料ナンバー１の９ページから１５ページまでにござい

ますが、説明につきましては、資料ナンバー４、平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算書、

資料ナンバー５、平成２８年度内子町特別会計歳入歳出決算書、及び資料ナンバー７、平成２８

年度決算資料によって行いますので宜しくお願いを申し上げます。 

それでは、まず議認第５号の一般会計歳入歳出決算について説明致します。資料ナンバー４の

資料「平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算書」をご覧いただきたいと思います。 

 まず、２ページ、３ページをお開き下さい。歳入です、１款の町税の収入済み額、３ページの

左端でございますが、１４億４，１２９万８，８４９円です。この金額の歳入総額に占める割合

は、１２．９％、前年度比３，７３６万円余りの増となっております。すべての税目において増

加をしておりますが、特に制度改正の影響で軽自動車税が２２．９％増加をしております。その

右側に不納欠損額が２１３万円余りございますが、９８人分を処理したものでございます。次に

収入未済額の３，１３７万円余りは、１，０３９人分の滞納額で、前年度と比較し１５７万円余

り減少しております。また、町税の調定額に対する収入率は、９７．７％で、前年度と比較して

０．２％上昇しております。これらの詳細につきましては、資料ナンバー７の決算資料６ページ

から８ページに載せておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。２款から７款につき

ましては、収入済額、記載のとおりでございます。８款の地方交付税の収入済額は、５２億１，

２７９万６，０００円で、前年度と比較致しますと、１億９，２３７万５，０００円の減額とな

っております。また、その歳入に占める割合は、４６．７％です。１０款の分担金及び負担金の

１項、分担金の収入未済額４５０万６，６００円は、農地費分担金及び農林業施設災害復旧費の

事業繰越によるもので、２項、負担金の収入未済額、３１７万６，１００円は保育料等の未納額

です。１１款の使用料及び手数料の収入未済額、１，３９４万６，２６２円のほとんどが町営住

宅使用料等の未納額でございます。その詳細につきましては、資料ナンバー７の決算資料の１０

ページに載せておりますので、後ほどご覧をいただきたいと思います。 

次に、４ページ、５ページをお願い致します。１２款、国庫支出金の収入未済額３億１，７４

６万４，０００円は、社会資本整備総合交付金、社会保障・税番号制度通知カード・個人番号カ
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ード関連事業交付金、保育所等整備交付金、防災行政無線整備事業、臨時福祉給付国庫補助金、

伝統的建造物群保存対策費に関する事業繰越によるものです。１３款、県支出金の収入未済額、

３億６６３万円は、中山間地域所得向上支援対策事業、農業基盤整備促進事業、農地耕作条件整

備事業、農山漁村地域整備交付金、山のみち事業、がけ崩れ防災事業、現年発生補助林業施設災

害復旧費の県補助金に係る事業繰越によるものでございます。１５款寄附金、収入済額、２，１

９７万３，０００円につきましては、大瀬葉タバコ共同乾燥場施設、及びふるさと納税寄附金等

によるものでございます。１８款諸収入の３項、貸付金元利収入の収入未済額１，７１３万８，

１２４円につきましては、住宅新築資金等貸付金と奨学資金の未収分でございます。その詳細に

つきましては、資料ナンバー７の決算資料の１１ページから１２ページに掲載しておりますので、

後ほどご覧をいただいたらと思います。１９款 町債ですが、収入済額８億６，５５５万円で前

年度比７４６万７,０００円の増となっております。収入未済額４億９，２９０万円につきまして

は、民生債、農林水産業債、土木債、消防債で事業繰越によるものでございます。歳入の合計で

ございます。収入済額が１１１億５，５７６万１，９３８円で、前年度比４，５６７万円余り、

率にして０．４％の増加となっております。 

 次に６ページ、７ページをお開きください。歳出に移ります、その主なものを説明させていた

だきます。まず１款の議会費、支出済額は、８，７０５万９，６２１円で前年度と比較し、６８

９万円余りの減になっております。２款の総務費、支出済額は、１０億１，８３１万４，７３５

円で前年度と比較し、１億９，９３４万円余りの減少となっております。総務費の翌年度繰越額

につきましては、御祓分譲住宅地地盤改修工事、及び通知カード・個人番号関連事務事業の事業

繰越によるものでございます。３款の民生費、支出済額は、２６億３，３６４万６，４１７円で

前年度と比較し、１億６，７９３万円余りの増となっております。民生費の翌年度繰越額につき

ましては、臨時福祉給付事業及び保育所整備費の事業繰越によるものでございます。４款の衛生

費、支出済額は、８億４，４８４万３，６３０円で前年度と比較し、２，１９５万円余りの増と

なっております。６款 農林水産業費ですが、支出済額は６億８，２６６万４，１９９円で前年

度と比較し、３，２３９万円余りの減となっております。翌年度繰越額は、農業振興費及び林業

振興費の工事請負費等の事業繰越しによるものです。７款の商工費、支出済額は１億４３８万６，

２４８円で前年度と比較し、５，０６２万円余りの減となっております。８款 土木費、支出済

額は１０億９２８万３，４６２円で前年度と比較し、８，８０１万円余りの増加となっておりま

す。また、繰越額につきましては、道路橋梁新設改良費、河川費及び住宅費の事業繰越によるも

のでございます。９款 消防費、支出済額は９億１，６３１万３，３３９円で前年度と比較し、

４億１，８８１万円余りの増加となっております。繰越額につきましては、防災行政無線整備事

業の事業繰越によるものでございます。 

 次に、８ページ、９ページをお開きください。１０款、教育費、支出済額は１４億６，０２０

万５，６９１円で前年度と比較し、１億６，２１９万円余りの減となっております。繰越額につ

きましては、小学校危険校舎改築事業の事業繰越によるものでございます。１１款 災害復旧費、

支出済額は１億２，８１０万７，２５３円で前年度と比較し、２，００１万円余りの増となって

おります。また、翌年度の繰越額につきましては、農林業施設及び公共土木施設災害復旧工事請

負費等の事業繰越にかかるものでございます。１２款公債費、支出済額は１１億８，６６５万７，
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４８４円で、前年度と比較致しまして、７，１３９万円余りの減となっております。なお、歳出

総額に占める割合は１１．１％でございます。１３款諸支出金の基金費は、６億２，６２７万３，

８９８円で、減債基金、公共施設整備基金、エコロジータウン内子、ふるさと応援基金などに積

み立てを行っております。１４款予備費の支出はございません。そして、一番下の歳出合計の支

出済合計でございますけれども、１０６億９，７７５万５，９７７円で、前年度比、１億８，７

３６万円余り。率にして１．８％の増加となっております。なお、各款の委託料、工事請負費、

補助金等の主なものにつきましては、資料ナンバー７の決算資料の２８ページ以降に載せており

ますので、後ほどご覧をいただいたらと思います。以下１１ページ以降の事項別明細につきまし

ては、説明を省略させていただきまして、この資料の最後の方１６４ページをご覧ください。実

質収支に関する調書です、平成２８年度の一般会計、歳入歳出差引額は、４億５，８００万５，

９６１円、翌年度への繰り越すべき財源は、１億３，４８３万８，０００円で、実質収支額は、

３億２，３１６万７，９６１円になりました。 

続いて、１６６ページの公有財産になりますが、これにつきましては、別の資料で説明を致し

ますので、後ほどにさせていただきまして、１６９ページをご覧ください。出資による権利です。

ご覧のとおり平成２８年度において、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合出資金が２３３万５，

０００円減額となっています 

次に１７０ページをご覧ください。物品の異動でございます。昨年度の決算書まで、消防車輛

を含む車両等及びポンプなど一部物品については数値が更新をされておりましたが、これまで報

告されていない取得価格５０万円以上の重要物品について、例示的に記載されていたもの及び、

重要物品として記載されていないものがあったため、今回重要物品について改めて管理箇所に報

告を求め、昨年度末の現在高として個数を載せております。そのため、昨年度の決算書より区分

が増えております。この決算書に記載致しますのは、取得価格５０万円以上重要物品のみとし、

昨年度の決算書にありました、５０万円に満たないパーソナルコンピューターなどは今回の決算

書から除外をさせていただきました。平成２８年度中の増減高については、表の方をご覧いただ

いたらと思います。 

次に１７１ページをご覧ください。奨学資金の貸付による債権でございます。返済の状況につ

きましては、表の枠外の備考にありますように、２８年度中の貸付額は１，０２９万６，０００

円、返済は６９４万５，０００円で、平成２８年度末の貸付現在高は６，６０４万２，０００円

になっております。 

次に１７２、１７３ページをお開きください。基金の決算です。利息以外に異動があったもの

を主に説明させていただきます。表中左側、２番減債基金は、１，３３８万５，６７９円を将来

の起債返済財源に積み立てております。表中左側の番号３番、地域福祉基金ついては、大洲喜多

地域医療ネットワーク基盤整備事業と、愛媛大学寄付講座に充てるため２，９００万円を繰出し

ております。表中左側の番号４番、土地開発基金つきましては、内子座の用地買収の財源に充て

るため、１，２１５万円を繰出しております。表中左側の番号７番、公共施設整備基金つきまし

ては、債権部分４億４，１８３万７，０００円を預金に変更し、４億４０万円と１億８，５９２

万２，４１４円を合わせて５億８，６３２万２，４１４円を新たに追加し積み立てております。 
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１７３ページの方へ移りまして、表中左側１９番 「エコロジータウン内子」まちづくり基金

は、ふるさと応援寄附金と利息で８２０万円余が増加となっており、ふるさと応援寄附金お礼関

係経費と学校図書購入で３６３万５，０００円の繰出をおこなっております。表中左側の番号２

２番、教育振興基金につきましては、芸術観賞会「打楽器アンサンブルコンサート」の公演委託

料に充てるため、９８万８，０００円を繰出しております。それでは、先ほど申し上げました公

有財産の異動につきまして、資料ナンバー７の決算資料、１１２ページをご覧ください。公有財

産異動一覧表でございます。異動のある主なものを説明させていただきます。まず、左半分の土

地の異動でございます。公共用財産の学校の大瀬小学校の用地として、里道の用途廃止を行い、

１０９㎡の増加となっております。また同じく公共財産のその他の施設で、内子座の土地５２１

㎡が増加をしております。その下の宅地で麓分譲宅地の売却により２０８㎡が減少しており、合

計で４２２㎡の増加となっております。次に、右側の建物です。大瀬小学校の建築により、１，

７２９㎡が増加し、同じ大瀬小学校の旧西校舎解体などで５７６㎡が減少し、合計で１，１５３

㎡の増となっております。以上で一般会計の決算についての説明を終わります。 

次に、議認第６号から第１１号までの各特別会計歳入歳出決算を説明いたしますので、資料ナ

ンバー５をご覧いただいたらと思います。 

２ページ、３ページをお開きください。小田高校寄宿舎特別会計でございます。まず、歳入で

す。１款の寄宿舎事業収入の収入済額、５９３万７０円は、寄宿舎の使用料収入でございます。

その使用料は、１部屋が月２万６，７００円で、利用者は一番多い時で２４名でございました。

３款の諸収入１２９万８，８７０円は、利用者から徴収した各部屋の光熱水費を受け入れたもの

でございます。歳入の合計は、一般会計からの繰入、２５１万２，９９９円を含めて９７４万１，

９３９円です。 

 次に４ページ、５ページをお開き下さい。歳出です。１款の寄宿舎事業費のみで、９７４万１，

９３９円になっております。その内訳は、寮長ほかの人件費等２５４万円余りと、寮生の給食費

５０７万円余り、施設の管理費２１１万円余りです。 

次に１２ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。ご覧のように０となっ

ております。 

 次に、１４、１５ページをお開き下さい。国民健康保険事業特別会計でございます。まず、歳

入です。１款、国民健康保険税、収入済額が４億１，４２７万７，７０４円で、前年度比２，０

９１万円余りの減となっております。また、調定額に対する収入率は、８９．８％で、前年度と

比較し０．２％下がっております。不納欠損額は、３７人分の３２８万５６１円です。収入未済

額は、４，３６８万９，５１１円でございますが、その内容につきましては、資料ナンバー７、

決算資料６０ページに記載しておりますので、後ほどご覧をいただきたいと思います。次に３款

の国庫支出金以下、７款共同事業交付金までは、保険給付費に対するそれぞれの負担率による支

出金、交付金の収入ですので、お目通しをいただきたいと思います。歳入合計は２７億３９８万

４，８８３円で、前年度比で９，４４３万円余り、率にして３．４％の減小となっております。 

 次に１６、１７ページをお開き下さい。歳出です。２款、保険給付費１５億８，３４９万３，

６５２円が主なもので、前年度比４１３万円余りの減少となっております。項の欄に明細がござ

いますが、４項の出産育児諸費２０９万８，４１０円は出産育児一時金の５人分でございます。
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５項の葬祭諸費７８万円は、葬祭費で１人当たり２万円の３９人分でございます。歳出の合計で

ございますが、２６億２，３０８万３，３０８円で、前年度比で４，７７７万円余り、率にして

１．８％の減少となりました。 

 次に４２ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。ご覧のように８，０９

０万１，５７５円です。実質単年度収支につきましては、４，６６１万円余りのマイナスとなり

ました。 

 次に４４、４５ページをお開きください。介護保険事業特別会計です。まず、歳入です。１款

の保険料収入済額は、４億１，０１５万７，５００円で、その保険料を納めておられる第１号被

保険者の数は２８年度末現在で６，４９５人です。また、不納欠損額が７０万８，３００円、収

入未済額は、１，４４６万円余りになっております。その詳細は資料ナンバー７決算資料の７２

ページに載せておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。以下、４款からはそれぞれ

の負担率による収入で、金額は記載のとおりでございます。１０款の繰入金は一般会計からの繰

入金で、３億５，２８１万円余りとなっております。歳入の合計が、２５億４１３万５，７６５

円で、前年度比で９００万円余り、率にして０．４％の増加となっております。 

次に４６、４７ページをお開き下さい。歳出です。主なものは、２款の保険給付費で２２億８，

８５０万８，５２７円になっております。なお、２８年度末の要支援・要介護者数は１，３２５

人、そのうち居宅サービスの利用者が７６６人、施設入所者が３１０人、地域密着が１９５人で

す。認定を受けたがサービスを受けていない方が５４名となっております。歳出の合計につきま

しては、２４億２，０９８万５６７円で、前年度比１，３７９万円余り、率にして０．６％の減

となっております。 

 次に８０ページをご覧ください。実質収支に関する調書です、ご覧のように８，３１５万５，

１９８円です。 

次に８２、８３ページをお開き下さい。介護保険サービス事業特別会計です。まず歳入の、１

款サービス収入は、平成２８年度３月末利用者１６７人、年間２，２２７件のケアプラン作成に

かかる収入９７６万５，１００円です。２款の繰入金は記載の通り一般会計からの繰入金７６８

万７，２２０円で、歳入合計は１，７４５万２，３２０円です。 

 次に８４、８５ページをお開き下さい。歳出です。１款総務費の支出済額は９２９万８，３２

０円で、ほとんどが人件費でございます。２款の事業費は、ケアプランの外部委託等の経費で記

載の通り８１５万４，０００円で、歳出合計は１，７４５万２，３２０円です。 

 次に９２ページをご覧ください。実質収支に関する調書です。ご覧のように０円となっており

ます。 

次に９４、９５ページをお開き下さい。公共下水道事業特別会計です。公共下水道事業特別会

計につきましては、今年度より企業会計に移行しておりますので、平成２９年３月３１日での打

ち切りの決算となっております。平成２８年度の公共下水道事業の状況でございますが、受益戸

数は２，１３４戸、５，１３３人の普及率は３０．１％でございます。水洗化率は、８４．４％

となっております。それでは、まず歳入でございます。１款の分担金、負担金の６６万９，７４

０円は、受益者の負担分です。次に、２款の使用料及び手数料は、６，５２３万４，７６９円で、

収入未済額の６４万８，６１２円は、９４人分です。４款、繰入金の２億９０６万５，０００円
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は、一般会計からの繰入金で、歳入に占める割合は７６％、歳入合計は、２億７，４９７万３，

９３４円です。 

 次に９６、９７ページをご覧下さい。歳出です。主なものは、１款、管理費の８，２９６万３

３２円で、維持管理委託料等でございます。３款の公債費は１億８，１６０万９，７８６円で支

出に占める割合は、６８．６％になっております。そして、歳出合計は、２億６，４５７万１１

８円でございます。 

次に１１０ページをご覧下さい。実質収支に関する調書でございます。打ち切り決算ではござ

いますが、１，０４０万３，８１６円になっており、これは企業会計である下水道事業会計に引

き継ぎをします。 

 次に、１１２、１１３ページをお開き下さい。後期高齢者医療保険事業特別会計でございます。 

７５歳以上の方々を対象とした医療保険制度の創設によるもので、その事務は県下で統一した広

域連合で行われ、町としては、保険料の徴収が主な業務になっております。まず歳入でございま

す。１款の後期高齢者医療保険料でございますが、収入済額は、１億２，７１１万６，１２０円

で、２８年度末の被保険者数は３，８２２人です。収入未済額は５５万２，２６０円です。３款

の繰入金８，９５１万６５１円は一般会計からの繰入れで、歳入の合計は２億２，０３２万５，

６２１円です。 

 次に１１４、１１５ページをお開き下さい。歳出です。その主なものは、２款、後期高齢者医

療広域連合納付金で、２億１，４９２万８，９５２円です。歳出の合計は、２億１，６５７万７，

１２１円です。 

 それでは、最後に１２４ページをご覧ください。実質収支に関する調書です。ご覧のように３

７４万８，５００円となっております。以上で特別会計の方を終わりますが、お手元の方にわが

町の家計簿という資料があると思います。これは、資料ナンバー７の決算資料に加えまして、よ

り具体的に説明する資料として、作成したものでございます。こちらも併せてご覧いただきます

よう、お願い申し上げます。以上で、議認第５号から議認第１号までの平成２８年度の一般会計、

及び特別会計歳入歳出の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご認定賜りますよう、よ

ろしくお願いを致します。 

○議長（山本徹君） 監査委員から審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（山本徹君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君） それでは、ご報告申し上げます。資料８、これをちょっと見て

いただいたらと思います。８のこの真ん中のちょうど真ん中どころだと思いますが、ピンクの表

紙一般会計特別会計決算審査意見書、２９ページですね。そこの中に一番上に総括意見というの

がございます。一応、今の安川管理者が言われたことなども含めて私の方で見て感じたことをこ

こに述べております。２９ページ、総括意見、よろしいでしょうか。 

それでは、平成２８年度における一般会計・特別会計の歳入歳出決算審査は、会計課作成の決

算資料、資料７でございますが、これを中心に内子町監査基準に掲げる行政監査の考えを取り入

れ実施致しました。その結果、各会計の決算書及び関係調書等は、予算並びに関係法令に準拠し
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作成されており、誤りないものと認めます。なお、具体的意見は、次のとおりであります。以下、

参考までに根拠法令を小さな文字で書いておりますので、これは後で見ていただいたらと思いま

す。 

 まず、第１の一般会計予算額に対する不用額についてでありますが、不用額は、歳出予算現額

から支出済額及び翌年度繰越額を控除し、残ったお金で見方によっては、無駄な予算執行と言わ

れている予算の使い切りをおこなっていないことでもあります。大切なことは、不要額発生の要

因であると思うわけであります。良い不要額発生の事例としては、事業の効率的な執行や節約、

それから競争原理を活かした入札による残金、これはつまり入札減少金のことです。予見し難い

ため、万一に備えて余裕を持たせた予算。それから一方、良くない事例としては、予算編成時の

調査・検証不足による過大見積、予算執行上の管理不足、これはつまり日頃のチェック不足とい

うことですね、などなど多様な理由があげられます。従いまして、早めの決算見込みと不要額の

把握に努められ、補正予算での対応、あるいは将来のための基金として活用するなど、限られた

財源の最大限の活用に努められたいと思うわけであります。次に、一般会計工事請負費及び委託

料についてでありますが、（１）競争性、透明性、経済性の確保、多くの業務が驚くほどの外注で

執行されております。これは民間の活性化や事務の効率化にもつながり評価できることでもあり

ます。大切なことは、この財源が税金であることに鑑み、より良いものをよりやすく調達してい

るかで、地方自治法の精神と趣旨がいかに活かされているかであります。調査の結果、競争性、

透明性、経済性を踏まえ、さらには地元業者の受注機会の確保を図る地域要件を考慮した競争入

札、比較見積がおこなわれており、従いまして、適正な予算執行がおこなわれております。ただ、

近年は入札・契約制度も多様化しており、それぞれの制度にメリット、デメリットがあることか

ら、それぞれの事業に見合った最良の方法を検討され、適正な契約執行に努められたいと思うわ

けでございます。そこに一般競争入札、公募型競争入札、指名競争入札、総合評価落札方式入札、

プロポーザル形式の企画競争入札、随意契約、見積もり合わせ、長期継続契約といろいろたくさ

んあります。ただ、私の方でちょっと心配していることは、より安い物を追及しすぎると手抜き

工事やまたあるいは、下請け業者への締め付けとか、結果として建設業全体の健全な発展につな

がらないと思うわけであります。従いまして、発注者は日頃、注意をしていただきたいと思うわ

けでございます。 

 次に、（２）の今後の検討事項でございますが、この決算審査では全体的に適正でありました。

ただ、２つの２点について、より適正な執行のため今後検討をされたらいいと思います。一つは、

公募による競争入札で参加業者が一社のみが、毎年度続く場合、このような場合は、競争原理が

働きません。ですから、業者が三者いるのであれば、指名競争を検討されたらといいということ

であります。次に、二つ目は、三業者以上の見積による随意契約については、指名競争入札での

執行ができないか、これも検討していただきたいことでございます。と申しますのは、町の規則

では三業者おればこれは可能となっておりますので、検討していただきたいということでござい

ます。 

 次に、（３）留意事項でございますが、不正につながりやすい随意契約、あるいは複数年契約と

なる長期継続契約については、法的根拠が重要であります。従いまして、執行伺決裁書類には根

拠となる条項の記載漏れがないよう留意されたい。このためにするんだ。こういうような根拠で
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すよということをきちんと書いてほしいということでございます。ここにいろいろ私の方から地

方自治法施行例の随意契約の出来る内容、それから、長期継続契約出来るような町の規則を条例

をつけております。これは抜粋です。 

 それから（４）工事の現地検査、多くの工事から抽出した工事について、内子町監査基準によ

る工事検査の着眼点を参考に、書類検査と現地検査を実施致しました。着眼点としては、契約と

執行は適正か。設計書どおりに工事が施工されているか。設計、金額、工期、変更理由は適正か

であります。書類検査と現地検査を実施致しましたが、その結果、それぞれの工事とも適正に執

行されておりました。特に変更については、事前に目視できる、また予測できるような場合は、

十分な調査と準備により、今後とも適正な執行に努めていただきたいということでございます。 

 それから次に３の滞納未済・不納欠損についてでありますが、町税（町民税、固定資産税、軽

自動車税）をはじめ、貸付金、負担金、使用料等の全体的なの滞納は、次の滞納額の推移のとお

り、２２年度以降は、減少傾向が継続しており、平成２８年度には、対前年度比で、１３６万円

の減少となっております。これは、昨今の厳しい経済と高齢化の状況を考えますと、職員の皆様

方が長期にわたり日々頑張られた成果であると思うわけであります。また、税務課主導の内子町

債権管理対策会議等による緊密な連携によるものであり、これはとても評価できることでありま

す。徴収事務は自主財源の確保、これは何でも使えますから。公平な負担、行政への信頼につな

がるものであります。今後とも、法令に基づいた適正な滞納減少に努められたい。この審査を通

じまして思うことは、現年度分の徴収を最重点に取り組むことが滞納減少と、債務放棄とも言え

る不納欠損の減少につながり、結果的には徴収事務の軽減にもつながると思うわけであります。

ここに滞納推移をずっと書いております。この滞納推移をみてのとおり、滞納減少に転じた２２

年度から約４，０００万円減少していることが分かります。この減少がいつまで続くかは、定か

ではありませんが、先ほど私が申しました３つの思いで町政に取り組めば、成果はついてくるも

のと思うわけであります。 

 次に４の運用による利子収入についてでありますが、これは見ていただいたら分かりますので、

カットしたいと思いますが、一つだけ、ちょうど下の方に安全確実を旨とした運用ということを

書いておりますが、先ほどの安川管理者の説明の中にも、国債でとか定期貯金とかいろいろあり

ましたが、あくまでもこれは公金で町民のお金ですから、安全確実とした旨とした運用というこ

とで、役場はもうけ主義ではございませんので、そこに十分注意をしていただきたい。それから、

終わりです。終わりに、本町の財政は健全財政であります。健全財政に至るまでは、組織や町民

サービスなどが直接大きく関わることであり、短期間で成し遂げることではないと思うわけでご

ざいます。従いまして、これまでの議会及び理事者の皆様方の地道な改革と改善に取り組まれた

成果であると思うわけであります。今後は過疎化と人口減少、高齢化の振興など、厳しい地域の

現状が続くと思われますが、これまで同様に補助制度の積極的活用、あるいは住民サービスを考

慮した基金の適正な積立と活用によりまして、事業の選択と適時適正な実施に努められ、内子町

のさらなる進展を望み、決算審査報告と致します。 

○議長（山本徹君） 議認第５号から議認第１１号までの平成２８年度各会計歳入歳出決算認定

についての説明と報告が終わりました。これより、質疑に入ります。 

○５番（森永和夫君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 今の代表監査委員のご説明で十分、内子町は健全財政ということの理解

はできたんですけれども、私以前から気になっておるこの総括意見の一番目に不用額について書

かれております。これで私が見る限り、なんかこう不用額がやはり多いのかなと。特に今の説明

聞いて特別会計あたりの不用額が多額に発生をしておりますが、その発生の事例として、よい不

用額の発生の事例か、一方良くない事例というような、見受けられるものはあったのかどうか、

お聞きしたいと思います。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（山本徹君） 片岡安男代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡安男君） 私の方が全体的に適正ということでお話したと思うんですが、

特にこれは確実だなというような。以前はあったかもしれませんが、今回はなかったと思います。 

○議長（山本徹君） 他にありませんか。 

〔「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。 

 それでは、お諮りします。 

 「議認第５号」から「議認１１号」までの決算認定７件は予算決算常任委員会に付託し、開会

中に審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

よって、「議認第５号」から「議認第１１号」の決算認定７件は、予算決算常任委員会に付託し、

開会中に審査することに決定しました。 

 午前中の審議はここまでとし、午後１時２０分から再開します。 

 

午後 ０時２１休憩 

 

午後 １時２０再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１６ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１７ 議認第１２号 平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１６ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」及び「日程第１７ 議認第１２号 平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定

について」以上の２件を一括議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○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〕 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第６５号、平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の処分について

及び、議認第１２号、平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定については、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・ご認定賜りますようお願い

申し上げます。 

○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６５号、平成２８年度内子町水道事業会

計剰余金の処分について。議認第１２号、平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定につきま

しては、関連がございますので、一括して説明をさせていただきます。資料につきましては、「議

案第６５号」は議案資料１の１６ページから、また「議認第１２号」は資料６の決算書となって

おりますので、ご用意をお願い致します。 

議案資料１の１６ページをお開きください。平成２８年度内子町水道事業会計では、利益剰余

金が生じましたので、その処分につきまして議会の議決を求めるものでございます。 

次の１７ページをお開き下さい。水道事業剰余金処分につきましては、地方公営企業法第３２

条２項によりまして、毎事業年度に生じた利益の処分は、前項規定による場合を除く他、条例の

定めるところにより、議会の議決を経て行わなければならないこととなっており、未処分剰余金

６，６１８万３６２円を処分額と致しまして、その処分先でございますが、企業債の償還に充て

る目的の減債積立金に５，６１８万３６２円。欠損金を埋める目的の利益積立金に１，０００万

円を積み立てまして、処分するものでございます。 

次に議認第１２号、平成２８年度内子町水道事業会計決算認定についてご説明を致します。資

料につきましては、別冊資料６でございます。 

２ページをお願い致します。まず収益的収支でございます。1款の事業収益が、４億５，９９

９万４，７８５円で前年度に比べ６９．５２％の増額となっております。１項の営業収益は、２

億７，３１１万９，７９１円で給水収益でございます。２項の営業外収益は、一般会計補助金、

雑収入等で１億８，６８７万４，９９４円となっております。 

次に３ページの支出でございます。１款の水道事業費用におきましては、３億８，４８９万５，

２７９円で前年度と比べ、８０．４６％の増となっております。１項の営業費用におきましては、

３億３，１０６万８，５１７円で、２項の営業外費用は５，３８１万２，４９２円でございます。

収益的収入及び支出が大幅に増加しておりますが、これは、２８年４月１日より行った簡易水道

事業の統合が主な要因でございます。統合によりまして、給水人口は１４，２５４人で前年度に

比べ３，１５３人、２８．４％の増加、給水件数は、６，６３９件と１，８７１件３９．２４％

の増加となりました。 

続いて、４ページをお願い致します。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でござい

ますが、1款の資本的収入におきまして、総額で３億８，３０３万４，２１５円でございます。

対前年度比５１２．２％の増となっております。 

続きまして、５ページの支出でございます。１款資本的支出総額５億２，４７６万６，６５３

円で、対前年度比１３７．３７％の増額となっております。これも簡易水道事業の統合に伴う上
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水道事業第７次拡張事業をはじめとする事業継続によるものが大きな要因となっております。結

果、収入総額から支出総額を差し引きました、１億４，１７３万２，４３８円につきまして、過

年度分損益勘定保留金、減債積立金、当年度消費税等資本的収支調整額で補填しております。詳

細につきましては６ページに記載しておりますので、お目通しをお願い致します。 

続きまして、７ページをお開き下さい。損益計算書です。まず、営業収益でございますが、給

水収益から加入金まで合わせまして、２億５，２９３万８，２６７円でございます。次に、営業

費用でございますが、原水及び浄水費からその他の営業費用まで合計で３億２，４３３万７，５

４３円でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業損出は、７，１３９万９，２

７６円となっております。続きまして、営業外収益は、受取金利息及び配当金から雑収益までの

合計で、１億８，６８７万９，５２３円でございます。営業外費用が４，９２８万５，６１５円

となっており、このことによります経常利益は、６，６１９万４，６３２円となっております。

これに特別利益、特別損失を考慮致しまして、当年度純利益は６，６１０万３６２円となり、平

成２８年度未処分利益剰余金は６，６１８万３６２円となります。この剰余金処分につきまして

は、議案第６５号でご説明致しましたが、内子町水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関す

る条例第２条第１項のとおり、内子町水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業

年度から繰り越した欠損金がある時は、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があると

きは、議会の議決を経て減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

と規定されており、８ページから９ページには、剰余金計算書を、１０ページには、剰余金処分

計算書の案を記載しておりますのでお目通しをお願い致します。 

 １１ページから１３ページには、平成２８年４月１日現在、また、１４ページから１６ページ

には平成２９年３月３１日現在の内子町水道事業貸借対照表を記載しております。２９年３月３

１日現在で、資産及び負債・資本とも合計６４億６，４１３万４，１９５円となっております。 

１７ページ以下には、事業報告などの関連資料を記載しておりますので、お目通しをお願い致

します。 

 以上、簡単ではございますが、議案題６５号、平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の処分

について及び、議認第１２号、平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定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致します。 

○町長（稲本隆壽君） 監査委員から審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（山本徹君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君） それでは、ご報告させていただきます。資料８、先ほど説明し

た資料なんですが、それのおしまいの方なんですが、水色表紙、内子町水道事業会計決算審査意

見書１３ページですが、総括意見のところをご覧いただいたらと思います。よろしいでしょうか。

正岡建設デザイン課長と重複するところはあると思いますが、一応、監査員としての意見として

これからご説明を致します。１の審査の結果でありますが、審査に付された水道事業の決算報告

書、財務諸表、事業報告書及び付属明細書は関係法令に準拠し作成されており、経営成績及び当

年度末現在の財政状態を適正に表示しているものと認めました。また、運営状況につきましても、
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地方公営企業法の経済の発揮、それから公共の福祉増進など同法趣旨に沿って効率的に運営がな

されているものと認めました。なお、意見として次のとおり申し上げます。２の経営状況につい

てでありますが、簡易水道事業との統合後の経営状況であり、これまでにない大きな変化があり

ましたが、経営状況を示す損益計算書では、水道事業の正常な収益力を示す計上利益が６，６１

９万２，０００円となっており、良好であります。当年度末処分利益剰余金６，６１７万８，０

００円については、今後の使途について議会に諮らなければならないことになっておりますが、

先ほどの議会に諮り承認されたところでございます。ちょっとここでご説明しときたいことは、

先ほどの決算書は円単位でございます。監査意見書というのは、これは１，０００円単位にして

おりますので当然、１，０００円単位ですから、小数点以下は全部、四捨五入で処理しておりま

すので合計額が必ずしも一致しないということになりますので、私が見た所では２，０００円程

度くらいちょっと金額の差が出てきております。そういうことです。 

３の財政状態についてでありますが、財政の状態を示す貸借対照表による財政比率は次のとお

りでいずれも問題なく良好であります。固定資産対長期資本比率でございますが、それから重用

比率、それから負債比率ということでございます。 

４の資本的収入及び支出における不足額の取扱いについてでありますが、資本的収入及び支出

では１億４，１７３万８，０００円の先ほど説明がありましたが、不足額が生じております。こ

の不足額は、簡易水道事業との統合が起因するものでありますが、主な補てん財源として内部留

保資金である過年度分損益留保資金、それから減債積立金等を充てるなど適正な補てん処理がお

こなわれております。水道事業っていうのは、現金が出たり、入ったりするようなものではなく

て、帳簿帳の中に残るお金がけっこうあるわけなんです。そういうものは留保金と言うんですが、

そういうものはこういうような建設関係の仕事の時にはですね、足らん時には、有効に使う。と

いうのは、前提が毎年度、収入収支の関係でみましたら、なんぼか利益が出ておりますので、そ

ういう場合には有効に使う方がいいんないかと私は思っております。 

 それから、５の工事請負契約及び業務委託契約についてでありますが、工事請負、委託業務の

契約にあたっては、競争原理を活かした経済性のある適正な入札契約がおこなわれております。 

 ６の今後の経営についてでありますが、今後は平成２８年４月１日付けの簡易水道事業との統

合で施設の更新、耐震化、水道料金など、多くの課題が考えられます。統合の目的である広域的

受益の均衡化、経営の効率化と基盤の強化を図り、安全で安心な水道水の安定供給に一層努めら

れますことを願い、決算審査報告と致します。 

○議長（山本徹君） 議案第６５号及び議認第１２号の説明と報告が終わりました。これより、

質疑に入ります。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。それではお諮りします。議

案第６５号及び議認第１２号の２件は、予算決算常任委員会に付託し、開会中に審査することに

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、「議案第６５号」及び「議認第１２号」の２件は予算決算常任委員会に付託し、開会中

に審査することに決定しました。 

 

日程第１８ 議案第６６号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１８ 議案第６６号 内子町介護保険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６６号、内子町介護保険条例の一部改正につきましては、介護保

険法の一部を改正する法律の施行に伴い、内子町介護保険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、保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いいたします。 

○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） 議案書１の１９ページをお開き下さい。議案第６６号、内子

町介護保険条例の一部改正についてご説明を申し上げます。内子町介護保険条例の一部を改正す

る条例を別紙のように定めることにつき、地方自治法第９６条第 1項第 1号の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。提案理由でございますが、介護保険法の一部を改正する法律

の施行に伴い、内子町介護保険条例の一部を改正するものでございます。議案書１の次のページ、

２０ページをお開き下さい。併せて番号１０、議案説明資料の１ページをお開き下さい。そちら

に新旧対照表を掲載をしております。今回ご提案申し上げる条例の一部改正では、内子町介護保

険条例第１９条中「第 1号被保険者」を「被保険者」に改めるというものございます。この第１

９条は被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要がある時、本人や家族

に対し、文書などの提出や提示を求めても従わない場合、虚偽の答弁をした時などに、１０万円

以下の過料を科すことを規定した条例でございます。これは、介護保険事業の適正な運営、適正

なサービス提供を行うためのものでございまして、介護保険法第２１４条第３項をその根拠とす

るものでございます。今回、同項中「第一号被保険者」が「被保険者」と改正されたことを受け、

内子町介護保険条例第１９条について、同様の改正を行うものでございます。介護保険サービス

は、通常６５歳以上の第一号被保険者の介護度に応じ、サービスを提供致しますが、第二号被保

険者、４０歳から６４歳の方ががんや関節リウマチなど特定疾患によって要介護・要支援状態に

なった場合にも、介護サービスが利用可能でございます。よって、第二号被保険者の妻やその世

帯構成員も同条の対象範囲となる場合があることから、それに対応するため第１９条の一部を改

正するものでございます。また、この改正により、マイナンバー制度における地方税関係情報の

照会の際、第２号被保険者の配偶者や世帯構成員も本人同意が不要となります。現在、過料を課
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すケース、書類の提出を求めるようなケースはございません。以上で、説明を終わります。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。質疑はありませんか。 

 ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 議案第６６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６６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１９ 議案第６７号 内子町営住宅条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１９ 議案第６７号 内子町営住宅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６７号、内子町営住宅条例の一部改正につきましては、公営住宅

法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令、公営住宅法施行規則及び地域におけ

る多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省

令の施行に伴い、内子町営住宅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、建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（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６７号内子町営住宅条例の一部改正につ

いてご説明申し上げます。議案資料１の２１ページから、また議案説明資料１０につきましては、

２ページでございます。よろしくお願い致します。 

それでは、議案書１の２１ページをお願い致します。内子町営住宅の一部改正でございますが、

公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令、公営住宅法施行規則及び地

域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部を改

正する省令の施行に伴い、内子町営住宅条例の一部を改正するものでございます。 

詳しくは、説明資料の１０の２ページでご説明致したいと思います。今回の施行令、省令の改

正は、認知症患者等である公営住宅入居者の収入申告義務の緩和、明け渡し請求の対象となる高

額所得者の収入基準の上書きでございまして、内子町の条例には影響がなく、条例の内容等を改

正するものではございません。施行令や省令の改正に伴い内子町住宅条例の条ずれが発生したこ

とによる改正でございまして、新旧対照表のとおり、第１２条第１項中「第１１条」を「第１２
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条」に改め、第１４条第２項中「第８条」を「第７条」に改め、第３８条及び第３９条中「第１

１条」を「第１２条」に改めるものでございます。以上、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。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６７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６７号」は、産業厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第２０ 議案第６８号 第４２号内子町クリーンセンター１号焼却炉耐火物補修他工事

に係る工事請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第２０ 議案第６８号 第４２号内子町クリーンセンター１号焼却

炉耐火物補修他工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本案につきましては、８月２４日に入札を執行し、仮契約を締結した、

内子町クリーンセンター１号焼却炉耐火物補修他工事に係る工事請負契約につきまして、地方自

治法第９６条第１項第５号並びに、内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきまして

は、環境政策室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。 

○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） それでは、議案第６８号「第４２号 内子町クリーンセンター

１号焼却炉耐火物補修他工事に係る工事請負契約」について説明をさせていただきます。資料に

つきましては、議案書は２３ページでございます。また説明資料につきましては、資料１０の３

ページ、４ページになります。  

議案書２３ページの方で説明させていただきますので、ご覧頂けたらと思います。まず、契約

の目的でございますが、「第４２号内子町クリーンセンター１号焼却炉耐火物補修他工事に係る工

事請負契約」でございまして、契約の方法につきましては、指名競争入札による契約でございま

す。契約金額は７，６１４万円でございまして、契約の相手方は、大阪府大阪市北区堂島１丁目

６番２０号、 荏原環境プラント株式会社西日本支店、支店長、菊池浩之でございます。落札率は、
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９７．６９％。業者の指名条件と致しましては、過去の県内の実績により３社を対象としており

ます。工期につきましては、議会の議決のあった日の翌日から、平成３０年３月３０日までの予

定でございます。  

続きまして、工事概要についてご説明申し上げます。説明資料の、一番最後、４ページをご覧

頂いたらと思います。これは、クリーンセンターの断面配置図でございます。右側がごみの搬入

口で、左側が煙突となっております。中央のところにあります、①茶色の部分、これが１号焼却

炉になり、その上部の②黄色の部分が１号ガス冷却室になります。この２つの部分が工事費の中

で一番ウエイトを占めるものでございます。ともに、内側を覆っております耐火物が耐用年数を

経過し、摩耗が進行しておりますので、打ち替えを行うものであります。工事内容につきまして

は、右下の枠囲み内に記載してございますように、焼却炉につきましては、①耐火煉瓦３，９３

０個、セメント２４．５tにより、１５０㎡の全面打ち替え。ガス冷却室については、②耐火セ

メント２０．５トンを型枠流し込みにより、４５㎡の全面打ち替えを行います。この他、③緑色

の部分ですが、排ガスの温度を下げ、排ガスに含まれる飛灰を集めて、コンベアに送るための「１

号・２号減温塔下部・灰搬出装置」の減速機付モーター２台。④水色の部分ですが、設備内の焼

却灰と飛灰を集め、搬出用の貯留コンテナに運ぶための「コンベヤ駆動機」の動力部分である減

速機付モーター５台。紫色の部分ですが、排ガスに含まれる有害物質を吸着し除去するためのバ

グフィルターの手前において、消石灰等を排ガスに混合させるための輸送配管であります「１号・

２号消石灰・輸送配管」総延長９０ｍにつきましても、それぞれ経年劣化が著しいため、新しい

ものと取り替えるものでございます。以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定賜

りますよう、よろしくお願い致します。 

○議長(山本徹君) これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 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６８号 第４２号内子町クリーンセン

ター１号焼却炉耐火物補修他工事に係る工事請負契約について」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。 

〔賛成議員起立〕 

○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２１ 議案第６９号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

  日程第２２ 議案第７０号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

  日程第２３ 議案第７１号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

  日程第２４ 議案第７２号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 
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  日程第２５ 議案第７３号 平成２９年度内子町下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２１ 議案第６９号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２

号）について」「日程第２２ 議案第７０号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」「日程第２３ 議案第７１号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第１号）について」「日程第２４ 議案第７２号 平成２９年度内子

町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」「日程第２５ 議案第７３号 平成２９

年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について」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６９号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２号）、議案第

７０号、平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案第７１号、平成

２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案第７２号、平成２９年

度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案第７３号、平成２９年度内子町下水道事

業会計補正予算（第１号）について、一括してご説明を致します。補正予算関係資料９をご用意

ください。水色の仕切りでございます。議案第６９号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第

２号）についてご説明致します。 

１ページをご覧下さい。平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２号）は、歳入歳出それぞ

れ１億１，１００万円を増額し、歳入歳出予算の総額を１０３億６，９７０万円とするもので、

前年度の９月補正後予算と比較して８億１，２０９万６，０００円、７．３％の減額となってお

ります。一般会計補正予算（第２号）に充当致します財源は、国県支出金２，２２８万３，００

０円、一般財源８，８７１万７，０００円となっております。まず、主な歳入をご説明致します。 

１１ページをご覧下さい。８款１項１目 地方交付税でございます。普通交付税の額の確定に伴

い、５０１万４，０００円の減額補正を行い、４８億２，４９８万６，０００円としております。

平成２９年度普通交付税の確定額は、４４億９，４９８万６，０００円でございまして、昨年度

と比較して２億２，４４２万８，０００円、４．８％減となっております。 

１３ページをご覧下さい。１９款１項１目 総務債でございます。臨時財政対策債の確定に伴い、

６６２万８，０００円の減額を行い、２億７，３３７万２，０００円としております。 

続きまして、主な歳出をご説明致します。１４ページをご覧下さい。２款１項４目、電算管理

費でございます。社会保障・税番号制度によるマイナンバーカードにかかるシステム改修業務委

託料として６６１万円。 

１５ページをご覧下さい。６款１項３目 農業振興費でございます。農業体験・農家民宿による

インバウンド推進事業に取り組むためのマニュアルや、旅行商品の開発を行うための経費として、

委託料を含む３００万円。愛媛たいき農協が実施する柿選果施設整備に対する補助金等に２，６

９７万６，０００円。６款１項５目 農山漁村活性化対策費でございます。地域連携販売力強化施

設として、うちこフレッシュパークからりの農産物直売所整備にかかる実施設計委託料５００万
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円。６款２項２目 林業振興費でございます。鳥獣被害防止施設及び有害鳥獣捕獲隊支援事業補助

金他に９５１万１，０００円。 

１６ページをご覧下さい。７款１項３目 観光施設費でございます。護国駐車場トイレ及び凧博

物館外トイレの公衆トイレ洋式化及び機能向上を目的に実施する「訪日外国人旅行者受入環境整

備緊急対策事業」など、委託料３５７万５，０００円、工事請負費１，８３４万８，０００円。 

１７ページをご覧下さい。９款１項３目 消防施設費でございます。大瀬４部詰所の解体・改修

工事として１，１６１万円。 

１８ページをご覧下さい。１０款５項３目、自治センター費でございます。南山自治会館新築

工事設計業務委託として５５０万８，０００円。１０款５項５目、伝統的建造物群保存地区保存

対策費でございます。八日市・護国町並保存センター内の公衆トイレを多目的トイレへの改修及

び保存地区の案内看板の更新整備に４３６万４，０００円などを計上しております。 

続きまして、オレンジ色の仕切りでございます。議案第７０号、平成２９年度内子町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）でございます。１ページをご覧下さい。平成２９年度内子

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳出それぞれ３，３９１万９，０００

円を増額し、歳入歳出予算の総額を２７億９，７３６万１，０００円とするもので、前年度の９

月補正後予算と比較して７，３３７万８，０００円、２．６％の減額となっております。平成２

８年度の繰越額の確定に伴う歳入の補正及び、療養給付費等負担金の実績による返還金などの歳

出の補正を行っております。 

続きまして、紫色の仕切りでございます。議案第７１号、平成２９年度内子町後期高齢者医療

保険事業特別会計補正予算（第１号）でございます。１ページをご覧下さい。平成２９年度内子

町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳出それぞれ８７６万円を増額

し、歳入歳出予算の総額を２３億７８万円とするもので、前年度の９月補正後予算と比較して３

５２万６，０００円、１．５％の減額となっております。平成２８年度の繰越額の確定に伴う歳

入の補正及び、保険料軽減特例の見直しに伴う保険料納付金の増・前年度繰越金の確定に伴う納

付金の増などの歳出の補正を行っております。 

続きまして、ピンク色の仕切りでございます。議案第７２号、平成２９年度内子町介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）でございます。１ページをご覧下さい。平成２９年度内子町介護

保険事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳出それぞれ７，３３４万７，０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を２５億９，８３４万７，０００円とするもので、前年度の９月補正後予算

と比較して４，３０３万５，０００円、１．７％の増額となっております。平成２８年度の繰越

額の確定に伴う歳入の補正及び介護保険給付実績に伴う国・県への返還金などの歳出の補正を行

っております。 

最後に、浅黄色の仕切りでございます。議案第７３号、平成２９年度内子町下水道事業会計補

正予算（第１号）でございます。１ページから２ページをご覧下さい。収益的収入及び支出にお

いて、人事異動に伴う職員手当として、５０万円を計上しております。以上で、補正予算の説明

を終わります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長(山本徹君) これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○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６９号」から「議案第７３号」までの５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６９号」から「議案第７３号」までの５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２６ 諮問第３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２６ 諮問第３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３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。人権擁護委員の岡芳雄氏が、平成２９年１２月３１日で任期満了となるため、

北福章弘氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。北福氏は、昭和３１年１０月１０日の

お生まれで、内子町五十崎甲１４２１番地６にお住まいでございます。北福氏は、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てこ

られました。豊かな知識と教養、教育者として優れた人格的資質を持たれており、人権にかかわ

る多様な問題の対応について適任であり、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。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。 

 お諮りします。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。 

「諮問第３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、９月２０日の本会議でお願いしま

す。 

 次の本会議は、９月２０日、午後３時に開会致します。 
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 本日はこれをもって散会致します。 

午後 ２時１７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９月第９２回内子町会定例会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２９年９月 ６日（水） 

○開会年月日   平成２９年９月２０日（水） 

○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 議認第 ５号 平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議認第 ６号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第 ５ 議認第 ７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ６ 議認第 ８号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７ 議認第 ９号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議認第１０号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ９ 議認第１１号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１０ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１１ 議認第１２号 平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１２ 議案第６６号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第６７号 内子町営住宅条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第６９号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１５ 議案第７０号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１６ 議案第７１号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１７ 議案第７２号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第１８ 議案第７３号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１９ 発議第 ２号 地方の道路整備の推進に関する意見書について 

日程第２０ 受理第 １号 給付型奨学金制度改善に関する請願書 

日程第２１ 議員派遣の件 

日程第２２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２３ 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 

 

午後 ３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、１４番、寺岡保議員、１５番、中田厚寬議員を

指名します。 
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  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１２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 議認第 ５号 平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第 ４ 議認第 ６号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第 ５ 議認第 ７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

  日程第 ６ 議認第 ８号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第 ７ 議認第 ９号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

  日程第 ８ 議認第１０号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第 ９ 議認第１１号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議認第５号 平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算の認

定について」から「日程第９ 議認第１１号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」までの７件を一括議題とします。予算決算常任委員長に審査

の経過並びに、結果について報告を求めます。 

久保委員長、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） 久保委員長。 

〔久保美博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９月７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、議認第５号「平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算

の認定について」から、議認第１１号「平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての７件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、審査結果については、議認第５号

から議認第１１号までの７件は「原案のとおり認定すべきもの」とするものでございます。去る

９月１２日、１３日、１４日の３日間の日程で委員会を開催し、平成２８年度各会計の決算につ

いて、「歳入歳出決算書」、「決算資料」、「わが町の家計簿」、および各課で作成された説明資料等

に基づき、「事業執行において、どのような効果があったのか。住民の福祉の向上にどう寄与して

いるのか。」を基本として審査を行いました。審査における経過及び主な質疑等についてご報告を

いたします。 
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まず、一般会計決算からご報告致します。 

総務費関係では、「町職員の心の病による長期休暇が多いと聞くが、ケアはできているのか。」

との質問に対し、「定期的な面談や、短時間勤務の実施などで対応しているが、なかなか職場復帰

につながっていない。」との答弁がありました。「デマンドバスの運行について、委託先の業者よ

り少ししんどいとの声があるが。」との質問に対し、「運転手の確保が難しい状況にある。新規路

線などに影響が出ないよう取り組みたい。」との答弁がありました。「公用車の管理について、改

善策は検討したのか。」との質問に対し、「平成２９年度以降購入の公用車の車検については、入

札を実施する。」との答弁がありましたが、「入札制度を導入すると、落札が目的となり、最低限

の整備になる危険性等もあり、慎重に検討してほしい。」との意見がありました。 

徴税費関係では、「山林などを財産放棄や相続放棄する人に対する対応は。」との質問に対し、

「相続人全員が相続権放棄すると固定資産税は免除されるが、山林の管理義務は残るということ

を説明させてもらっている。」との答弁がありました。「国保税が未納となると、保険証が使えな

くなるのではないか。」との質問に対し、「短期被保険者証を交付し、納税について相談している。」

との答弁がありました。 

農林水産業費関係では、「大田区で実施された新規の物産展はどうだったのか。」との質問に対

し、「初めての取り組みだったが、内子町の名前を知っていただく良い機会となった。」との答弁

がありました。民生費関係では、「福祉関連事業の財源の確保は。」との質問に対し、「恒久的な財

源が必要であるが、必要な施策を実施しながらも、財源の確保に努めたい。」との答弁がありまし

た。「乳幼児の健診を受診させていない保護者への対応は。」との質問に対し、「仕事が忙しいなど

の理由で、受診できていない。電話連絡などを行い、状況は１００％把握できている。」との答弁

がありました。「障害者地域活動支援センターかいとへの通所者に対し、バス代を手当できないか。」

との質問に対し、「検討していきたい。」との答弁がありました。 

小田支所関係では、「笠取山登山口にトイレの設置の考えは。」との質問に対し、「森林管理署と

協議させてほしい。」との答弁がありました。土木費関係については、「龍王球場の利用について、

硬式野球は使えないが、せめてリトルリーグが使えるよう見直しをしてほしい。」との意見や、「龍

王公園について、魅力あふれる場所となるようしっかり管理してほしい。」との意見がありました。

また、「公共工事の元請け業者に対し、下請け企業の適正な法定福利費の負担について調査してい

るのか。」との質問に対し、「下請け業者の保護のため調査を行いたい。」との答弁がありました。 

 商工費関係では、「『えひめいやしの南予博２０１６』の成果は。」との質問に対し、「全体の経

済効果は８９億２，７１５万円、集客が２０２万３，２８０人で、内子町には２１万９，２３６

人が訪れた。これからの観光振興につなげていきたい。」との答弁がありました。「凧博物館の年

間を通しての集客について。」との質問に対し、「他施設との連携や交流で、活動に広がりを持た

せたい。」との答弁がありました。 

 衛生費関係では、「野焼きをする人をまだ見かけるが、収集指定ごみ袋が高いのが理由の一つで

はないか。」との質問に対し、「利用者負担の原則からお願いしている。ごみの分別化をして、減

量に努めていただきたい。」との答弁がありました。「最終処分場周辺の土壌分析検査料などは、

事業者負担を求めるべきではないか。」との質問に対し、「検討していきたい。」との答弁がありま

した。 
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 教育費関係では、「生活支援員の配置基準は。」との質問に対し、「発達支援教育相談員の意見や

学校の要望などを聞き、総合的に判断している。」との回答がありました。「もうすぐ国体が開催

されるが、ボランティアは足りているのか。」との質問に対し、「ライフル射撃、ゴルフ競技で１

３５名の方が参加予定であり、十分足りている。また、大洲農業高校生もボランティアとして参

加する予定である。」との答弁がありました。６つの特別会計については、福祉や社会生活など住

民サービスに直結する事業であり、今後も健全な運営を続けていただきたいと思います。 

公共下水道事業特別会計では、「打ち切り決算のため、不用額が多い。」との報告がありました。

また、介護保険事業特別会計では「高齢者の在宅介護の家族を支援するために、在宅介護手当を

検討してほしい。」との意見がありました。以上、審査状況について報告を致しました。 

採決の結果、平成２８年度における各会計決算は、予算の議決目的及び施策に基づき、執行さ

れていると認められ、よって議認第５号から議認第１１号は、原案のとおり認定すべきものと決

定致しました。それぞれの事業において、各担当課長より説明を受け、議決した予算に対し、そ

の執行状況の適否を確認することができました。厳しい財政状況ではありますが、今後において

も健全な財政運営をお願いするものであります。なお、今回の審査において各委員から出された

意見、要望等については十分検討の上、今後の町政運営に反映させていただきたいことを申し添

え、委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

久保委員長、席にお戻り下さい。 

 「議認第５号」から「議認第１１号」まで７件は一括して討論、採決をおこないたいと思いま

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、議認第５号から議認第１１号までの７件は一括して討論、採決をおこなうことに決定

しました。討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。議認第５号から議認第１１号に対する委員長報告は、認定とするもので

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、議認第５号から議認第１１号までの決算認定７件は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

  日程第１０ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１１ 議認第１２号 平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１０ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」及び「日程第１１ 議認第１２号 平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定
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について」以上の２件を一括議題とします。予算決算常任委員長に審査の経過並びに結果につい

て報告を求めます。久保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） 久保委員長。 

〔久保美博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９月７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議案第６５号「平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」、議認第１２号「平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定について」、の２議

案の審査結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第６５号、及び議認第１２号は

「原案のとおり可決及び認定すべきもの」とするものでございます。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６５号「平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づき、

剰余金の処分については「議会の議決を得るもの」とされています。水道事業で生じた利益剰余

金は、６，６１８万３６２円です。減債積立金に５，６１８万３６２円を積立し、企業債の償還

に備えるものです。また、残りの１，０００万円を将来の欠損金を埋めるための積立として利益

積立金に積み立てるものであります。いずれも、法に基づいた適切な処分であると判断致しまし

た。採決の結果、議案第６５号は、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

議認第１２号、平成２８年度水道事業会計決算については、予算議決のとおり、いずれも適正

に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、特に問題はなく、採決の結果、

原案のとおり認定すべきものと決定を致しました。今後、より一層の企業努力を期待して、委員

長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

久保委員長、席にお戻り下さい。 

 討論・採決は一件ずつおこないます。議案第６５号、平成２８年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について、討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。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。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、議案第６５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議認第１２号、平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定について、討論をおこない

ます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

採決をおこないます。本案に対する委員長報告は認定するものです。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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〔賛成議員起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、議認第１２号は委員長報告のとおり認定されました。 

 

日程第１２ 議案第６６号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 議案第６６号 内子町介護保険条例の一部改正について」を

議題とします。審査経過並びに結果について、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） それではご報告申し上げます。去る９月７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６６号「内子町介護保険条例の一

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ます。審査結果については、議案第６６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、説明を受けた内容及び、質疑等につ

いてご報告を致します。今回の改正は、介護保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、内子町

介護保険条例の一部を改正するものです。委員から、「今までは、第２号被保険者の配偶者及び世

帯に属するものには、このような事例があっても、過料に処することはできなかった、という解

釈で良いのか。」との質疑に対し、「その通りである。」との答弁がありました。採決の結果、議案

第６６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

申し上げます。委員長報告を終わります。よろしくお願いを致します。 

○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６６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６６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６６号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１３ 議案第６７号 内子町営住宅条例の一部改正について 
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○議長（山本徹君） 「日程第１３ 議案第６７号 内子町営住宅条例の一部改正について」を

議題とします。審査経過並びに結果について、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） それでは、議案第６７号、ご報告を申し上げます。去

る９月７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６７号「内子

町営住宅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ます。審査結果については、議案第６７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。今回の改正は、公営住宅法施行令及び住宅地区改良

法施行令の一部を改正する政令、公営住宅法施行規則及び地域における多様な需要に応じた公的

賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、内子町営

住宅条例の一部を改正するものです。委員から、「引き続き居住を希望する者が、暴力団員または

規則で定めたものである時は承認をしてはならないとあるが、今までにそういう事例があるのか」

との質疑に対し、「現在までそういう事例はない。」との答弁がありました。採決の結果、議案第

６７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。よろしくお願いを致します。 

○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６７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６７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６７号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第６９号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１５ 議案第７０号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１６ 議案第７１号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 
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日程第１７ 議案第７２号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１８ 議案第７３号 平成２９年度内子町下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１４ 議案第６９号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第

２号）について」から「日程第１８ 議案第７３号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予

算（第１号）について」までの５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） 久保委員長。 

〔久保美博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９月７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５件の補正予算について、９月１１日に全委員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。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５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６９号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２号）につきましては、１億１，１

００万円を増額し、歳入歳出予算を１０３億６，９７０万円とするものです。一般会計補正予算

（第２号）に充当する財源は、国県支出金２，２２８万３，０００円、一般財源８，８７１万７，

０００円となっています。主な歳入については、地方交付税ですが、普通交付税の額の確定に伴

い、５０１万４，０００円の減額補正を行い、４８億２,４９８万６，０００円となっています。

総務債ですが、臨時財政対策債の確定に伴い、６６２万８，０００円の減額を行い、２億７，３

３７万２，０００円となっています。繰越金について、委員から、「決算で生じた実質収支額を、

繰越金として全額補正すべきではないか。」との意見や、また、「厳しい財政状況はわかるが、必

要なものに対しては町民のために使ってほしい。」との意見に対し、「選択と集中をしながら、健

全財政を維持している。繰越金は年度内に全額補正を行うが、予算の組み方については、今後検

討させてほしい。」との答弁がありました。主な歳出予算ですが、６款農業振興費においては、農

業体験・農家民宿によるインバウンド推進事業に取り組むためのマニュアルや、旅行商品の開発

を行うための経費として、委託料を含む３００万円が計上されています。委員から、「台湾に限ら

ず、外国人観光客の誘致を積極的に進めてほしい。」との意見に対し、「今回実際に農業体験や農

家民泊をしてもらい、旅行の商品化を進めていく中で、将来的には様々な国からの観光客に対応

していきたい。」との答弁がありました。観光分野とも連携をとりながら、インバウンドの推進を

期待するものであります。７款観光施設費においては、護国駐車場トイレ及び凧博物館外トイレ

の公衆トイレ洋式化及び機能向上を目的に実施する「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事

業」が計上されています。委員から、「ウォッシュレットつきの便座へ何基変わるのか。」との質

問に対し、「改修後、１１基設置予定である。」との答弁がありました。獅子越荘宿泊棟エアコン

設置工事請負費として、５３３万円が計上されています。委員から、「ペレットボイラーは検討し

なかったのか。」との質問に対し、「設置費用と暖房効率や性能などを判断してエアコンになった。
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今後は、食堂などにペレットストーブの設置も検討していきたい。」との答弁がありました。１０

款教育諸費においては、内子中学校の空調設置工事設計業務委託費として、１６２万円が計上さ

れています。委員から、「学校のエアコンの設置計画はどうなっているのか。」との質問に対し、

「財政状況などから、１年に１校ずつを考えている。」との答弁がありました。委員から、「だれ

もが納得できる評価で、順番を決めてほしい。」との意見や、また、「現在は子どもたちにとって、

厳しい気候条件である。もっとスピード感を持って取り組んでほしい」との意見があり、「公平性、

平等性を持って優先順位を決めたい。教室の気象データもとりながら、エアコン設置を進めてい

きたい。」との答弁がありました。小・中学校のエアコン設置は、保護者からも健康管理を心配す

る声が上がっており、早急な対策を求めます。その他、総務費や民生費、土木費、消防費などの

予算についても多くの質疑がなされました。採決の結果、議案第６９号、平成２９年度内子町一

般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

次に、特別会計４件についてですが、議案第７０号、平成２９年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳出それぞれ３，３９１万９，０００円を増額

し、総額を２７億９，７３６万１，０００円とするものです。これは、平成２８年度の繰越金の

確定によるもので、給付費等の精算による返還金８２１万５，０００円、また予備費に２，５４

１万４，０００円を計上しています。予備費について質疑がなされ、採決の結果、全会一致で可

決すべきものと決定致しました。 

次に、議案第７１号、平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、歳入歳出それぞれ８７６万円を増額し、２億３，０７８万円とするものです。

今回の補正予算は、平成２８年度の繰越金の確定による歳入の補正及び、保険税軽減特例の見直

しに伴う保険料納付金の増などの歳出の補正です。特に質疑はなく、採決の結果、全会一致で可

決すべきものと決定致しました。 

次に、議案第７２号、平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入歳出それぞれ７，３３４万７，０００円を増額し、２５億９，８３４万７，０００

円とするものです。これは、平成２８年度の繰越金の確定によるもので、介護給付費等の精算に

よる国等への償還金２，６５９万６，０００円、また給付額の予測ができないため、予備費に４，

６４６万１，０００円を計上しています。特に質疑はなく、採決の結果全会一致で可決すべきも

のと決定致しました。 

最後に、議案第７３号、平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）につきまして

は、収益的収入及び支出において、人事異動に伴う職員手当とし、５０万円を計上しています。

打ち切り決算について質疑がなされ、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定致しました。

以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 委員長報告に対する質疑を省略します。 

 久保委員長、席にお戻り下さい。 

討論、採決は議案ごとにおこないます。まず、議案第６９号 平成２９年度内子町一般会計補

正予算（第２号）についての討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 
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 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６９号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第７０号、平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いての討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり、決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、議案第７０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第７１号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１

号）について」の討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり、決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第７１号」は、委員長報告のとおり、可決されました。 

 続いて、「議案第７２号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」の討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり、決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第７２号」は委員長報告のとおり可決されました。 

最後に「議案第７３号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について」の

討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり、決定する

ことに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成議員起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第７３号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 発議第３号 地方の道路整備の推進に関する意見書について 

○議長（山本徹君） 「日程第１９ 発議第３号 地方の道路整備の推進に関する意見書につい

て」を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。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） それでは発議第３号、地方の道路整備の推進に関する

意見書。地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、

総務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第

14条第３項の規定により、提出する。平成２９年９月２０日提出。提出者、内子町議会産業建設

厚生常任委員会、委員長、寺岡保。（提出の理由）当町の道路整備を推進するため、国の道路関係

予算全体の拡大を図るとともに、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の補

助率等の嵩上げ措置について、平成３０年度以降も現行制度を継続することに加え、更なる補助

制度の拡充を強く要望し、政府に対し意見書を提出するものであります。 

 次に意見書を朗読致します。 

地方の道路整備の推進に関する意見書。 

地域経済活性化と地域住民の安心・安全を確保するために、地方の道路整備は基本的かつ重要

な社会資本整備のひとつである。 

 しかし、本町における道路整備の状況は、山間地に位置する地域的特性もあって進んでおらず、

町民からも早期に道路整備を熱望する声が多く寄せられている。 

これら多くの声は、道路整備の促進が、都市との交流人口や商業圏域の拡大、地場産業の維持

発展など、地域経済活性化に必要不可欠な要素であることはもちろん、通勤・通学・通院・買い

物等、町民の日常の暮らしを豊かにできることを示すものである。 

また、高齢化が進む当町にとって、一分一秒を争う救急医療体制の拡充や、近い将来想定され

る南海トラフ地震等の大規模災害に対する減災・防災対策など、道路整備の遅滞が町民のいのち

に関わる重要な課題となっている。 

厳しい財政状況のなか、これらの課題を解決し町民の要望を実現するためには、既存の道路を

活用しながら、暮らしに密着した道路整備を着実に進める必要がある。そのためには、どうして

も国の予算の総額確保及び愛媛県そして当町への重点配分が不可欠である。 

国では「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（以下「道路財特法」）の規

定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等の嵩上げを実施し、道路整備に対し格別の配

慮がなされている。しかしながら、嵩上げは平成 29年度までの時限措置であり、来年度以降の補
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助率等の実質的な低減は、迅速かつ着実な道路整備の停滞を招き、町民の暮らしに大きな影響を

与えることが懸念されるところである。 

 よって、国におかれては、当町の道路整備を引き続き強力に推進するため、補正予算の編成な

ども含め、道路関係予算全体の拡大を図るとともに、「道路財特法」の補助率等の嵩上げ措置につ

いて、平成３０年度以降も現行制度を継続することに加え、必要な道路整備の推進が図られるよ

う、更なる補助制度の拡充を強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２９年９月２０日。 

愛媛県内子町議会。 

 以上です。よろしくお願いを致します。 

○議長（山本徹君） 質疑討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

 寺岡委員長、席にお戻り下さい。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決することに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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２０ 受理第１号 給付型奨学金制度改善に関する請願書 

○議長（山本徹君） 「日程第２０ 請願受理第 1号 給付型奨学金制度改善に関する請願書」

を議題とします。請願の内容については、配布しております、請願書の写しのとおりであります。

お諮りします。この請願については、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とする

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、請願受理第１号は総務文教常任委員会に付託して閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

 

  日程第２１ 議員派遣の件 

○議長（山本徹君） 「日程第２１ 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２２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 
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○議長（山本徹君） 「日程第２２ 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。 

従って、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２３ 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。 

○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） 平成２９年９月内子町議会定例会が閉会されるにあたり、ご挨拶を申し

上げます。議員の皆様方におかれましては大変ご多忙の折、本定例会にご出席を賜り、各議案に

おいて認定、可決、ご同意をいただきまして、まことにありがとうございました。その趣旨、目

的に沿って適切に執行して参る所存でございます。審議の中でそれぞれの議員の皆様から出され

ましたご意見等につきましては、ご理解を賜らなければならないものもありましたが、今後の執

行の中で精査し、活かしていくべきものについては活かして行きたいと考えているところでござ

います。さて、先般９月１７日には大型の強い台風１８号の関係で本庁も災害対策本部を設置し、

その対応にあたりました。上川、中川地区、２０３世帯の皆さんには避難勧告がおこないました。

幸いにも町全体には人的被害はございませんでした。一方で麓側周辺、中山川周辺においては道

路、農地、施設等の被害が多く発生しております。地元から連絡を受けただけでも１００件を越

える大きな被害の状況でございます。中でも県道坊屋敷小田線、これは池田地区でございます。

町道宮成線、論田地区でございますが、この路線につきましては崩落により通行止めになってい



平成２９年 9 月第 92 回内子町議会定例会 

- 113 - 

る状態でございます。農作物等につきましては冠水した水田が若干あったり、栗等の落下があり

ましたが、現在のところ、その影響は低いものと推定しているところでございます。現在、被害

全体について調査中ではございますが、今後災害復旧については、国の査定、事業費の確定作業

等々、国、県との協議をおこないながら普及に向けて早急な対応をしていかなければなりません。

少しでも早い復旧を目指して、スピード感を持って執行して参りたいと考えているところでござ

います。今、私達は６４年ぶりに開催されているえひめ国体、そして台風１８号災害復旧への対

応、そして内子座や各地域でおこなわれる秋のさまざまなイベント等への協力、応援、対応など

業務が山積しているところでございます。全職員が力を合わせてやってまいりますので各議員の

皆様のご理解の上、ご支援、ご協力をいただきますよう、お願いを申し上げ、ご挨拶と致します。

長い間、本議会、本当にありがとうございました。 

 ○議長（山本徹君） 以上をもって、平成２９年９月第９２回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ３時５４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９２回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

 

１ 議員提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

発議 

３ 
地方の道路整備の推進に関する意見書について 

平成 

29.9.20 

平成 

29.9.20 
原案可決 

 

２ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

４ 

株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を

説明する書類の提出について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
受理 

報告 

５ 

小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類

の提出について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
受理 

報告 

６ 

公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明

する書類の提出について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
受理 

報告 

７ 
健全化判断比率の報告について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
受理 

報告 

８ 
資金不足比率の報告について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
受理 

報告 

９ 

内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につい

て 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
受理 

議認 

５ 

平成２８年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 

議認 

６ 

平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 

議認 

７ 

平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 

議認 

８ 

平成２８年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 

議認 

９ 

平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 
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議認 

１０ 

平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 

議認 

１１ 

平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 

議案 

６５ 

平成２８年度内子町水道事業会計剰余金の処分につ

いて 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

議認 

１２ 

平成２８年度内子町水道事業会計決算の認定につい

て 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
認定 

議案 

６６ 
内子町介護保険条例の一部改正について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

議案 

６７ 
内子町営住宅条例の一部改正について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

議案 

６８ 

第４２号内子町クリーンセンター１号焼却炉耐火物

補修他工事に係る工事請負契約について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
原案可決 

議案 

６９ 

平成２９年度内子町一般会計補正予算（第２号）に

ついて 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

議案 

７０ 

平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

議案 

７１ 

平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第１号）について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

議案 

７２ 

平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

議案 

７３ 

平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第１

号）について 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 
原案可決 

諮問 

３ 

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 

29.9.6 

平成 

29.9.7 
原案可決 

 

３ 請願、陳情 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

１ 
給付型奨学金制度改善に関する請願書 

平成 

29.9.6 

平成 

29.9.20 

閉会中

継続審査 
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議員提出議案 

発議第３号 

地方の道路整備の推進に関する意見書 

地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大

臣、国土交通大臣、内閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４条

第３項の規定により、提出する。 

平成２９年９月２０日提出 

提出者 内子町議会 産業建設厚生常任委員会 

委員長 寺岡 保 

 

（提出の理由） 

当町の道路整備を推進するため、国の道路関係予算全体の拡大を図るとともに、「道路整備事業に

係る国の財政上の特別措置に関する法律」の補助率等の嵩上げ措置について、平成３０年度以降

も現行制度を継続することに加え、更なる補助制度の拡充を強く要望し、政府に対し意見書を提

出するものである。 

 

 

（別紙） 

地方の道路整備の推進に関する意見書 

 地域経済活性化と地域住民の安心・安全を確保するために、地方の道路整備は基本的かつ重要

な社会資本整備のひとつである。 

 しかし、本町における道路整備の状況は、山間地に位置する地域的特性もあって進んでおらず、

町民からも早期に道路整備を熱望する声が多く寄せられている。 

これら多くの声は、道路整備の促進が、都市との交流人口や商業圏域の拡大、地場産業の維持発

展など、地域経済活性化に必要不可欠な要素であることはもちろん、通勤・通学・通院・買い物

等、町民の日常の暮らしを豊かにできることを示すものである。 

また、高齢化が進む当町にとって、一分一秒を争う救急医療体制の拡充や、近い将来想定される

南海トラフ地震等の大規模災害に対する減災・防災対策など、道路整備の遅滞が町民のいのちに

関わる重要な課題となっている。 

厳しい財政状況のなか、これらの課題を解決し町民の要望を実現するためには、既存の道路を活

用しながら、暮らしに密着した道路整備を着実に進める必要がある。そのためには、どうしても

国の予算の総額確保及び愛媛県そして当町への重点配分が不可欠である。 

国では「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（以下「道路財特法」）の規定

により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等の嵩上げを実施し、道路整備に対し格別の配慮

がなされている。しかしながら、嵩上げは平成２９年度までの時限措置であり、来年度以降の補

助率等の実質的な低減は、迅速かつ着実な道路整備の停滞を招き、町民の暮らしに大きな影響を

与えることが懸念されるところである。 

 よって、国におかれては、当町の道路整備を引き続き強力に推進するため、補正予算の編成な
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ども含め、道路関係予算全体の拡大を図るとともに、「道路財特法」の補助率等の嵩上げ措置につ

いて、平成３０年度以降も現行制度を継続することに加え、必要な道路整備の推進が図られるよ

う、更なる補助制度の拡充を強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２９年９月２０日 

 

                           愛媛県内子町議会 

 


