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平成２５年１２月第６８回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２５年１２月１９日（木） 

○開会年月日   平成２５年１２月１９日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１４名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番  菊 地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

８番  山 上 芳 子 君         ９番  才 野 俊 夫 君 

１０番  下 野 安 彦 君        １１番  林     博 君 

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

１４番  中 田 厚 寬 君        １５番  宮 岡 德 男 君 

 

 

○欠席議員   ７番  池 田 洋 助 君 

 

○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 隆 壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  西 澤 美 男 君     住 民 課 長  三根生 憲 一 君 

税 務 課 長  山 上 幸 久 君     保健福祉課長  鉾 岩 洋 子 君 

会計管理者  宮 野 照 三 君     建設デザイン課長  橋 本 健 一 君 

町並・地域振興課長  小野植 正 久 君     産業振興課長  久 保 義 雄 君 

小田支所長  土 居 好 弘 君     環境政策室長  大 森 豊 茂 君 

政策調整班長  安 川   徹 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

地域医療・健康増進センター長  曽根岡 伸 也 君     危機管理班長  亀 岡   弘 君 

教育委員会委員長  城 戸   彰 君     教 育 長  亀 岡 忠 重 君 

学校教育課長  片 山 哲 也 君     自治・学習課長  井 上 淳 一 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君 

農業委員会会長  宮 田 久 男 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  水 本   隆 君 

 

○議事日程（第１０号） 

平成２５年１２月１９日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
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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 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 平成２５年度定例監査の結果に関する報告 

日程第 ６ 一般質問 

日程第 ７ 予算決算特別委員会の設置について 

日程第 ８ 委員長報告 総務常任委員会付託のもの 

日程第 ９ 議認第 ６号 平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について（総

務常任委員会付託） 

日程第１０ 議認第 ７号 平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について（総務常任委員会付託） 

日程第１１ 議認第 ８号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１２ 議認第 ９号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１３ 議認第１０号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１４ 議認第１１号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１５ 議認第１２号 平成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について（総務常任委員会付託） 

日程第１６ 議認第１３号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１７ 議認第１４号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１８ 報告第１１号 専決処分の報告について 

日程第１９ 議認第１６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の

承認を求めることについて 

日程第２０ 議認第１７号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の

承認を求めることについて 

日程第２１ 議案第７６号 内子町自家用有償旅客運送条例の制定について 

日程第２２ 議案第７７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の制定について 

日程第２３ 議案第７８号 内子町有代替旅客自動車運営審議会条例の制定について 

日程第２４ 議案第７９号 内子町税条例の一部改正について 

日程第２５ 議案第８０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第２６ 議案第８１号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 
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日程第２７ 議案第８２号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第２８ 議案第８３号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正について 

日程第２９ 議案第８４号 内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制定について 

日程第３０ 議案第８５号 内子町いかざき小田川はらっぱ基金条例の一部改正について 

日程第３１ 議案第８６号 内子町いかざき小田川はらっば基金運営協議会条例の一部改正

について 

日程第３２ 議案第８７号 内子町教育振興基金条例の制定について 

日程第３３ 議案第８８号 内子町社会教育委員設置条例の一部改正について 

日程第３４ 議案第８９号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更

及び規約の変更について 

日程第３５ 議案第９０号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分に関する協議に

ついて 

日程第３６ 議案第９１号 愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び組合規約の変更について 

日程第３７ 議案第９２号 愛媛県市町総合事務組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分

について 

日程第３８ 議案第９３号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体から脱退に伴

う財産処分について 

日程第３９ 議案第９４号 第５１号 小田小・中学校校舎改築工事に係る工事変更請負契約

について 

日程第４０ 議案第９５号 第１０１号 Ｈ２４年災 林道面谷線災害復旧工事に係る工事変

更請負契約について 

日程第４１ 議案第９６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第４２ 議案第９７号 平成２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第４３ 議案第９８号 平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（１号）につい

て 

日程第４４ 議案第９９号 平成２５年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第４５ 議案第 100号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第４６ 議案第 101号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第４７ 議案第 102号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第４８ 議案第 103号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第４９ 議案第 104号 内子町教育委員会委員の任命について 

日程第５０ 諮問第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第５１ 議第４号議案 内子町議会会議規則の一部改正について 

日程第５２ 受理第 ５号 ＴＰＰ交渉からの撤退を求める請願書 



平成２５年１２月第６８回内子町議会定例会 

4 

 

日程第５３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第５４ 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２０まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（下野安彦君） 只今、出席議員１４名であります。欠席届が池田洋助議員から提出され

ております。 

只今から、平成２５年１２月 第６８回内子町議会定例会を開会します。 

ただちに、本日の会議を開きます。なお、本定例会には、地方自治法第１２１条の規定により、

町長、教育委員会の委員長、代表監査委員及び農業委員会の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、教育長及び各課長・班長等の１８名であり

ます。

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（下野安彦君） 「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番山崎正史議員、

１３番寺岡 保議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（下野安彦君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち、会期決定の件を

議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月２５日までの７日間とし、会議時間は議事終了時としたい

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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から１２月２５日までの７日間とし、閉会の時刻は、議事終了時とす

ることに決定致しました。 

 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（下野安彦君） 「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、印刷して、お手元に配布しているとおりであります。ご覧頂いてい

ると思いますからご了承下さい。 
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 これをもって議長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（下野安彦君） これより「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を受けることにしま

す。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 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２５年１２月内子町議会定例会を招集致しましたとこ

ろ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、誠にありがとうご

ざいます。本定例会に、町長として提出致します案件は、条例の制定・一部改正１３件、補正予

算５件、工事請負契約の変更２件、人事案件４件、その他９件の合計３３件でございます。それ

ぞれの案件につきましては、その都度ご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。さて、今年も残すところあとわずかで、年の瀬を迎えようと

しております。私も今年２月の町長選挙で２期目の町政を託され、早くも１年が終わろうとして

おります。この間、豊島区をはじめとする都市との人的交流を通して各方面との経済的なパイプ、

ネットワークを拡充し、農林業や商工業などの地域産業に経済力を付けるための取り組みを順次

進めて参りました。また、学校施設の耐震化や小田地区の幼稚園、小・中学校の統合校舎等の整

備、防災計画の策定や防災訓練など、安全・安心のまちづくりへの取り組み、少子高齢化集落対

策の一つとして、デマンドバスをはじめとする元気な高齢化集落を支援するための取り組みなど

進めてきたところでございます。まだまだ、これらの対策を充実するための手立てをさらに精力

的に進めなければならないと考えているところでございます。師走の慌ただしい日々を迎えまし

たが、政治経済の動向等に目を配りながら、今年度の事業執行や課題などを整理すると共に、新

年度予算編成に向けて取り組んで参りたいと存じておるところでございます。それでは、当面致

しております事務事業等についてご報告を申し上げ、ご理解をいただきたいと思います。ご報告

致します内容は、台風１７号･２７号の被害状況等について、直売所甲子園２０１３決勝大会での

「内子フレッシュパークからり」の準優勝受賞について、防災訓練等安全安心の取り組みについ

て、五十崎地区のデマンドバス新規路線運行等についてでございます。 

それでは、最初に台風１７号・２７号の災害状況等についてご報告を致します。本年度は９月

以降に台風が多発し、内子町では、９月３日から４日の台風第１７号並びに１０月２４日から２

５日の台風第２７号の２つの台風の影響を受け、町内各地で多くの被害が発生致しました。幸い

にも人的被害や家屋被害はありませんでしたが、公共土木施設や農林土木施設、農地などで多大

な被害が発生致しました。被害状況につきましては、台風第１７号では町道・河川等の公共土木

施設で２３箇所３，１２０万円、農地・農業用施設及び林道等の農林土木施設で２６箇所４，５

９０万円の被害が発生致しました。また、台風第２７号では公共土木施設で１４箇所１，４３０

万円、農林土木施設で２７箇所５，１７０万円の被害が発生致しました。これらの他に河川公園

施設でも河原洗掘被害等が発生しております。この２つの台風による町全体の被害箇所数は９２
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箇所、被害総額は約１億４，５００万円となっております。このうち、補助対象となりうる災害、

公共土木施設１２箇所、農林土木施設３４箇所につきまして、測量設計等の業務委託費を専決処

分による補正予算により採択の準備を進めているところでございます。また、復旧に向けて必要

となる予算措置は本定例会に計上致しておりますので、よろしくご決定賜りますようお願い致し

ます。年末まで国の災害査定で事業決定を受け、本格的な復旧は年明け以降となる見込みですが、

整備の整ったものから順次発注を行い、早期復旧に努めたいと考えておるところでございます。 

 次に、直売所甲子園２０１３の決勝大会での「内子フレッシュパークからり」の準優勝受賞 に

ついてでございますが、直売所甲子園とは、平成２１年より隔年で開催される全国直売所研究会

主催の直売所のコンテストで、直売所の地域における役割と機能を専門家による審査と決勝大会

での活動発表を通じて直売所日本一を決定するものでございます。第３回となる本年の大会は、

全国から４９の直売所がエントリーする中、内子フレッシュパークは、地元大学の第一次審査 、

専門家による第二次審査を突破し、東京での決勝大会に進出致しました。決勝大会では、今大会

のテーマである「直売所で農業・農村がどのように変わったか」について発表を行い、内子フレ

ッシュパークからりは、惜しくも優勝は逃したものの準優勝を受賞致しました。現在、全国には

1万６，０００以上の直売所があり、年々、増加しております。内子フレッシュパークからりは、

開設から１６年を経て、農業生産では不利な中山間地農業を支えるとともに女性の経済的・社会

的自立や高齢者の生き甲斐づくりに寄与しております。直売所の販売額４億２，０００万円は、

内子町の林業を除く農業総生産額の１６％に達し、農家所得の向上のみならず、内子の農産物の

ブランド化にも貢献しているところでございます。しかしながら、相次ぐ競合店の開設等により、

この数年間は、販売額が停滞していましたが、昨年、直売所全国大会を内子座で開催するにあた

り、多くの出荷農家がその準備に関わったことで経済的な物差しでは測れない充実感、信頼感、

絆といった力が醸成され、前年から売上も来場者数も反転し増加しておるところでございます。

今回の直売所甲子園準優勝を契機として、出荷者や出荷者組織と会社との連携をさらに密にし、

ますます愛される直売所になるよう期待しておるところでございます。 

次に、防災訓練等安全安心の取り組みについてご報告致します。１０月２２日に愛媛県原子力

防災訓練が行われ、愛媛県広域避難計画に基づき、黒内坊地区の住民１５名の方が、砥部町へ自

家用車等で避難する訓練を行いました。また、災害時に国、県、関係機関との通信連絡を確認す

るＴＶ会議などの緊急時通信訓練、原子力災害重点区域７市町と各関係機関が災害時にオフサイ

トセンター運営にあたる要員派遣訓練などを行いました。今後、このような訓練を積み重ねなが

ら、緊急時における原子力災害対策の習熟と防災関係機関との相互協力体制をさらに強化させる

とともに３０ｋｍ外の区域についても避難等の対応策を検討しなければならないと考えていると

ころでございます。また、１２月１日には、小田地区を中心とした総合的な内子町防災訓練を実

施致しました。南海地震の発生など大規模な災害に備えるため、今回は小田地区城の台公園を主

会場に、国や県、自衛隊、警察署、消防署、消防団、町内の要援護者施設、防災会、その他、民

間事業所など数多くの協力を得て、約５００人規模で総合的な訓練を実施することができました。

南海地震で震度６弱の揺れが発生し、町内で家屋倒壊や火災、多くのけが人が出たと想定し、住

民の皆さん方が訓練主会場の城の台公園で、応急担架を利用して、けが人を治療優先順位により
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分ける応急エアーテントに運んだり、県警や自衛隊、四国電力など関係機関に出動要請を行うと

共に、自主防災会の消火訓練や倒壊建物、車両火災の消火、倒壊ビルの逃げ遅れた者の救出、中

継送水による消火訓練など、いろいろな災害を想定した訓練を実施致しました。当日会場では，

四国電力の電力復旧の訓練、自衛隊の炊き出し配給訓練、各種展示なども行われました。今回の

訓練によって、情報伝達や身近な救護、避難方法や点検をはじめ、地域自主防災組織と防災関係

機関との協力連携がより重要であるとことが再確認できたと考えているところでございます。町

としましても地域自主防災組織、防災関係機関との連携をより一層密にして、防災意識の啓発と

防災対策のあり方など見直しを進めて参りたいと思います。さらに、先般１２月１０日には、豊

島区との防災協定の締結を内子座で行いました。内子町は、首都圏域における町のＰＲと町産品

の販路開拓を目指して、平成２２年１０月から「おばあちゃんの原宿」として有名な巣鴨地蔵通

り商店街広場において、内子フェアーｉｎ豊島区巣鴨を随時開催して参りました。内子フェアー

開催に当たり、巣鴨地蔵通り商店街振興組合の皆さんと豊島区からは、特に力強いご後援をいた

だき、今日まで順次フェアーを続けてくることができました。この内子フェアーの開催を通して、

少しずつ豊島区と内子町との交流が広がり、豊島区主催の東京フラフェスタ、ふくろ祭、としま

ものづくりメッセなどにも参加させていただき、首都圏において、内子町を知っていただける機

会も徐々に増えて参りました。また平成２３年１１月には、高野豊島区長、斎木豊島区観光協会

長をはじめ、豊島区観光協会役員の皆様にも内子町の町並保存地区の視察や交流の機会を持つこ

とができました。このような相互交流が実り、昨年豊島区からは、内子町を観光物産交流都市に

指定していただくことになりました。今後は、都市と農山村との交流や地域活性化を目的とした

連携だけでなく、甚大な被害が懸念される広域的な巨大地震など大規模災害への備えをはじめ、

常日頃から広域的に相互連携し、顔のみえる関係づくりを構築することにより、非常時の相互支

援体制を推進するため、豊島区と内子町との非常災害時における相互応援に関する協定を締結し

たところでございます。 

次に、五十崎地区のデマンドバス新規路線運行等についてご報告致します。昨年８月、小田地

区全域で、町営バスを予約制デマンドバス方式に移行が完了し、残る地域についても拡大を図る

べく、進めているところでございます。このたび、内子、池田地域を含む、五十崎地区内で運行

しておりますバス路線につきまして、地域住民の皆さんのご理解をいただき、より自宅近くから

乗り降りできるデマンドバス方式に移行することに致します。現在、公共交通の未普及地域であ

る黒内坊、重松、福岡、山鳥坂、北表地区などの解消を図るため、既存のバス路線の再編や延長

を行う他、重松・藤社線、福岡・山鳥坂線の２路線を新たに追加致します。また、自宅から乗り

換えをせず、直接、買い物先や病院に行けるよう、内子、五十崎の市街地を運行し週２回、１日

３往復を計画しております。この方式の変更については、先般、町有代替自動車運営協議会及び

地域公共交通会議でご承認をいただき、本定例会に関連条例の整備等提案しておりますのでよろ

しくお願いを致します。なお、本会議審議後、運輸支局の許可を得て、地元利用者への説明会を

持ちながら、２月から無料による試験運行、３月から有料による運行計画としておるところでご

ざいます。運賃につきましては、今年３月の定例議会で長距離利用者の負担軽減のため、１００

円引き下げて最高限度額を５００円で運用しておりますが、デマンドバスを利用される方の多く
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は、山間部から市街地までの移動を主とされているため、その効果も薄く、運行説明会でも運賃

引き下げの要望がでておりました。デマンドバスの運賃ついては、全域移行時に利用実態を見極

めたうえで、検討することにしておりましたが、この度の計画により広域での交通網が整って参

りましたので、少し時期を前倒しして町営バスのように利用距離による料金体系ではなく、１回

利用あたり２５０円の定額とする計画にしております。また、この計画にあわせ、福祉バス６路

線についても、同額運賃に見直すことにしております。運賃収入の減少は、バス事業を長期継続

して経営するには少し負担となりますが、利用促進による乗客確保を図るとともに、引き続き、

経費削減に取り組んで参りたいと考えているところでございます。今後も引き続き、デマンドバ

スへの移行推進や市街地内の移動手段の対策など、町内全域の交通網につきましても、順次整備

計画を進めて参りますので、ご支援とご理解を賜りますようお願いを申し上げます。以上、当面

しております事柄等につきまして、ご報告申し上げました。本定例会には、近々の課題である補

正予算等提案致しておりますが、内子町総合計画に掲げております「町並、村並み、山並みが美

しい持続的に発展する町、内子町」を創造するため、町民の皆さんと共に取り組んで参りますの

で、引き続き議員各位のご支援とご協力を重ねて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（下野安彦君） 以上で、「招集あいさつ及び行政報告」を終了しました。 

 

  日程第 ５ 平成２５年度定例監査の結果に関する報告 

○議長（下野安彦君） 「日程第５ 平成２５年度定例監査の結果に関する報告」を受けること

にします。 

 片岡安男代表監査委員、ご登壇願います。 

〔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、資料３を出していただいたらと思います。去る１０

月２２日から１０月２９日までの間、監査を実施しましたので、監査結果を報告します。結論か

ら申しまして、財政に関する事務処理及び事業執行については適正に処理されているものと認め

られました。少し具体的に申し上げますと、最小の費用で最大の効果を上げるため補助制度の有

効活用、それから競争性を取り入れた事務執行、あるいは事務の迅速と効率化を図るため、入札・

契約事務の専門部署での一括処理、それから電子決済による事務処理などなど先進的な取り組み

で評価できると思うわけでございます。ただ、今回配布しております報告書の中から特に申し上

げたいことを３点だけにつきましてですね、私の方から意見を付し、ご報告申し上げます。 

まず、第１点でございますが、よく問題となります競争性のない随意契約でございますが、こ

れまで申し上げました通り、地方自治法では監査報告書３ページ、ちょっとこれ見ていただいた

らと思います。ここに９ケースの場合、随意契約が出来ることとなっております。この随契には

一社だけを指名する特命随契、工事１３０万円・業務委託料が５０万円以下の少額随契。それか

ら３番がですね、入札不調による不落札随契の３種類がございます。この３種類の中でよく問題

になるのが１社だけを指名する特命随意契約でこの契約では特に随契の根拠、業者の選定の根拠、

この２つが明確にする必要があり、より慎重な判断が求められます。従いまして、判断し難い工



平成２５年１２月第６８回内子町議会定例会 

- 9 - 

 

事や各委託の事案は課内での協議・検討、あるいは内子町競争参加資格審査会に諮るのも１つの

方法と思うわけであります。そこで、監査報告書５ページ中段記載の、よろしいですね、内子町

競争参加資格審査会要綱を見ますと、５，０００万円以上の公共工事の指名競争入札、または随

意契約に係る業者の選定となっております。これは議会の承認・同意が必要な高額な契約事案と

考えております。申し上げたいのは５，０００万円以下であっても、重要かつ必要と思われる工

事・委託は、この審査会に諮れるようこの要綱改正などによりですね、諮れることが出来るよう

にしてはどうかであります。要は、諮るかどうかは金額の多寡ではないと考えております。本町

では現在検討しているとのことでありますので、検討結果を待ちたいと思います。 

それから２点目がですね、基金あるいは上水道事業の積立金の運用方法でありますが、本町で

は定期預金主体の運用であり、これが有益な運用と言えるだろうかであります。と申しますのは、

監査報告書７ページ上段ですけれども、いいんですね、基金の運用益を事業原資としている公益

財団法人内子町国際交流協会でありますが、同協会の運営は６ページ下段ですけれども、内子町

の運用益を比べますと、この６ページの下段の内子町の運用益と比べますと町の運用益が下回っ

ております。申し上げたいことは地方自治法や地方財政法では金融機関への預金の他、国際証券

などによる運用も認められておりますので、どの運用が有利か比較検討をすることが重要と思わ

れるべきでございます。運用にあたっては、公金でありますので、担当部署だけでなく関係部署

共に、関係部署がですね、共に運用方針、運用知識、運用方法を学ぶ勉強会、つまり監査報告書

の６ページですけれども、下段の基金等運用検討会を立ち上げてはどうかであります。今後の地

方交付金税の減少などを勘案するとぜひとも法令に基づいた効率的で確実・有利な運用を期待し

たいと思っております。 

次、３点目。次に３点目でございますが、監査報告書７ページの下段、いいですかね、町税等

の滞納についてでありますが、地域経済の状況、町民の高齢化等を考えますと税金などの公債権

徴収事務は苦労を伴う事務であることはよく承知しております。しかしながら、この徴収事務は

町の自主財源確保やそれから町民にとってみましたら、公平な負担と行政への信頼につながる重

要な事務だと思うわけであります。この滞納金額は、８ページをちょっと見ていただいたらと思

いますが、８ページのですね、上段のとおり上段ですね、２１年度まで増加しておりましたが、

２２年度を境に減少に転じております。これは職員の皆様方が頑張られた成果であるとともに、

町民の納税意識の高まりと考えられていると思うわけでございます。このような中で昨年度は、

税務課を中心に債権管理対策会議を開催するなど関係職員の研修、情報の共有、マニュアルの作

成など公債権の徴収に取り組まれました。今後の活動と成果に期待をしたいと思っております。  

終わりに昨今の国の財政状況、方針を考えますと、自治体の財政は厳しくなることが考えられ

ますが、これまで以上に内子町の良さと個性が生かされた魅力ある内子町形成のため、知恵を出

しながらなお一層努められますことを望み、監査報告と致します。 

○議長（下野安彦君） 只今の監査報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 以上で監査報告を終了しました。 
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日程第 ６ 一般質問 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 一般質問」に入ります。 

 通告者は６名であります。受付順に質問を許します。 

なお、議事の都合もありますので、本日の一般質問についての各議員の発言時間は、１回目の

み１５分以内とします。 

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。 

 それでは、最初に才野俊夫議員の発言を許します。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ９番、才野です。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） １２月定例議会にあたり内子町が抱えている課題の中から、質問通告

書の通り、引きこもり・ニート対策について、耐震改修事業についての２項目において一般質問

を行います。 

 最初に、引きこもり・ニート対策について稲本町長に質問致します。今月初め、１２月３日に

ショッキングな心の痛むニュース報道に接しました。広島県福山市で４４歳の長男を殺害したと

して父親が逮捕されました。父親は「息子を殺した」と妻に付き添われ、警察署に自首して来ま

した。供述通り自宅で、長男の遺体を発見し、７０歳の父親が逮捕されました。司法解剖の結果、

死因は首を絞められたことによる窒息死でした。遺体は布団の上にあおむけで手を合わせる形で

寝かされていました。体には毛布、顔には白い布がかけられており、放置ではなく安置されてい

るような状態だったという事です。父親は「息子に殺してくれと言われた。自分も年だし、息子

の将来を悲観して殺した。」と供述しています。大学を中退して間もなく、家から出ない生活が始

まったそうです。近所の住人は「もう２０数年、一度も、隣にいても、夜はたまに電気はついて

いるが、見たことは全然ない」とコメントしています。総務省が全国一斉に、５年ごとに実施し

ている社会生活基本調査によると２０歳から５９歳の独身で無職の人のうち、普段はずっと一人

か、一緒にいる人が家族以外にいない人々、すなわち働き盛りなのに仕事も配偶者もなく、社会

との関わりがほぼ断たれている引きこもり・ニート状態の人々が、平成１３年時点では、全国で

８５万人と推定されていましたが、この１０年間でほぼ倍増し、平成２３年時点では推定１６２

万人ほどいると言われています。以前では、男性で中高年、中学卒や高校中退などの低学歴の人

ほど引きこもりになりやすかったのが、最近では２０歳代の人や女性、大学卒業等の高学歴の比

率が高くなっていると言われています。どんな人でも職を失えば孤立しかねない「孤立の一般化」

が現在進みつつある状態です。さらに問題なのは、家族と同居している引きこもりの人々は、就

職活動を断念している比率が高く、家族から与えられる現在の一時的な安心が、本来働くことで

得られる将来への安心を奪っています。現状においては、高齢者の親は比較的経済力がある一方

で、若年層の子どもは、不況が続く最近の就職難から、定職に就きにくいという現実が生んだ過

度的な現象とも言えましょう。これらの問題は、内子町においても決して他人事ではないと考え

ます。町内にも、それぞれ色々な悩みを抱えながら救いの手を待ち望んでおられる多くの家庭が
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おられるかと推察致します。以上、述べました実例や国の現状を鑑み、引きこもり・ニート問題

について、まず最初に稲本町長の現状認識と所信を伺います。次に、今後の取組みについて伺い

ます。高齢者や障害者等生活弱者の皆さん方への手厚い福祉行政と共に、引きこもり・ニート対

策を内子町の福祉行政の最優先課題に位置付けて取り組む必要があると考えます。まず、内子町

内での何らかの支援を望まれる家族などの実状を把握するため、引きこもり実態調査を速やかに

実施して実状を把握し、併せて支援活動も並行して開始すべきと考えます。先程にも述べました

ように、今後４０から５０代の引きこもりが増えていくことは十分予想されます。従来では、子

ども達が成人したら独立して一家を持つのが当然の時代でありましたが、現実には引きこもりの

子どもを持つ親として、何とかしたい・何とかしてやりたい、そういう気持ちでいっぱいだと推

察致します。一刻も早く行政としてこれらの支援活動を推進すべきと考えますが、稲本町長の見

解を伺います。併せて引きこもり・ニート支援活動には、訪問支援、アウトリーチを担う高度な

スキルアップした支援専門員の確保と育成が不可欠だと考えます。国内には多くの先進自治体に

おける支援事例がいろいろと紹介されています。内子町として、今後先進地視察研修等を行い、

具体的な支援策を構築する計画があるかどうかをまず伺います。現在すでに、支援策の計画があ

るとすれば、その実施時期と具体的な詳細内容を伺います。次に、県内に厚生労働省や愛媛県の

支援を得て、引きこもりだけでなく高校中退・不登校・ニートなど、職をもたない若者無業者に

訪問支援や就労を支援する組織、地域若者サポートステーションがあると伺いました。その数と

所在地および支援の活動の詳細内容を伺います。   

続いて、耐震改修事業について稲本町長に質問致します。昨年９月定例議会の一般質問での答

弁として、担当課長より町内教育施設の耐震化は、耐震化工事や統合校舎新築や改築等により平

成２５年度末で耐震化率は７３％になり、平成２７年度末には教育施設の耐震化１００％を目指

しているとの答弁がありました。このような耐震化の進捗状況が計画通り進んでいく予定かどう

か、不具合が発生していないかどうか、確認を含め答弁を求めます。同じく昨年の役場本庁舎及

び内子分庁舎での質問に対して、現在耐震診断中であり耐震診断結果を踏まえ、次年度に今後の

耐震化内容を決めるとの答弁がありました。本庁舎・分庁舎それぞれの耐震診断結果内容と今後

の耐震化時期及び予算規模を含め詳細な見通しを伺います。併せて他の町内公共施設の耐震化率

と、今後の耐震化見通しを伺います。また、すべての町内公共施設の耐震化が完了するのは何年

ごろの予定になるか見通しを伺います。次に、耐震化補助事業として設けられている木造住宅耐

震診断事業補助金、木造住宅耐震改修事業補助金について質問致します。これら２つの事業は、

それぞれの施行目的と耐震診断では２万円、耐震改修では８４万円と補助金額の上限が決定され

た経過とそれぞれ事業の開始年及び、現在まで年ごとの補助金交付件数と補助金の総額の実績内

容を伺います。近い将来、内子町でも南海トラフ巨大地震の発生が予測されています。せっかく

地震対策として耐震改修補助事業を、現在木造住宅に住んでおられる多くの町民にとり、使い勝

手の良い条例とするべきと考えます。例えば、バリアフリーなどの家屋リフォームなどにも適用

されるような補助内容を大幅な見直しを行い、併せて補助金の思い切った増額を進めるべきと考

えますが、稲本町長の見解と今後の方針を伺います。以上の通り質問致します。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 
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○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 曽根岡地域医療・健康増進センター所長。 

〔曽根岡伸也地域医療・健康増進センター所長登壇〕 

○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君）  

才野議員からの引きこもり及びニート対策に関する質問にお答えを致します。近年、ニートや

引きこもりと呼ばれる社会的・経済的自立が困難な若者の問題が社会的な関心を集めております。

特に引きこもりは、内閣府の調査によりますと全国で７０万人いると言われております。引きこ

もりの状態が長期化をすると問題を抱えている本人や、家族にとっても大きな負担となるだけで

はなく、将来における社会負担の増大につながることも懸念され、社会全体で対応すべき課題だ

と考えております。平成２２年４月に施行された、子ども・若者育成支援推進法は、その中で社

会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者への総合的な支援は、社会全体で重層的に

実施していく必要があるとしております。本町におきましても、社会生活の中で困難を有する若

者が次代の社会を担うためには、健やかな成長が社会の発展の基礎をなすものであるということ

から、国及び愛媛県と連携を図りながら、ニート・引きこもり対策について取り組んで参りたい

と考えておるところでございます。 

続いて引きこもりの実態調査の実施についてでございますけれども、引きこもり問題につきま

しては、家庭で抱え込み、相談し辛い傾向があること、また、その実態については、一律に行う

アンケートなどのような調査等では把握し辛いことなどが挙げられております。内子町では、当

面、家族からの直接の相談であるとか、地域の民生委員さんを通じての実体把握を行っておる所

でございまして、八幡浜保健所が実施する引きこもり相談、そしてデイケア事業につなげている

ところでございます。町では、広報うちこを活用して、県が行う引きこもり相談についての啓発

を行っているところでございまして、引きこもり相談につきましては、平成２４年度の実績で３

名が相談を受けられておるところでございます。 

続いて、人材確保と支援体制の構築につきましてでございますが、県が実施する引きこもりに

対する推進事業へ的確に支援が必要な当事者、それから家族をつなげていくことを中心に事業を

進めております。町では、保健師が直接の窓口になることから県が行う研修会への参加を通して、

専門的な知識の習得に努めているところでございます。また、来年度から新たな支援事業と致し

まして、精神保健事業の一環として、心理士などの専門家による個別相談事業を町で開設を予定

しております。２６年度は初年度であることから、年２回の相談日を設けて実施をしていこうと

予定をしているところでございます。 

最後に地域若者サポートステーションの実状と活動内容についてでございますが、愛媛県内に

は、新居浜市に東予若者サポートステーション、松山市に中予、南予地区を担当するえひめ若者

サポートステーション、そして宇和島にはサテライトステーションが設置をされております。将

来の自立に不安や悩みを抱えている若者や、その保護者の方を対象とした相談支援を始めとした

若者の職業的自立に関する総合支援を行っております。主な事業内容と致しましては、相談員に

よる個別相談、職業意識を高めるふれあいセミナー、ジョブトレーナー付き添いの職場体験、若

者の就労支援を行うジョブカフェ愛ｗｏｒｋやハローワークなどの就職支援機関や職業訓練機関
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とも連携して、就労へのサポートを行っておるところでございます。松山市内に設置されている

えひめ若者サポートステーションでは、２４年度にのべ５，４６６人が施設を利用されていると

いうことでございます。その内、進路決定された方が１０１名。年間の新規登録者数は２３７人

で、南予からはその登録は２３７人中１１％でございます。内子町からの登録はないというふう

に聞いております。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） それでは、公共施設等の耐震改修計画等についてお答えをしたいと

思います。まず最初に、教育委員会部局で進めております学校教育施設の耐震化の状況ですが、

平成２０年度、２１年度に耐震診断を行いまして、計画的に耐震化を図っているところでござい

ます。現在小田地区の幼稚園、小・中学校を建築中でございますが、本年度末の耐震化率で申し

ますと小学校が７３．３％、中学校９３．８％、幼稚園１００％ということでございます。２７

年度末１００％予定ということで計画をすることにしております。 

続きまして、本庁と分庁の耐震化計画を進めておりますけれども、防災拠点の重要な拠点にな

ることということで平成２４年度事業で耐震診断を行いました。耐震指標を示す Iｓ値、本庁が

０．２６、分庁０．１９ということで、崩壊の危険性が高いとの診断結果を受け、本年度実施設

計に取り組んでいるところでございます。共に鉄骨ブレースの補強でありますとか、補強壁の増

設、鉄骨梁の補強等をはじめ大規模な耐震工事、また併せて老朽改修、こういったものがですね、

大規模になってくるというふうに思っております。特に分庁につきましては、例えば診断数値も

低く、昭和４８年度の建築ということで外壁の痛みの老朽化も激しいということで、来年２６年

度に耐震工事をやりたいということで計画をしておるところでございます。また、昭和５３年度

建築の本庁につきましても引き続き翌２７年度に実施したいということと考えております。建築

費のことだったと思いますが、今のところ概算見込みでですね、分庁の方、耐震それから改修半

分半分というふうな状況でございますが、だいたい２億４，０００万前後になるんではないかな

というふうに思っております。耐震の方がですね、その内１億３，０００万程度、まだ額の確定

ではございませんが、そのあたりかなというふうに思っております。また本庁の方もですね、だ

いたいその半分くらいの額ということでですね、今のところ計画を順次進めているという所でご

ざいます。 

それから公共施設全体の耐震化の状況ですが、地区の集会所等も含めますと、全体で１９２件

ほどございますが、この内、１１５件５９．９％は大丈夫というところでございます。まだ未整

備のものたくさんございます。公営住宅の長寿命化計画等含めましてですね、施設の改築時期、

補助財源、あるいは財政状況等を見通しながらですね、先ほどお話もありました、ご質問のあり

ました、年度まではまだ申し上げることまだできませんけれども、そういった財源等の見通しを

立てながらですね、順次進めていくという予定にしておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私どもからは耐震改修事業のですね、町内木造住宅の耐震

の診断並びに改修の補助事業の目的の内容とか実績等、並びに今後の改善それから見直しという

ことについてお答えをしたいと思います。 

まず、近い将来に発生すると予測されております南海トラフ巨大地震はマグネチュード９．０

の大地震となる可能性もあり、多くの建物が倒壊する恐れがございます。内子町では、民間木造

住宅の耐震化を巨大地震に対する地域防災力の向上につながる重要施策として位置付けておりま

して、今後予想される地震災害に対して町民の生命、財産の保護を図ることはもとより、沿線の

建物の倒壊を防ぐことによりまして地震時の避難路、緊急車両の進入路の確保を図り、安全・安

心のまちづくりを進めることを目的と致しまして、平成１８年度より木造住宅耐震診断補助事業

を開始し、平成２４年度からは木造住宅耐震改修補助事業を実施しているところでございます。

補助の内容と致しましては、昭和５６年５月３１日以前に着工した木造軸組工法により建築され

た２階建て以下で、延べ面積が５００㎡以下の住宅を対象と致しまして、耐震診断事業に関しま

しては、対象事業費の３分の２以内で２万円を上限とし、耐震改修事業に関しましては、対象事

業費の３分の２以内で８４万円を上限とし、それぞれ補助を実施しているところでございます。

この事業の財源として社会資本整備総合交付金を利用しておりまして、耐震診断事業につきまし

ては、対象事業費の３分の１以内の上限１万円が国費でございまして、耐震改修事業につきまし

ては、対象事業費の３分の１以内の上限４２万円が国費、対象事業費の６分の１以内で上限１５

万円が県費となっております。この補助制度に関しまして内子町と致しましては、年２回の広報

掲載、耐震出前講座の実施、一部地域につきましては戸別訪問の実施をして参りましたが、事業

実績と致しましては、現時点で耐震診断事業が５件、耐震改修事業は２件に留まっている状況で

ございます。補助金につきましては上限の分をお支払いしているということとなっております。  

続きまして、補助内容の改善・見直しにつきましては、国の補助制度の有効活用を図った見直

しなど、町民の方が利用し易い制度とさしていただきたいと考えております。今後も、各種ＰＲ

活動を実施し、併せまして少額で施工可能な部分耐震改修につきましての取り組みなど、さらに

耐震化の推進を図って行きたいというふうに考えているところでございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ご答弁をいただきました。その中で何点か再質問させていただきます。

最初の内閣府では７０万人の引きこもりを把握しているということですが、この７０万人という

の年齢がですね、限られとる年齢です。私が申しましたのは２０歳から５９歳、働ける世代とい

うことで申しまして、それでは約１６２万人というふうに国の調査でなっております。１６２万

人ということでそれを内子町に当てはめてみますと、約２００名強の方が引きこもり、または引

きこもりに近い状態におられると数字の上からは把握されます。そういうふうな現実をですね、

町としてもだいたい早い地点でですね、調査をしていただいて、救いの手を伸ばすような手段を

考えていただいたらと思いますので、その点再度お伺いします。 
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 公共施設の耐震化について説明いただきましたが、最終的にですね、一番最後に質問しました

町内の耐震化が１００％になるのはいつ頃を見通しとしておるか、その点も再度分かりましたら

教えて下さい。併せて木造の耐震診断の結果がですね、耐震診断では５件、耐震改修では２件と

いう今まで過去の実績ですが、これからいつ大きな事故が地震が起きるとも限らない。せっかく

のこういうふうな国、県の費用も補助も含めて町が出しておる制度ですから、ぜひですね、再度

そういったことでいろいろとバリアフリー化もですね、これからの改修にはぜひ必要だと思うん

ですよね。そういうこともですね、含めた町独自の施策もぜひやっていただきたいと思うんです

が、そういうふうな今後方向性に向かうかどうか再度質問します。以上、３点再質問致します。 

○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 曽根岡所長。 

○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君） 引きこもりの７０万人でございますけれ

ども、これは１５歳から３４歳までの間の人口の中での引きこもりの人数であるということで、

これは内閣府の引きこもりに関する実態調査の中から参考にさしていただいておるところでござ

います。議員おっしゃるように内子町でも今の数から言いましても、引きこもりは内子町でも６

０人から７０人はいるんではないかというふうに推計でございますが、ありますので、できるだ

け実態調査しっかりやらせていただきたいと思いますけれども、先ほど言いましたようにアンケ

ート調査とかではなかなか出にくうございます。民生委員さんとか地域の方々にご協力を得なが

ら調査を進めて対策をとっていきたいと考えておるところでございます。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤課長。 

○総務課長（西澤美男君） 公共施設等の１００％になるのはいつかということでございますが、

先ほどお答えしました通りでございますが、いわゆる緊急性のあるものからですね、順次やって

おりますので、これが財源が全て確保されておるということであればですね、１００％何年とい

うことが言えるんですけれども、その辺りは先ほど答弁致しました通りでございます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 木造住宅のですね、耐震化の推進ということでございます

が、愛媛県もですね、内子町も特に今後力を入れていきたいというふうに思っておるところでご

ざいますが、一つ先ほど申し上げましたですが、小金額ですね、例えばシェルターとかですね、

部分的に命守るような施策というのも今後必要でないかということも考えております。ですから

そういうことについても、どういう方向ができるのかという施工方法とかですね、いろんなもの

をちょっと検討していきたいなというふうにも考えております。また先ほどありましたバリアフ

リー化を含めたということでございましたが、今の補助制度もですね、バリアフリーとかそうい

うものも含めた中での改修ができます。それで対象となる耐震の部分だけが補助対象となって補

助金が出るということでございますから、併せてそういうことも考えられるのも、補助金はバリ

アフリーについては出ませんけれども、施工の時には可能でございます。以上でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） 橋本課長のバリアフリーについては、出ないのが原則であるということ

なんですが、それをあえてですね、町の施策としてこういうふうにも使いますよ、ということを

ぜひやっていただきたいという希望でした。最後ですね、当初一番最初に質問さしていただいた

、町長にですね、引きこもり・ニートに対する現状認識をお伺いしたんですけど、ご答弁ござい

ません。その点、稲本町長のご見解、ご認識をお伺いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） ニート・引きこもりについての見解でございますけども、やっぱりこう

いう状況が起こるっていうのは社会的な要因、あるいは生活環境的な要因、あるいは心理的な要

因、教育上のいろんな要因というのが考えられるんだろうというふうに思ってます。実際、町と

してどういうふうな実態になっているのかという事実関係というものは、なかなか掴み辛い所が

ございます。ですから可能な限り町としても、その実態をつかめる範囲で掴んで適切な対応とい

うのをやっぱりやっていく必要があるんだろうなというふうに考えておるところでございます。

やっぱり社会に出てがんばっていただけるっていうことが一番大事なんであってですね、社会的

にも損失だというふうに私は考えております。 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩します。午前１１時１５分より再開します。 

 

午前１１時０３分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、森永和夫議員の発言を許します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） １２月議会にあたりまして質問を致します。内子町のホームページの町

の概要には、「内子町は、愛媛県のほぼ中央部に位置し、県都松山市から南南西約４０km の地点

にあたります。町の中央部を一級河川・肱川の支流である小田川が流れている風光明媚なまちで

す。」と書かれています。このように今の内子町にとっても、小田川はいろんな意味で大切な町の

財産と言っても過言ではないと思います。私も子どもの時、今のようにプールはありませんから、

夏休みには小田川に泳ぎに行きました。また、割り箸の先に針を縛り付け、川をぞぶり、川底の

石をそっとはがし、かじかを刺したり、いろいろ川遊びをしたものであります。まさに川はみん

なの生活の一部でした。５月５日の大凧合戦も欠かすことのできない伝統行事であります。小田

川のおかげで、五十崎の伝統産業である手すき和紙も生まれました。この小田川は、古くから地

域住民に数々の恩恵を与え、まさに、町の顔としての役割を果たして参りました。そして、この
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小田川を取りまく河川空間をまちづくりの核と捉え、昭和６２年に小田川の優れた自然環境及び

景観を「子や孫の代に美しい川を残そう」を合い言葉に、コンクリート護岸ではなく、石積み護

岸を復元し流れを再び取り戻そうと、町民の手で始まった石一個運動が「いかざき小田川はらっ

ぱ基金」となり、潤いのある河川空間・水辺空間の創出へとつながりました。「活力とうるおいの

ある快適環境を目指して展開する、ふるさとの川モデル事業」がスタートをし、今の小田川にな

っております。ふるさとの川モデル事業の整備方針として、「安全なまちづくり・豊かで活力のあ

るまちづくり・アメニティタウンいかざきの実現・知水活動の高揚と、いかざき博物公園のまち

構想の実現にそれぞれ寄与するとともに、人間と自然との共生のありようを示す先導的な役割を

果たす」とあります。さらに、小田川とその沿川地域の自然や社会的背景等に考慮した具体的な

整備手法を検討し、小田川を中心とした新しいまちづくり構想の策定に必要な資料を提示するこ

とを目的とした、小田川自然博物館整備構想調査委託業務が発注され、平成１６年２月にその報

告書が提出されております。これが、今の内子町に引き継がれていると理解をしています。この

報告書を見ますと、構想策定の対象区域は、五十崎町内の小田川の龍宮堰から山王橋下流の約３

㎞区間とその沿川市街地として平岡、古田地区となっております。業務内容として、小田川の自

然再生・保全のための検討や、小田川高水敷再整備計画の検討では、知水スポット事業の基本計

画の立案、ミニ小田川の洪水による土砂・流木の堆積防止対策、撤去方法の検討などがなされて

います。そして、小田川を中心としたまちづくり構想案の立案では、五十崎の中心市街地拠点施

設を活用した新街路整備構想案、小田川資料館整備計画案、構想全般を支援するソフト事業案な

どがあります。これが実現しますと素晴らしい五十崎の地域づくりができる。小田川とともに生

きてきた五十崎の人たちにとって、まさに、夢のある構想だと思います。例えば、小田川を中心

としたまちづくり構想案では、五十崎のシンボルである小田川を中心として、地域の歴史や文化

に触れることのできる散策ルートを新たに位置づけようとするものであるとか、何気ない路地や

水路等にも着目し、日常の生活空間としての整備を視野に入れる。また歴史的な建造物を活かし

町並みとして統一感に配慮する。そして活用すべき拠点施設として神社仏閣を始め、商店街、天

神産紙、村上邸・栗田邸、亀岡酒造などがあげられています。また、五十崎のイメージに合った

街路舗装の素材や、町の景観なども具体的に書かれています。この構想案が実現できれば地域の

活性化につながるものと大変楽しみにしています。 

そこで質問です。まず、この構想が、現在どこまで具体的なものになっているのか、今後この

構想実現のための計画はどうなっているのかお聞きを致します。私も勉強不足で、この報告書の

ことは議員になってから知りました。町民の皆さまに対し、どのような形で情報発信をし、ご理

解をいただいているのか、お聞きします。次に、この報告書は平成１６年２月に提出されていま

す。合併協議会が設置されたのが平成１４年９月、合併したのが平成１７年１月です。合併直前

にそれまで旧五十崎町では一度も手つかずで置いてあったはらっぱ基金を使って、小田川自然博

物館整備構想調査委託業務を発注したのはどのような意味があったのか。当然、合併協議会の中

で内子町に引き継ぐということが前提であったと思いますが、改めてお聞きを致します。また、

この小田川のふるさとの川モデル事業では当初から、龍宮堰から山王橋までの２．１キロ区間を

イベント・レクレーションゾーン、親水ゾーン、スポーツ・レクレーションゾーン、野っぱら・
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田園ゾーンとして整備する計画でした。私は、ほぼ毎日自宅から山王橋を渡り、共生館、役場前

を通り、豊秋橋を渡って自宅まで運動のために歩いています。古田側では、左の小田川の河原の

木の枝にときどき見かけるカワセミや、今頃でしたらカモが泳ぐのを見ながら、そして平岡側で

はこの前まで地元のボランティアの皆さんが丹精込めて咲かせたコスモスを楽しみに歩いていま

す。ただ１つ残念なのは、野っぱら・田園ゾーンであるはずのエリアが、まるでジャングルのよ

うになっていることであります。先ほど申しましたように、せっかく作った素晴らしい構想です。

ぜひ、この野っぱら・田園ゾーンを当初の計画の通り整備してほしいと思います。そうすること

で、五十崎地域の活性化につながるだけでなく、内子町の新しいシンボルにもなると考えますが、

町長のご所見をお伺いします。 

 次に、福祉政策について質問します。福祉と一口に言いましても、その中には、保健福祉や地

域福祉、児童福祉、障がい者福祉、高齢者福祉など、多くの分野があります。すべての人が幸せ

に生きられるようにすること。その中心にあるものは、いのち、くらし、いきがいです。それら

を保障するためにあるのが社会福祉であります。そして、その根幹にあるのが「すべて国民は健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とある憲法第２５条だと思います。 

今回私は、障がい者福祉について質問を致します。「完全参加と平等」これは、１９８１年の国

際障害者年のテーマであります。内容として、障がい者の社会への身体的及び精神的適合を援助

すること、障がい者に対して適切な援護、訓練、治療及び指導を行い、適当な雇用の機会を創出

し、また障がい者の社会における十分な統合を確保するための、すべての国内的及び国際的努力

を促進すること。障がいの発生予防及びリハビリテーションのための効果的施策を推進すること

などがその内容であります。内子町では、平成２４年３月に、第３期内子町障害福祉計画が策定

されています。計画策定の背景として、「第３期計画となる本計画は、第１期・第２期計画で定め

た目標値やサービス見込量の進捗状況等の分析・評価を行い、障がい者等のニーズや地域資源な

どの現状に即した取り組みや課題を整理・検証し、平成２６年度を目標年度として、平成２４年

度から平成２６年度までのサービス提供量の見込みを推計して、障がい福祉施策の着実な推進を

図るため策定するものです」と書かれています。その上で、内子町の障がい者施策の基本理念を

「一人ひとりが輝きを持って共に生きるまち、うちこ」として掲げ、その推進にあたっては、ノ

ーマライゼーションとリハビリテーションの考え方が重要であると書かれています。このノーマ

ライゼーションについては、注釈で「障がいを持っていても、障がいを持っていなくても、当た

り前に生活できるような社会こそがノーマルな社会であるという考え方」とあります。もう少し

詳しく説明しますと、「ノーマライゼーションとは、１９６０年代に北欧諸国から始まった社会福

祉をめぐる社会理念の一つで、障がい者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社

会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方」ということで

あります。さて、内子町には、平成２５年４月１日現在、身体障害者手帳、療育手帳、精神通院

医療支給決定者の方が１，４６３名、そのうち、６４歳以下の方が５５８名いらっしゃいます。

そして、１３５名の方が、居宅介護、生活介護などいろいろなサービスを利用されています。第

二期障害福祉計画策定時のニーズ調査があります。それぞれの障がい者の方に対し、「あなたは、

日常生活の中でどのようなことに悩みや不安を感じておられますか。」というものです。その結果、
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身体状況の悪化について、将来的に生活する住まい、施設があるかどうか、家族などの介助者の

健康状態、医療の面、お金の面、仕事の面に関する不安、主な介助者がいなくなった場合のこと

などの不安が多いという結果になっています。また、「あなたが思う将来の暮らしを実現させるた

めには、どのような制度や条件整備が必要だと思いますか」という質問に対しては、一人ひとり

にあったサービスを組み合わせ、総合的に調整し、利用者を援助すること、相談体制の充実、所

得保障に関する施策という結果が出ております。このニーズ調査の結果を見ますと、おのずと行

政が何をしなければならないのか、何を行政に求められておられるのかが分かるはずです。これ

らの問題点を一つ一つ検討をして、今すぐやれるもの、やらなければならないものに取り組むべ

きと考えます。内子町では、平成２４年度より障がい者地域活動支援センターとして、かいとで

相談支援事業が実施されています。また、うちこ工房さんでは、就労支援を実施され、金銭面の

充実、日中活動の場の確保ができています。しかし、交通手段の確保や災害時の対応、施設の整

備などまだまだ多くの課題がたくさんあると思います。私は、この調査の結果を見て主な介助者

がいなくなった場合のことの不安が気にかかります。このことは、何らかの障がいのある方を家

族に持つ皆さんの共通の悩みであり不安ではないでしょうか。私の知り合いに重度の身体･知的障

がいを持つ２４歳の女の子がいます。保護者の方の話をお聞きしますと、やはりそのことを大変

心配されています。そして、その他にも年間何回かいろいろな手続きに役場や地方局に行くこと

があるそうです。その方は自宅が役場に近いのですが、それでも「一人子供を自宅に置いていく

のは心配です。そんな時、簡単な手続きは代行してもらうとか、役場の人に来てもらえたらと思

います。ちなみに今年は手続きに役場に８回、地方局に 1 回行きました。そして今は、大洲ホー

ムへ週２回行っています。近くに預かってもらえる施設があればいいんですが。」と子どもさんの

顔を見ながら話しておられました。 

○議長（下野安彦君） 森永議員、簡潔に。時間が。 

○２番（森永和夫君） これが重度の障がいを持つ女の子の母親の思いなんです。そこで質問し

ます。障がい者手帳の更新とか、その他のサービスを受けるための手続きとかあるのは分かりま

すが、依頼があれば、行政から出向いて手続きをしたり、まとめてできるようにすることは、そ

んなに難しいことなのでしょうか。たしか、第三期内子町障害福祉計画の中には、仕組みの統一

と制度の一元化ということも書かれております。その件に関し、答弁を求めます。次に内子町に

は１，４６３名、そのうち６４歳以下の方が５５８名いらっしゃいます。その方たちの現状、例

えば身体の状況や介助者の年齢、そういったことをしっかりと把握して福祉政策に反映させるべ

きと考えますが、どこまで状況把握をされているのかお聞きします。また第三期内子町障害福祉

計画は、第１期・第２期計画の分析・評価を行い、現状に即した取り組みや課題を整理・検証し

た上で、平成２４年度から平成２６年度までの障がい福祉施策の着実な推進を図るために作成さ

れたものと考えます。今年度はちょうど中間にあたりますが、障がい福祉施策は具体的にどのよ

うに着実な推進が図られたのでしょうか。お聞きを致します。以上です。 

○議長（下野安彦君） 時間が１５分ということになっておりますので、その時間以内を守って

もらう質問をよろしくご協力いただきますよう、お願い致します。 

森永和夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 
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○町並・地域振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

〔小野植正久町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） それでは私の方からは、小田川自然博物館整備構想に

ついてお答えをさしていただきます。旧五十崎町の中央を流れる小田川は、役場本庁前を中心と

する２．１㎞区間が、平成元年ふるさとの川モデル事業として国の事業認定を受け、県営事業と

して事業実施されました。小田川の自然環境を守り、未来の子ども達に残そうという町民の強い

思いを｢はらっぱ基金｣として積み立てると共に、スイスチューリッヒ州のゲルディ氏の近自然河

川工法の思想導入を官民一体となって働きかけ、全国に先駆けた実験的河川として整備されまし

た。従来工法のコンクリート護岸を残しながらも、より自然に近い玉石護岸、よろい護岸など多

用な工法を取り入れ、国の河川行政のあり方を多自然型川づくりへと大きく転換させるきっかけ

となった川でございます。しかし、当初計画されていた治水スポットなど、未整備の事業や河床

掘削も滞り、ミニ小田川はポンプアップにより流水せざるを得ない不完全な状況になっており、

住民に愛され親しまれる水辺空間としての再整備が望まれていました。そこで、小田川はらっぱ

基金運営協議会等に図りながら、調査報告書のとりまとめを行いましたが、この小田川流域を「小

田川自然博物館」として位置付け、小田川を核とした情報発信、調査研究の拠点とし、環境教育

を通した観光や、交流の拠点とすることによって、小田川一体を地域のエコミュージアムとして

位置付けようとしたものであります。ただ、この事業実施にあたっては、河川そのものが町の直

接管理でないため自由な発想のみでは実施できないこと、さらに観光グレードアップ事業など当

時予定していた補助事業等もなくなり、基金のみでの事業執行はなかなか困難であることから、

今のところ事業実施には至っておりません。この事業経過等につきましては、合併以降は、地域

審議会等の中で報告し、ご理解をいただいているところでございます。今後におきましては、当

時に比べ地域の方々の川に対する関心も若干低くなっていると思われますので、小田川の流域で

予定しております河川環境の愛護活動や学習会等のソフト事業を進めていく中で、小田川に対す

る地域の方々の盛り上がりを醸成し、補助制度等も活用しながら事業が実施できたら良いと考え

ております。なお、この河川整備は、上流域の凧合戦場がイベントレクレーションゾーン、役場

から五十崎自治センター前あたりが親水ゾーン、あけぼの橋から柿原川までがスポーツレクレー

ションゾーン、その下流域を野っぱら田園ゾーンと位置付けております。この野っぱら田園ゾー

ンについては、本来の河川のあり方に、より近づけるために整備されたもので、右岸には割石に

柳を組み込んだ柳枝工法をはじめ全国に先駆けた工法で、左岸には、川の流れと陸の境界線を固

定せず、大きな積石や木柵工などにより自然な治水対策を施しながら、河道から低水護岸への自

然変化に委ねる景観整備がされており、水生生物、陸生動植物など生態系の移行帯として自然再

生のシンボルゾーンとして位置付け、生態系や動植物の保存観察地域として整備されたものであ

ります。ただ、その後、この野っぱら田園ゾーンの４００メートルの区間については、草刈り等

充分な管理ができないまま現在に至っており、雑草等が繁茂している状況にあります。今後、こ

の部分については、整備した時の状態に戻すのが最善かどうかも含め、活用や管理について住民

や専門家の方々のご意見をいただきながら、小田川はらっぱ基金運営協議会等で議論していただ
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き、関係機関等とも協議を行い、必要であれば基金を使って再整備を行っていきたいと考えてお

ります。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

〔鉾岩洋子保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 私の方は福祉政策についてお答え致します。まず、手続き等に

ついてですが、現在、障害者総合支援法により障がい福祉サービスが提供をされております。障

がい者福祉サービス関係の申請は基本申請主義をとっておりますので、窓口で申請をして頂いて

おります。利用されるサービスごとに申請が必要になりますが、サービス内容によっては、申請

回数等、変更できるものもあり、国の制度の範囲内で改善を図って参ります。また、代理申請、

相談事業所の申請代行等で今後も負担軽減に努めて参ります。 

次に障がい者の方の状況把握についてですが、平成２５年４月１日現在、６４歳以下の５５８

名につきましては、身体障害者手帳保持者が２２６名、療育障害者手帳保持者が７６名、精神通

院医療支給決定者が２５６名となっております。その中で、障がい福祉サービスを利用されてい

る方が９月末時点で約１４６名いらっしゃいます。また、現在はサービスを利用していないが、

相談員や保健師、ケースワーカーなどとつながりがある方もおり、見守りの体制づくりに努めて

おります。ご本人やご家庭の状況に応じて必要な支援は異なるため、今後も関係部署等と連携し

て障がい者の現状を把握し、適切なサービスを提供できるよう努めて参ります。 

最後に障がい福祉施策の推進状況についてのご質問ですが、ニーズ調査の結果、主な介助者亡

き後の将来への不安や相談支援に対する要望、また所得の補償に関する要望などの意向が多く得

られました。その対応として平成２４年度より、かいとは障がい者地域活動支援センターとして、

日中の居場所や社会交流の場を確保すると共に、内子町直営としては初めて相談支援事業に取り

組んでおります。また、２ヶ所の障がい者支援施設に委託相談支援事業所としての役目を担って

いただき、相談支援の更なる強化も図っております。相談支援事業所では支援の一環として、就

労援助なども行なっており、町内の就労支援事業所の利用につなげたり、その他の事業所へ利用

支援なども行っております。このことにより、ニーズ調査結果に対する意向について一定の役割

を果たしていると考えております。なお、相談支援に関する町民への周知のため、平成２４年度

には障がい者相談支援のしおりを作成し、町内全戸に配布致しました。今後も定期的に広報等を

利用して周知に努めたいと考えています。以上、答弁とさしていただきます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） まず、最初のですね、小田川自然博物館整備構想についてなんですけれ

ども、小田川については新町建設計画の中間報告を見ましてもですね、大変、川とのかかわりが

深い地域とされ、町民の暮らしや地域の文化と密接につながっている河川環境を守るとともに、

それを積極的に活用し、暮らしの中に川をとり戻すための施策を推進するとされております。ま

た、特に五十崎は小田川の流れとともにあるまちとしてですね、水と緑に恵まれた市街地として

新しい時代にふさわしい個性ある町を目指し、水をテーマとする文化施設など、新しい機能の整
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備を検討するということが謳われておるわけですけれども、今の新町建設計画については、その

都度地域審議会等でいろんな検証がなされていると思いますが、この小田川については地域審議

会等での審議とか議論はどのようなものがあったのかお聞きしたいと思います。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 地域審議会、これ各合併後ですね、合併前の各町ごとにですね、地

域審議会がございます。その中ではですね、新町計画に基づき、それぞれの旧村町単位でですね、

事業区分においてですね、事業計画を計上しております。その中に盛り込んだものにつきまして

はですね、すべて審議会に諮っております。事業の進捗状況含めてですね、事業計画等について

もですね、審議会の委員さんに諮っているという状況でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） ということは、この私が今質問した小田川の整備等は、新町整備計画の

中には入ってないということでよろしいんでしょうか。それとですね、福祉の件なんですけども、

先ほど手続きの簡素化できないのかというような質問なんですけども、このことはですね、１２

年前にも私の知り合いの保護者からはですね、聞いておることなんです。ということはこの１２

年間何もそういう手続きの、８回も行かなければならないものが、例えば２回になるとか３回に

なるのかといった進展が見られていないということになると思います。ですから私はこういうさ

さいなことかもしれませんけれども、当事者の皆さんにとってはですね、それが大変負担になっ

ておるわけですから、ぜひ取り組んでいただきたい。それと私がもう一つ残念に思うのは総合計

画をみましてもですね、どこにも福祉に関する、障がい者福祉に関することが謳われてないんで

す。もちろん福祉課の仕事としての中にはですね、当然書かれておるわけですけれども、この総

合計画というのはもうご承知のように、その中の基本構想というのは、理想とする将来の内子町

の姿、目標を示しているものだと思います。また、その中で重点項目としてプロジェクト１０と

いうのもありますが、そこにもどこにも書かれていないように私は思います。そのプロジェクト

１０もですね、できればプロジェクト１１にしてでも、まっさきに福祉優先のまちづくりをめざ

すというようなことはこれからは大切なことと思いますが、その件も含めて町長のご所見をお伺

いしたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 小田川の件はですね、新町建設計画の中にあがっておりましてですね、

小田地区の地域審議会の中で一定の議論は重ねて参りました。ごめんなさい、五十崎のですね、

地域審議会の中で一定の議論は重ねて参りました。一番大事なのはやっぱり、町が事業を実施す

る場合にじゃあその実施した時に、あとの担い手をどういうふうにやっぱりあるのかないのか。

これからそれをどういうふうにつくっていくのかどうなのか。施設を作るっていうことはあくま

でもこれは手段でございますから、目的ではないわけでございますね。と同時にそれよりもさら

に優先する項目がある場合には、そっちを申し訳ないけど優先させてくださいねということもご
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ざいます。また、財源の確保が大事でございます。合併特例債なのか、あるいは過疎債なのか、

辺地債なのか、いろんなやっぱ財源の確保も併せて検討しないといけない。いうことを総合的に

判断しながら今日まできたということでございます。ですから私は、今度五十崎地区と小田地区

は地域づくり計画をですね、来年度やらないといけない時期に入っておりますから、地域の中で

もぜひこの問題議論をしていただいて、引き続き地域審議会の中でもですね、議論をしていきた

いというふうに考えているところでございます。それから総合計画の中に福祉の分野をという、

総合計画というのは議員おっしゃいましたように未来を見つめていこうというのが大きな方向性

のものでございます。ただ福祉っていうのは大事な問題でございますから、総合計画に入れる入

れないということよりもですね、これは総合福祉計画の中にもきちっと位置付けもしております

から、町としても今まで同様、大事な項目としてこれは進めていくということに変わりはないい

うふうに思っております。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 手続き関係につきましては、先ほども申し上げましたように改

善できる所は改善を図って参ります。また代理申請、また郵便による申請なども十分に行いまし

て、負担軽減に努めて参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時より再開します。 

 

午前１１時４８分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、菊地幸雄議員の発言を許します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 菊地議員。 

〔菊地幸雄議員登壇〕 

○３番（菊地幸雄君） １２月定例議会にあたり、地域防災計画に関連する質問を致します。先

ほど才野議員が質問致しましたものと重複しますが、私にとりましては、初めての質問でありま

すので、あえて質問をさせていただきます。内子町地域防災計画は平成１８年に策定されていま

したが、東日本大震災、また福島原発事故を踏まえて地域防災計画の見直しがされ、平成２５年

３月に改訂されています。１０月に一部修正されております。今年の１１月２５日、建築物の耐

震改修の促進に関する法律、耐震改修促進法の改正法が施行されました。今回の改正で大きく変

わる点は、一部の建築物で耐震診断を努力義務から義務化し、その診断結果が公表され、その診

断結果の報告期限は２０１５年末と定められた非常に厳しいものになっております。平成２３年

に文部科学省が、公立学校施設の耐震改修状況調査で耐震化率を発表されました。愛媛県は全国

で４１位、内子町は耐震化率３７％で県内最低となっていました。一時避難場所、避難収容施設
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に指定されている小学校、中学校、自治会館等の耐震化を早急に進めていく必要があると考えま

すが、耐震化の現状と今後の計画についてお伺いを致します。 

次に、内子町地域防災計画では、内子町全体で一時避難場所が４８か所、避難収容施設が６８

か所指定されており、小学校、中学校、高等学校、自治会館などになっていますが、耐震可否の

欄で、否の施設は地震の規模によっては使用できませんとされております。避難収容施設６８か

所のうち、否の施設が２９か所もあり、一時避難場所では４８か所のうち１６か所もあります。

避難する時の判断目安として、地震の規模とはどのようなものを設定されているのかをお伺い致

します。 

次に、内子町で近い将来起きるであろう、南海トラフ巨大地震等に備え、地震防災マップ、地

域の危険度マップを作成されています。内子町地域防災計画書の震災対策編の総論において、想

定地震５、１８５４年に起きた安政南海地震マグニチュード８．４。これでは内子町における最

大震度は６強に想定されていることが報告されています。この震度による被害想定によれば、想

定震度５で建物被害は内子町全体で、全壊棟数１，２３６棟、半壊棟数４，７７２棟、人的被害

は死者３１名から４１名と非常に厳しい結果が想定されています。被害を少しでも最小限度に抑

えるために、早急にマンション、アパート、木造住宅等の耐震診断を行うとともに、その診断結

果を踏まえ、耐震改修等適切な措置を講じる必要があると考えられます。補助制度があると思い

ますが、利用者の状況と今後の計画についてお伺いを致します。 

次に、役場庁舎が停電した際の危機管理についてお聞きをします。災害から町民の生命を守る

責任をもつ町として、また防災拠点としていかなる災害にも対応できるような、強固な防災対策

を整備することが要求されています。長時間の停電による防災無線、水道、電話、コンピュータ

ー、ＦＡＸなどなどへの影響が懸念されます。現在設置されている非常用自家発電の容量とその

持続使用時間、そして長時間停電した場合の総合行政情報システム装置の稼働状況など、また防

災用自家発電設備の改善が必要と考えますが、今後の計画についてお伺いを致します。 

 次に、教育行政から愛媛国体に向けた準備についてお伺い致します。昭和２８年に四国４県で

共同開催して以来、６４年ぶりに初の単独開催となります、４年後の平成２９年に開催される第

７２回国民体育大会、愛顔をつなぐえひめ国体において、内子町でゴルフとライフル射撃が正式

競技として開催されることになっています。ゴルフについては、既存施設の愛媛ゴルフ倶楽部が

競技場に設定されていますが、ライフル射撃の競技場については、仮称内子町城の台公園特設ラ

イフル射撃場となっています。新設、または仮設しなければならないと思われます。また、県立

内子高校から県内２校目となるライフル射撃部の創部を検討していて、重点強化指定校に指定す

る内定をいただいているとのことですから、一日も早く練習ができる環境を早急に整備し、競技

力向上の強化を図るべきと考えますが、競技場の整備計画と今後の取り組みについてお伺い致し

ます。 

○議長（下野安彦君） 菊地幸雄議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 
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○総務課長（西澤美男君） それでは、菊地議員の耐震改修関連、それから非常時電源の関係に

つきまして私の方から答弁をさしていただきます。まず、避難収容施設になっております小学校、

中学校、自治会館等の耐震診断の現状、今後の計画につきまして。まず、耐震改修につきまして

は、基本的に防災拠点施設である役場本庁、分庁、支所、さらに、子ども達を最優先ということ

で、学校教育施設の小・中学校との計画等も進めておるところでございます。先ほどの才野議員

の質問でもお答え致しましたように、それぞれの計画につきましては、申し上げました通りでご

ざいますが、本庁、分庁。支所についてはすでに大丈夫ですので、本庁、分庁の耐震につきまし

ては、本年度設計業務を行っておりまして、来年度分庁、その次の年度２７年度には本庁にとり

かかるという予定に致しております。それから小・中学校につきましても、先ほどご答弁をさし

あげましたが、２７年度にはほぼ全ての小・中学校の耐震化完了ということで１００％というこ

とで目指して、今進めているところでございます。社会教育施設等、自治会館等につきましては、

これも先ほど申し上げましたが、財源確保等行いながらですね、必要なものといいますか、順次

ですね、進めていきたいということで検討致しております。それから耐震改修促進法の改正の関

係でございますが、これは不特定多数のもの、避難弱者が利用する大規模な建築物、それから地

方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、また県が指定する庁舎、避難所等の

防災拠点建築物に対して、診断およびその結果の公表が義務づけられたということでございます。

これに該当致します対象となりますものはですね、内子町でそういった大規模な建築物および指

定されているような輸送道路であったり、避難所等ございませんので、現在のところ義務化対象

の建築物はないということでございます。それからもう一点、防災計画の避難収容施設の一覧表

の中でですね、耐震が済んでないもの、出来てないものを否という表示があります。その一覧表

の欄外にですね、その否の指定についてですね、地震の規模によっては、指定できませんという

欄外での記述でございますが、一応想定はですね、南海地震等を想定致しまして、震度５強ので

すね、中規模以上の地震の場合にはですね、何らかの被害が想定されるということでございます

ので、この欄外の記述につきましては耐震未整備の建物、これにつきましては、その被害状況に

よってですね、利用出来なくなる恐れがあるということでの表示いうことでございます。ちょっ

と分かりにくい部分があったかと思いますが、そういう意味でございます。欄外での記載という

ことでございます。非常時には、指定の避難所全てをですね、全ての利用を想定しているいうも

のではございませんので、その被害の状況に応じましてですね、対策本部の方が地域の現状等連

携を取りながら指示対応をしていくということでございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。それからですね、庁舎の非常用自家発電設備の整備状況でございますが、先の太平洋三陸

沖を震源として発生致しました東日本大震災でございますが、この時にはライフラインが寸断、

崩壊等が報じられました。内子町におきましても、近年、想定外の異常気象等によりまして、町

内各地で豪雨、大雨をもたらしまして、大洪水、あるいは農地等への被害が多発する状況にござ

います。災害時は災害対策本部が、地域の現状、またその変化を正確に把握することによって、

的確な指示を与え、被害を最小限度に抑制をするということでございます。しかし、過去の全国

的な大災害では、その電源喪失によって、命令系統の根幹をなす災害対策本部が機能できないそ

ういった状況も報道をされております。非常時における自家発電の確保は大変重要であるという
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ふうに理解を致しております。そういうことで平成２４年度に本庁、それから分庁、支所の非常

用の自家発電設備を更新・増強を致しました。非常時における町災害対策本部の機能強化という

ことでございます。自家発電設備の容量及び発電時間でございますが、本庁及び分庁が２００キ

ロボルトアンペア、小田支所が９４キロボルトアンペアということで、執務室に対する冷暖房設

備の送電を除きましては、災害対策本部や総合行政情報システム等に支障を来さないように整備

ができているということでございます。発電設備の稼働時間でございますが、通常備蓄燃料で、

本庁、分庁が約７．８時間、小田支所は約１１時間連続使用できる設計になってございます。そ

の設備ですが、燃料Ａ重油により発電を行うという方式でございまして、その燃料を的確に補給

することによって、送電復旧まで耐え得るというものでございます。災害への対応と致しまして

は、こういった設備の充実だけでなく、防災計画の実効性を高めるため、風水害、震災時におけ

る職員の初動対応マニュアルを作成、周知をしているところでございます。今年１０月に発生致

しました台風２７あるいは２８号と、この場合にもですね、早めに職員を緊急招集を致しまして、

対策本部の指示により、的確な情報収集、避難所の開設準備を行ったところでございます。今後

も、このような多様な災害に対し、的確・迅速な対応ができるように、体制強化、順次図って参

りたいと思います。よろしくお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私どもからは、マンション、アパート等の建築物のですね、

木造住宅等の耐震診断及び改修等の補助制度の利用者の状況、及び今後の計画についてお答えを

したいと思います。内子町と致しましては、阪神淡路大震災等の過去の巨大地震におきまして、

一番被害の多かった昭和５６年以前の木造住宅の耐震改修を、巨大地震に対する地域防災力の向

上につながる重要施策と位置付けまして、平成１８年度より木造住宅耐震診断補助事業を開始し、

平成２４年度から木造住宅耐震改修補助事業を実施しているところでございます。事業実績と致

しましては、先ほど才野議員の答弁と申し上げました所でございますけれども、現時点で耐震診

断事業５件、耐震改修事業２件に留まっている状況でございます。今後の計画と致しましては、

補助金等の制度の見直し、それから町民の方が利用し易いような制度にしていきたいと考えてい

ますし、併せまして広報・ホームページ等での掲載で、また戸別訪問や耐震出前講座等に出向き

まして、さらなる耐震化、それから周知を図っ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。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 私の方から国体に関することについて答弁をさせていただき

ます。平成２９年に開催されます愛媛国体は、「君は風、いしづちを駆け、瀬戸に舞え」をスロー

ガンに「愛顔つなぐえひめ国体」を大会愛称として昭和２８年以来６４年ぶりに、本県にとって

は単独開催となるため県民総参加のもと、「お接待の心」で、もてなそうと取り組んでいるところ
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でございます。議員のご質問のありましたように内子町におきましては、正式競技として成年男

子ゴルフと、ライフル射撃、ＣＰ以外の２競技が内定をしております。お尋ねの施設の整備計画

についてでございますが、まず、ゴルフ会場は愛媛ゴルフ倶楽部となっておるため、過去に日本

プロゴルフ選手権等を開催している、プロのトーナメントを行っております名門コースのため、

国体の施設基準をクリアしておりますので、新たな整備計画は必要ないと考えております。 

次にライフル射撃につきましては、ＣＰ、センターファイヤピストルにつきましては、松前町

の警察学校を会場に行います。それ以外を小田･城の台公園の子どもの広場付近に特設射撃場を仮

設致します。また、同じ体育館がありますが、そこで競技が行えるような機材･設備等を設置して

参ります。そのための実施設計を来年度に、翌年に射撃場の建設工事、２８年に愛媛県公安委員

会の指定射撃場の指定手続き及び日本ライフル射撃協会の公認手続きを行う予定としております。

今後の取り組みと致しまして、初めての単独開催ということですので、愛媛県との連携を深めな

がら、これまで開催してきた自治体に学び、手探りで対応しているような状況でございます。し

かし、国体は内子町をＰＲする最大の機会と捉え、町民参加の開催に向けて、ゴルフ及びライフ

ル射撃等の体験教室を開きながら、高校を含めました町内の関係団体や事業所等との連携を深め

ているところでございます。そのため、来年の２月に準備委員会を立ち上げ、えひめ国体が正式

決定されますと、実行委員会に改め、ゴルフは行えませんが、大会一年前の平成２８年秋にリハ

ーサル大会を開き、内子らしい開催になるよう平成２９年の本大に向けて取り組んで参りたいと

考えております。議員におかれましても今後ともご指導・ご協力を賜りますようお願いを申し上

げまして、答弁にかえさせていただきます。よろしくお願い致します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 学校施設の耐震改修は、子どもの安全安心のためにも早急に改修する必

要があると思いますが、一時避難場所また避難収容施設になっている自治会館、集会所等につい

てはですね、この耐震改修だけではないというふうに考えております。その一例としてですね、

立川の一時避難場所、避難収容施設は立川自治会館と立川小学校になっておりますけれども、立

川自治会館においては耐震否の施設となっておりますし、また大雨の時などにはですね、消防団

とか自治会役員が、一番立川で最初に警戒をしなければならないということで出動がかかったり

致しております。以前ですね、自治会の広場に水が浸かって畳を上げたりするようなことが、そ

のような対応をしたということもございました。毎年のようにですね、その横にある田んぼ、ま

た畑等が水につかるような被害が起きております。耐震改修も必要なんですけれども、川床がで

すね、砂がかなり堆積して少しの水でも浸かるというような状況に今なってきております。ぜひ

この川砂、砂利の除去等にも対策が必要だと思われます。また立川小学校においてもですね、耐

震はできているんですけれども、避難通路になっている橋、これが老朽化をちょっと心配されて

おります。避難した後、橋が崩れていけば、あとそこから移動する通路が車で移動する通路がな

いというようなことで避難場所としてちょっとどうなのかと。ぜひ橋の点検とか改修も必要にな

るんではないかなというふうに思っております。一時避難場所、収容施設の見直しと、また早急

な対策を出していただければというふうに思っております。それから長時間の停電については、
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７．８時間とかいうようなご答弁いただきましたが、重油の備蓄も考えておられるんだと思うん

ですが、これによってもう少し、これ以上の時間が停電になった場合の対応もやっぱり考えてお

く必要があるんじゃないかなというように思っております。ぜひお願いをしたいと思います。そ

れからまた個人のマンションとかアパート、木造住宅においては、非常に５件とか２件とかいう

ような非常に数少ない、先ほど才野議員からも質問がありましたように、非常に住民にこの制度

が伝わっていないということがありますし、先ほども言ったように、かなりの被害が想定される

中で、こういう状況ではもし災害が起きた時に緊急車両、消防車とか、救急車等が通行できない

というような場合も起きてくるんではないかという心配もありますので、早急に対応を考えてい

ただきたいなと思っております。またライフル競技場の件についてですが、２８年度に１月にリ

ハーサルをするというようなことになっておりますが、できるだけ早くですね、整備をして今の

内子高校の子どもたちが練習ができる、そういうものを早急に整備していければいいんではない

かなというふうに考えております。と同時にこの施設については、仮設になるのか新設になるの

かを改めてお伺いをしとったらと思います。以前、ちょっと全協の時に、これは仮設で国体が終

われば取り壊しというような話を聞いたことがあるんですが、できればその大会後の有効活用と

いうことも考えていただいて、地域住民が広く活用ができるような施設としての配慮をいただき

たいというふうに思っておりますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。以上です。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） いろんなお話が出たんですけれども、耐震の関係につきましてはで

すね、順次、財源の確保を図りながらですね、自治会活動についても緊急性の高いもの、そうい

ったものを見計らいながらですね、進めていきたいいうふうには思っております。また、災害の

関係で橋の問題とか河床の問題等もございましたが、これらにつきましても今、例えば河床の関

係はですね、今、非常に大洪水が起こってですね、大変だというふうなことで下流域から順次や

ってきております。これもだいたい五十崎地区辺りがだいたい終わってきましたが、上流域につ

いてもですね、県等にもですね、要望を上げていきたいということで、すでにそういった要望も

進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。それからそういった防災関係、全体的に

ですね、総合的に判断をする必要がありますので、いろんな今提起された問題等含めてですね、

できるものについては早急に取り組んでいくということでございます。それから非常電源につき

ましては、７．８時間というのは、今現在は入っている中でですね、それを使い切るまでに７．

８時間ということですので、業者の方ともですね、連携をとって備蓄の確保も致しておりますの

で、それを継ぎ足すことによって送電復旧までですね、耐えられる設備だということでございま

す。私の方からは以上です。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 木造住宅の耐震関係でございますが、非常にまだ進んでい

ないということでありますが、県も町もですね、一刻を争うような形で取り組んで参りたいとい

うことで考えておりますので、なお一層の啓発また補助制度等の見直しということで図っていき
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たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 国体についてなんですけれど、内子町で行います国体につき

ましては５０ｍのライフル、１０ｍのエアライフル空気銃、それと１０ｍのエアピストル、それ

と１０ｍのビームライフル光線銃、それとビームピストルという５つのものを予定しております。

その中で屋外でやろうとする、これが仮設なんですけれど、この分が５０ｍのライフル、１０ｍ

のエアライフル、エアピストルで光線銃は体育館の中に機械を設置するというふうにご答弁さし

ていただいてきましたけれど、ビームライフル、ビームピストルというところを体育館の中で行

います。屋外の部分は、仮設ということで準備を進めております。内子高校に県の方のことで新

たに来年度から部が出来ます。この内子高校につきましては、光線銃、要は室内用でできますの

で、内子高におきましては体育館等、空き教室を活用さしていただきながら対応されるというふ

うに聞いておりますので、ご了解いただいとったらと思います。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 菊地議員。 

○３番（菊地幸雄君） 自治会等のですね、避難場所になっておるところのこれについても早急

に耐震を進めていただきたいと思うんですが、その優先順位というものを、いつも優先順位、優

先順位というのを言われるんですが、優先順位というのはどういうことで付けられるのか。再度

お聞きをしたいと思いますが。それくらいで、以上です。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） まずは一つには先ほど来、言っております財源の確保というのがま

ずあります。それから地域の中でですね、例えばずいぶんと避難所として指定をされております

が全てをですね、そこに避難をされると町の方対応できません。ですから災害の状況によってで

すね、町の方が指定をする場合にはですね、避難所として指定して誘導する場合にはですね、そ

の地域地域である程度、でかい施設をですね、優先的に大丈夫な施設をその災害の状況において

ですね、地震だったら耐震化のできている施設、しかも大きい収容ができるというようなことで

やっていきますので、そういう地域の中でどこがポイントとなってくるかというふうなことは今

後諮りましてですね、できるだけその地域地域、拠点を構えてですね、全体的な町全体での地域

性なんかも踏まえてですね、取り組んでいきたいということでございます。 

 

○議長（下野安彦君） 次に、山上芳子議員の発言を許します。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上議員。 

○８番（山上芳子君） ８番、山上です。  

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） １２月定例議会、通告に従い、２点質問をさせていただきます。初めに



平成２５年１２月第６８回内子町議会定例会 

30 

 

がん検診の有効的な推進についてであります。厚生労働省は、２０１１年度の病気やけがの治療

費が国民一人当たり３０万円を初めて突破し、国民医療費が過去最高の３８兆５，８５０億円で

あると発表致しました。医療費抑制の課題についてこれまでも質問があったかとは思いますが、

なにより予防することこそ、最大限の抑制策であり、私たちのためでもあります。本町としても

これまでさまざまな努力をされて参りましたが、現実は厳しいものかと思われます。少しでも有

効的な兆しとなることを願い、質問をさせていただきます。日本人の死因のトップはがんであり、

二人に一人はがんになると言われております。しかし、日本はがん対策で圧倒的に海外から取り

残されております。がんは早期発見で助かることは分かっていながら、自分のことになればなか

なか検診に行かないというのが現状です。受ける時間がない、がんと分かるのが怖い、経済的に

負担など受診しない理由があるようです。がん対策基本法が制定され、基本計画策定から５年が

経過したことから見直しがなされました。目標であった受診率５０％以上にはなかなか届いてお

りません。医療費を抑制する観点から２００９年度から始まった乳がん、子宮頸がんの無料クー

ポン事業が、本町でも一定年齢の５歳刻みの年齢に達した女性を対象に実施され、さらに２０１

１年度からは大腸がん検診にも無料クーポン事業が始まりました。これらのクーポン券によって

早期発見出来た方もおられると思います。その結果全国において乳がん検診率は２００７年度に

２４．７％から２０１０年度には３０．６％に。同じく子宮頸がん受診率は２４．５％から２８．

７％にそれぞれ上昇し、受診率向上に効果を上げております。しかし、厚生労働省はこの無料ク

ーポン券の対象年齢を来年度から絞りこみ、乳がんは４０歳、子宮頸がんは２０歳のみに限定す

る方針を示しております。市町村が実施したこの事業が開始から５年を経過し、効果が限定的と

判断したことをあげているようですが、到底納得できるものではありません。検診の費用負担と

受診率は密接な関係があるだけに、受診率低下になるのではないかと危惧するところです。そこ

でまず本町において、それぞれの無料クーポン事業の成果がどうであったかお伺い致します。ま

た、この事業を引き続き町単独事業として実施するお考えはないかお伺い致します。 

 次にコール・リコール個別受診勧奨についてでありますが、これはその無料クーポンなどで検

診案内した人が受診しない場合、手紙や電話などで改めて踏み込んだ案内をするもので、受診向

上に有効であったことが分かっております。どの国でも同じことなんですけど、このコール・リ

コールを利用されてイギリスでは４０％から８０％、倍近くの受診率向上につながっております。

またアメリカの方でも研究で報告がされております。せっかくこの無料クーポンを受けながら忘

れていることもあるのではないかと思います。再度連絡を受けて行く割合が大きく増えているよ

うです。本町においてもこのコール・リコールに取り組まれてはどうでしょうか。お伺い致しま

す。 

次に健康支援について質問致します。先月、文教厚生常任委員会において町内の介護施設を視

察させていただきました。それぞれに課題はあるものの、どの施設もゆったりとした雰囲気の中

で入居者の皆さんが落ち着いて過ごせるように努めておられることを感じられました。今、日本

は諸外国に類をみないスピードで少子高齢化が進んでおります。２０２５年には団塊の世代全て

が７５歳以上になると超高齢化社会を迎え、様々な問題が想定されます。平成１２年４月より介

護保険制度が導入され、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして開始されました。要介
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護、要支援と認定された方においては重度化しないように、そして重度化の予防、健康づくり事

業の取り組みが重要であり、要支援の方は介護度が高くならないように、そのための対策が必要

であります。本町においても介護予防教室、転倒防止、また地域でのサロン事業など高齢者への

健康支援の取り組みがされております。先日高知市へ高齢者の健康支援の取り組みを視察させて

いただきました。医療機関に頼りすぎない体力保持と自身の健康は自分自身で責任を持つために、

今、全国で広がりを見せている「いきいき百歳体操」を提案致します。いくつになっても元気で

いきいきとした生活を送るための体操です。重りを使った筋肉運動の体操で、ゼロから２．２キ

ロまで１０段階に調節可能な重りを手首や足首に巻き付け、イスに座ってゆっくりと手足を動か

していきます。運動によって筋力がつき、動くことが楽になることで転倒防止また寝たきりにな

ることを防ぎます。参加者の声には、杖なしでも歩けるようになったとか、イスから立ち上がる

のが楽になったとか、つまづかなくなったとか実感した声が届いているようです。９０歳を過ぎ

てからも体力は付けることができるとのＰＲで、高知市では３００か所から実施しております。

週２回の体操の継続で体力増進が図られ、地域でのサロン事業を利用するなど気軽に集まれる

方々から、５名でも１０名でも小単位で取り入れてはどうでしょうか。唯一、費用がかかるのは

調節可能な重りですが、一個２，０００円で一人２個で４，０００円、これは行政が用意し、無

料の貸し出しで対応をしておりました。健康は、本人はもちろんのこと家族にとってもかけがえ

のない財産だと言ってよいでしょう。健康支援により有効な予防支援策としてこの「いきいき百

歳体操」の実施へのお考えをお伺い致します。また、地域住民の声が届いております。着物や衣

類そして毛糸など、使用しなくなった物を再利用できる教室を開催してほしいとの声です。もっ

たいない精神から何かにリサイクルし、残したいとのことです。地域でも守り合え、支え合うこ

とで生きがいとやりがいを生み、介護予防にもつながります。健康支援の一環としてぜひとも取

り組みを願うものであります。お考えをお聞かせ下さい。以上２点、よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 曽根岡地域医療・健康増進センター所長。 

〔曽根岡伸也地域医療・健康増進センター所長登壇〕 

○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君） 山上議員からの、がん検診事業に関する

質問にお答えを致します。無料クーポン券事業につきましては、子宮頸がん検診・乳がん検診を

２１年度から実施しておりまして、本年度でそれぞれの対象年齢層全員にクーポン券と検診手帳

の配布が一巡をしたところでございます。これにより事業実施前に比べ、子宮頸がん検診の受診

率が３．８ポイント、乳がん検診が５．４ポイントそれぞれ増加をしておるところでございまし

て、受診促進と正しい健康意識の普及啓発に一定の成果があったと考えておるところでございま

す。本事業の町単独での実施についてでございますけれども、クーポン券配布事業を５年間実施

したことにより、対象年齢の全員にクーポン券と健康手帳が行き渡たりました。一定のこれで成

果はあったと考えておりますけれども、子宮頸がんの受診対象者の２０歳、入口年齢の２０歳に

つきましては、極端に受診率が低うございます。また、乳がん検診につきましても新規受診者の

掘り起こしの面から、４０歳の入り口の年齢に対象を絞った事業は、受診促進と健康意識の普及
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啓発の両面において、とりわけ効果的ではないかと考えておるところでございます。これらのこ

とから、内子町では来年度からそれぞれの入口年齢に対象を絞ったクーポン券事業を国の補助事

業の有無に関わらず、事業を実施していく予定でございます。また、国では現在クーポン券の配

布を受けたものの受診しなかった方々への受診費用の補助についても検討中と聞いております。

当面、内子町では対象を広げた形での事業の単独の実施については、今しばらく国の動向を見極

めて参るのと、受診の状況を、推移を見ていきたいというふうに考えておる所でございまして、

当面この入口年齢のクーポン事業を軸に、引き続き普及啓発・受診勧奨活動を展開していきたい

というふうに考えておるところでございます。 

続いて、「コール・リコール」事業についてでございますが、内子町では子宮頸がんのクーポン

対象者には２１年度から、大腸がん検診につきましては、それより以前より個別の再勧奨を検診

期間終盤に行なっておるところでございます。これにより２４年度の実績で、大腸がん検診が再

勧奨後に１１８人受診をされております。子宮頸がん検診で７１人が再勧奨後に受診をされてい

らっしゃいます。乳がん検診につきましても、本年度から集団検診日を拡充したことから、終盤

の後半の受診日の前に再勧奨を行いました。これにより８０人が集団検診を受診をされておりま

す。来年度以降につきましても新設される予定の「がん検診受診勧奨事業」を活用して事業の充

実を図りながら、引き続き勧奨事業を実施をしていきたいと考えておるところでございます。 

続いて、健康支援事業の実施についてのご質問でございますが、現在内子町では、保健センタ

ーの介護予防事業として、内子地域、五十崎地域、大瀬地域、小田地域で、それぞれ月２回程度

の運動教室を開催をしております。２４年度の実績で８６回、延べ人数で１，７８３人にご参加

をいただいておるところです。これはインストラクターの専門指導を地元で定期的に受けること

ができ、参加者の体力維持、閉じこもり予防・精神的健康の維持を図っているところでございま

す。また、各地で行われておりますサロン事業でも健康体操事業にお取り組みいただいておりま

して、健康運動実践指導者の資格を持つ保健師が指導に当たっておるところでございます。また、

介護保険事業の介護予防事業と致しましても、フィットネスクラブＲｙｕｏｗを活用した運動教

室や、地域の自治会を会場とした運動教室を実施をしておるところでございます。ご提案の「い

きいき百歳体操」とは、若干手法の相違はございますけれども、同様の目的をもった事業でござ

いまして、以前よりこの「いきいき百歳体操」につきましては、内子町でも着目は致しておると

ころでございます。今後もそれぞれの教室の内容充実を図るため、先進事例として十分参考にさ

せて頂きたいというふうに考えておるところでございます。 

最後に健康支援について、手芸教室等の取り組みについてのご質問でございますけれども、先

ほど答弁致しました各種の運動教室やサロン事業に参加することで、身体の機能向上につなげる

だけでなく、閉じこもり予防や脳の活性化にもつながっていると考えているところでございまし

て、現在のところ、手芸教室実施予定はございませんけれども、今後、高齢者自らが積極的に介

護予防に取り組み、元気でいきいきと生活できるような支援を行って参りたいと考えておるとこ

ろでございます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上議員。 
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○８番（山上芳子君） 厚生労働省の方でですね、２００９年から２０１３年のこの無料クーポ

ン実施致しましたが、来年度と再来年度を利用して、無料クーポンを受け取りながら受診されて

いない方に対してもう１回再受診をするようになるようですが、このことについてはご存じでし

ょうか。この２年間の成果を踏まえた上で国としては５０％の受診率を目標達成をするという方

向でおりますけど、私、内子町も若干の成果は今報告答弁していただきましたけど、なかなか厳

しいものがあります。それでですね、今後がん検診、子宮がんと乳がんにつきましては年齢が限

定されますので、ここは内子町として一歩踏み込んだがん対策の考えというものは今ないでしょ

うか。今後内子町が、どういうふうに受診率上げるために取り組もうとされている対策はないか

お聞きしたいんです。例題としましてですね、県内八幡浜ではワンコイン検診、５００円でです

ね、どの検診も受けられるというふうなことを実施しております。群馬県の太田市においても今

年度から一律５００円の各種がん検診、ワンコイン検診をされております。内子町としてもそう

いった皆さんが受けやすい方向に取り組みをしていただいたらなと願うものですが、今現在です

ね、今後受診率を上げるためにも、がん検診対策として何かこういうふうにやりますという取り

組みがありましたらお聞かせ下さい。 

○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 曽根岡所長。 

○地域医療・健康増進センター所長（曽根岡伸也君） がん検診の事業につきましては、先ほど

２０歳と４０歳の入口年齢でのクーポン事業を国の事業の有無にかかわらず、取り組ませていた

だくというふうに答弁をさせていただきました。実は厚生労働省の方では２０歳と４０歳のクー

ポン事業については、白紙撤回するというふうに情報では聞いております。そのことを受けて内

子町では事業に関わらず、入口年齢の受診勧奨は大変効果があると考えておりまして、その事業

につきましては町単独でも実施をする考えでございます。その他につきましては、積極的に受診

勧奨とか啓発を行って行くことで受診率のアップを図って参りたいと思いますが、入口年齢のク

ーポン券事業を軸に事業を展開さしていただきたいと考えておりますので、ご理解いただいたら

と思います。 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩します。午後２時５分より再開します。 

 

午後 ３時５５分 休憩 

 

午後 ２時０５分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、宮岡德男議員の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） １５番、宮岡です。 

〔宮岡德男議員登壇〕 
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○１５番（宮岡德男君） １２月議会にあたりまして、先の国会で自民・公明両党によって強行

可決をされた２つの法律に対して、稲本町長はどのような所見を持たれたかについてお伺いを致

します。これらの法律は、私ども町民一人一人の人権に直接関わる問題でありますので、あえて

伺うものであります。まず、１つは国会への法案提出から１カ月余、審議も衆参合わせても７０

時間にも満たない中、どの世論調査でも過半数が反対をし、７割、８割の国民から慎重審議を求

められている中で、強行可決をされた特定秘密保護法であります。何が秘密か、これが秘密とい

うような政府が勝手に秘密を指定をしている。関係している公務員、民間人のプライバシーを根

こそぎ丸裸にして、秘密を知ろうとする国民を広く重罰で処罰するという主権在民、基本的人権、

平和主義という憲法の基本原則を、ことごとく覆す違憲立法と言われているこの法律について、

稲本町長はどのようなご所見を持たれておられるかお伺いを致します。 

２点目は、この秘密保護法の影に隠れて国民の目に触れない状況の中で、これまた自民・公明

両党によって強行可決をされた社会保障プログラム法であります。この法律は、憲法２５条に基

づく社会保障という考え方を完全に放棄をしている。国民を無理やり自助に追い込む宣言だと言

われております。医療・介護・年金など社会保障の全分野に渡る制度改革を、政府に義務付ける

法律であり、町民の社会保障を大きく変え、後退をさせるこの法律ではないかと考えるのであり

ますが、この法律によって内子町民にとってはどのような影響が出てくるか、どう捉えられてお

るか、ご所見をお伺いするものであります。特に町長の選挙公約でもありました、「子どもたちに

夢を、お年寄りに安心を、働く人に元気を」という３つの目標達成にとっても、大きな障害が横

たわるのではないかと考えるわけでありますが、いかがでしょうか。 

 次に、原子力災害対策の住民避難計画についてお伺いを致します。この防災対策は、福島原発

事故の教訓を踏まえて計画が策定されていると思うんでありますが、福島原発では事故発生から

２年１０カ月を経た今なお、事故原因も解明をされておらず、政府の事故終息宣言が全くの誤り

であったことが明らかになっていると思うんであります。今、福島原発では放射能汚染水が日々

増え続ける、海洋に流れ出しており、汚染水の管理に失敗すれば、大量の放射性物質の流出につ

ながりかねない危機的状況にあるとも言われております。福島県で避難を強いられている地域の

面積は１，２５０ｋ㎡にもなっているとのことであります。また原発事故被害に対する復興住宅

は手掛けられておらず、１４万人もの方々がいまだに避難生活を強いられております。こうした

原発事故と被害の拡大の現実は、原発と人類が共存出来ないことを示しておりますが、政府は原

発を基盤となる重要なベース電源などと位置づけるのではなくて、原発ゼロの民意に沿ったエネ

ルギー政策を策定すべきであることをまず申し述べましてからこの質問に入らせていただきます。

住民避難計画においては、福島原発事故の教訓から、原子力規制委員会の原子力災害指針に基づ

いて作成されたようでありますが、伊方原発を中心に３０キロ圏域を、緊急時防護措置等を準備

する区域としておりますけれども、福島原発事故からも明らかなように、放射能の拡散は円状に

広がるのではなくて事故時の天候、風向きなどによって相当長い距離を汚染をしており、当町の

場合、３０キロ圏域の黒内坊だけの問題ではなく、黒内坊に隣接する五十崎、天神、内子、城廻

地区など人口が内子町民の大部分を占めている地域をはじめ、町内全域の避難が必要となること

が想定をされるわけであります。ここでは、内子町が今後想定する避難区域として、第２次避難
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区域、第３次避難区域と分けておられますが、地図にはコンパスで円を描くことはできますけれ

ども、放射能は空気によって拡散をするわけでありますから、このような円周による区域分けは

問題があると考えるわけであります。このことは福島原発事故でも問題になったことだと思うわ

けでありますが、今後、内子町ではどのような対応をしていくことを考えておられるか。また内

子町民が避難を強いられるような事態が起きた時の、緊急時迅速放射能影響ネットワークシステ

ム、ＳＰＥＥＤＩの活用はどのようになっているのでしょうか。福島事故では、このＳＰＥＥＤ

Ｉの情報はアメリカ軍には報告をされておりましたけれども、住民には知らされず、より危険な

地域へ避難をしていたことが現実に起こっているわけであります。こういう現実を見て、このＳ

ＰＥＥＤＩの活用についてはどのような状況になっておるでありましょうか。私は繰り返し言わ

していただきますが、原発の最大の防災は原発を再稼働させず、廃炉にすることだと考えるわけ

でありますが、町長のお考えを再度お伺いをするわけであります。 

最後に学校におけるいじめ問題についてお伺いを致します。いじめの深刻化は、教育と社会の

構造的問題とも言われております。先般、文部科学省より発表された２０１２年度の問題行動調

査によると、対前年に比べ、２．８倍の１９万８，０００件といういじめがあったとの報告であ

りますが、これは今までいじめとして捉えられておらず、見過ごしていた件数が多数あったこと

を物語っていると思うのであります。この数字について、教育委員長はどのように捉えられてお

られるかご所見をお伺いを致します。そして、内子町における問題行動調査の実態とその特徴に

ついて、どのように把握をされ、問題解決にどのような対応をされてきたか。また、今後の取り

組みなどについて方向付けをお伺いを致しまして、私の質問を終わります。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 宮岡議員にお答えを致します。まず、第１点の特定秘密保護法の関係で

でございますけど、先般マスコミの皆さん方、愛媛新聞だったと思いますけども、発表がされて

おりました。結論から私は申し上げますと、その経緯、審議の経緯、宮岡議員も言われましたけ

れども、経緯を見ておりますと、どうも拙速感があったな、あるな。そして、もう少し慎重に審

議すべきではないかという考えをもっています。国民の皆さん方への説明が非常に不十分な部分

があるというふうに私は感じております。例えば、秘密指定の範囲が恣意的に拡大されるという

ことは、ありはしないのか。秘密の指定や解除が明確なルールっていうものがやっぱあってしか

るべきで、そこの所がよく分からない。審議の中で次から次からと新しい言葉が出てくる。よく

よくまだ分からないいう点があったなというふうに思ってます。それから国民の基本的な人権で

あります、知る権利への配慮っていうのはどういうふうになされるのか。そういうふうな部分か

ら捉えますと、もう少し慎重に審議すべきではなかったかなというふうに私は考えております。

と同時に現行の法律、例えば自衛隊法でありますとか国家公務員法でありますとか、そういう現

行法の改正でカバーできないのかどうか、そういう疑問も私は持ちました。以上のような疑問を

もったわけでございますけども、しかし、私は国の安全保障等に関する分野、あるいは外交的な
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分野いうものにおいては、秘匿すべき事柄がやっぱ存在するであろうということにつきましては、

理解できるというふうに思っているところでございます。今後、執行までに少し時間があります

から、このような国民の抱く疑念等の払拭に努力していただきたいいうふうに考えているところ

でございます。 

それから、２つ目の社会保障の改革プログラム法の件でございますけれども、議員おっしゃった

ようにこの社会保障の問題っていうのは、やっぱりこれから日本が高齢化がどんどん進んでいく、

労働人口の減少も進んでいくというような環境の中で、日本が抱える大きな課題の一つだという

ふうに私は思います。大事なことは、負担と給付をどういうふうにバランスをとっていくか。高

いサービスを求めるんであれば、ある面では高い負担も必要になってくるだろう。そうでもない

負担であれば、やっぱそうでもないサービスということにもならざるを得ない。個の負担と給付

のバランスを、どういうふうに取るのかということがやっぱ一番難しい。公平感がどこにあるの

かということを考えていかないといけないんだろうなというふうに思ってます。ただ、今回のプ

ログラム法案の中で私たちが今までずっと申し上げておりました、例えば国民健康保険を国の運

営主体に変えてほしい。医療費の格差っていうのをなるべくなくすような方向で、負担の格差っ

ていうことをなくすような方向で、県の方に移管にしてほしいというようなものもこれも入って

おります。また、そのための健保組合からどういうふうに財源補てんをしていくのか、課題も残

っております。ですから、このプログラム法案の今後の推移をみていかなくてはならない。動向

の推移をしっかり見極めて、町として町民の皆さん方にも説明していかなくちゃいけない。国民

健康保険にどういうふうに反映されるのかということも、今後の推移を見ないといけないんだろ

うないうふうに捉えているところでございます。それから最後、原子力発電所の関係のご質問で

ございますけれども、この原子力発電所の問題につきましては、今までも私何回かこの議会で申

し上げて参りました。基本的にはやっぱり、徐々にこの原発への依存度を下げて、再生可能エネ

ルギーの方にシフトしていくべきだということはもう再々今日まで申し上げてきたところでござ

います。廃炉につきましても、国のこれからエネルギー政策の中でしっかりと、そこは位置づけ

をしていただいて、まだまだコストの負担をどうするのか、新しいエネルギーはどういうふうに

変わっていくものなのか。それはどういうふうに持続していくものなのか。まだまだ不特定なと

ころはたくさんあると思います。そういうものをしっかりと国の方で見定めていただいて、早く

このエネルギー政策を出していただきたいいうふうに私は思っておるところでございます。以上

でございます。あと３０キロ、以遠の件につきましては、また担当の方から答弁をさしていただ

きたいと思います。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡危機管理班長。 

〔亀岡 弘危機管理班長登壇〕 

○危機管理班長（亀岡 弘君） それでは、宮岡議員の質問にお答えをします。まず、原子力災

害計画の住民避難計画における３０キロ圏域、今後想定される４０キロ圏、５０キロ圏の考え方

について、ご説明申し上げます。平成２３年３月に発生しました福島原発事故の教訓を踏まえ、

平成２４年９月に発足した原子力規制委員会は、同年１０月に原子力災害対策指針を制定し、原
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発から概ね半径５キロ圏を予防的防護措置を準備する区域、ＰＡＺ。概ね３０キロ圏を緊急時防

護措置を準備する区域、ＵＰＺに設定をし、原子力防災対策重点区域を原発から３０キロに拡大

を致しました。これを受けまして、伊方原発から３０キロ圏域に五十崎黒内坊地区、４８世帯、

１２３人が指定をされました。今回の住民避難計画は、あくまでも黒内坊地区のみを対象とした

ものでございます。今後、事故の規模によっては、３０キロ圏に隣接する４０キロ圏、５０キロ

圏も考慮をしていく必要があると考えております。ただし、国及び愛媛県の現在の広域避難計画

におきましては、そのことには触れてはおりません。今後、町内の３０キロ圏に隣接する４０キ

ロ圏、５０キロ圏につきましても、内子町として計画を策定して参りたいと考えております。避

難計画の内容につきましては、今回計画した黒内坊地区の計画と、基本的な考え方は同じものに

なるものと考えております。一時集結所が、近くの集会所や自治会館などになると思われます。

また避難ルートにつきましても既存の国道５６号線、３７９号線、３８０号線、高速道路、県道

等を利用した避難ルートが想定をされます。広域避難所と致しましては、黒内坊地区は、一次的

避難所として小田地区、砥部町、久万高原町、東温市、二次的避難所として西条市が指定をされ

ております。４０キロ圏、５０キロ圏の広域避難受け入れ市町としては、今後内子町単独で県内

市町又は、県外市町に相手方と交渉をしていく必要がございます。先ほどありましたＳＰＥＥＤ

Ｉにつきましては、福島事故の教訓を踏まえて国からの情報開示があり次第、有効適切に活用し

て行きたいと考えております。以上で答弁を終わります。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） それでは、教育行政についてお答え申し上げます。文部省の発

表による問題行動調査等の結果でございますが、これはまだ文部科学省からその分析はされてい

ませんので、推測ではございますが、まず平成１８年度にいじめの定義が変わっております。今

までは、いじめとは自分より弱い者に対して一方的に身体的、心理的な攻撃を継続的に加え、相

手が苦痛に感じているものとなってました。その中で一方的、継続的、深刻なという基準に当て

はまらないという理由で、いじめの件数から含まれなかったものがあります。それが１８年度の

定義からですね、個々のいじめの個々の行為がいじめにあたるのか否かの判断は、表面的、形式

的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。いじめられた児童生

徒の気持ちを重視するということでございます。そのようなことから、２３年度から２４年度に

いっきに増えたということに関しましては、インターネットのいじめ等の増に加えですね、全国

的な事件がございました。大津市の事件等がございましたので、こういったことに関しまして掘

り起こしが進んだんではないかというふうに推測をしております。で、内子町内の実態でござい

ますが、認知件数が平成２３年度に１０件、平成２４年度に６件、今年度は、現在まで２件とい

うふうな状況になってございます。各学校では、従来から校内に、いじめ対策委員会の設置など

保護者等と連携していじめ防止対策に取り組んで参りました。教育委員会におきましても平成２

３年度に、いじめ問題への取組状況に関するアンケート調査、平成２４年度から、内子町いじめ・

非行・不登校対策連絡協議会の設置を行い、各学校の状況・情報交換を行って参りました。今後
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におきましては、今年度の６月２８日に公布されました、いじめ防止対策推進法による施策を計

画的に行っていく予定としております。具体的には、同法による各学校がいじめ防止基本方針を

策定して、校内研修等その中で未然防止の取り組み、社会性や規範意識、思いやりなどの豊かな

心を育むための道徳教育の推進、教育相談の充実を行って参ります。早期発見におきましては、

子どもの声に耳を傾ける方策の実施、子どもの行動を注視するチェックリストの作製等を行う予

定でございます。さらに、いじめを認知した場合には、組織的に対応して、被害児童生徒を守る

とともに加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅

然とした態度で指導すると。また、被害児童生徒・保護者への支援を行っていく予定でございま

す。いじめ防止対策のための組織の設置、重大事項への対処等につきましては、今まで取り組ん

でいったものをより発展させたものとする予定でございます。また、同法におきましては、努力

義務と致しまして、教育委員会に付属機関の設置、内子町にいじめ問題対策連絡協議会と重大事

態の場合の調査組織を設けることとなっておりますので、今後計画的に取り組む予定でございま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 避難問題でありますが、以前、私の質問に対して町長の方から。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員、マイクを近づけて下さい。 

○１５番（宮岡德男君） 要支援者辺りの避難についても検討を要するという問題提起がなされ

たようでありますが、特に福島あたりの経験みておりますと、そういう要支援者の避難というの

が非常に困難を極めていたということが報道をされております。もう一点、特に要支援者の中で

施設におられる方はすぐ対応ができやすいと思うんでありますが、今、在宅での要支援者が非常

に増えていると思うんであります。その中でも認知症を患っておられる高齢者の方、特に一人暮

らしの方あたりに対して、非常にそういう問題での判断がつきにくい方々がけっこうおられると

思うんでありますが、そういう方々への対応というのはどのように捉えておられるのでしょうか。

特に、この問題は計画書の中では、避難に際しては家族が同行するというようなくだりがあった

と思うんでありますが、一人暮らしのそういう要支援者については、家族が同行するというあの

形での対応は出来ないわけでありますから、そういう方々の避難に対する対応は、どのように考

えておられるのか。特にこれは、日常的にそういう方々の人数把握をしておかなければ、いざと

いう時には対応が出来ないわけでありますから、この把握をぜひしておく必要があると思うんで

ありますが、これに対してどのようなお考えを持っておられるか。特にこの件については、以前

私の質問で町長自ら問題提起をされたことでもありますので、もう一定の検討がされているので

はないかと思うんでありますが、現実にどのようになっているのでありましょうか。 

それからＳＰＥＥＤＩの問題ですが、これは国からの連絡があり次第ということでありますが、

実際にそういう緊急時には、もうほとんど連絡のしようがないというような状況が現実に起きて

いたわけでありますから、これはまさにもう日常的に風向きなどのデーターは出ていると思うん

でありますから、そういう部分の対応もぜひしておいていただいて、住民がやはり、この時期で

あればどういう風が吹くかというようなことも、やはり理解をしておく必要があるんではないか
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と思いますので、そういう部分での情報提供なども行う必要があると思うんでありますが、そう

いう点に対しての対応はどういうふうに考えておられるか。この２点。それともう１点、避難先

がほとんどこの内子町から言えば東、北の方向に避難が予定されているようでありますが、実際

にあの伊方原発の事故で、放射能が内子の方へ飛んできたとしますと、風向きから言いますとだ

いたい逃げる方向へ風が吹いていくように、これ私の素人考えでありますが、考えられるわけで

ありますが、そういう避難地域の設定に問題はありはしないか。この点については、どのような

検討をされているのか。これについてもお考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

それから最後にいじめ問題でありますが、たしかに定義が変わったということは、新聞報道で

も理解したわけでありますが、実際に私はその定義以前の問題で、実際に子どもたちがいじめに

あっていることについて非常に無頓着になっている場合が多いのではないか。全国の事例などを

みておりますと、そういう深刻ないじめにも関わらず、いじめではないと受け止めていたという

ような事例がけっこう多ございますので、この点についてどうなのか。特に内子町での件数２４

年６件、２５年２件というのは、これは増加の件数でしょうか。実際にあった件数でしょうか。

この点についてお聞かせをいただきたいと思うわけであります。特にこういういじめ問題など、

学校での問題行動を解決する上では、形式的な組織づくりや教育委員会からの通達ではなかなか

学校現場では対応しづらい。そういう通達が出れば出るほどいろんな点で動きづらいということ

が言われておるようであります。これはやはり学校現場で、そういう問題に対して教職員全体が、

やっぱその問題を共有できる一致した見方ができるような雰囲気、対応が学校現場でとられてい

るのかどうなのか。このことが非常に重要ではないかと思うんでありますが、この対応について

は教育委員会としてはどのような指導と言いますか、学校現場での対応をしておられるのか、こ

の点についてお聞かせをいただきたいと思います。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） それでは宮岡議員の再質問にお答えをします。まず、災害時に

おける要援護者はどうふうなものかということなんですけど、一つにはですね、必要な情報を迅

速かつ的確に把握して。必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な

場所に避難するなどの、災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々を一般的には言います。

一般的には、高齢者とか障がい者とか外国人とか、乳幼児とか、それから妊婦等が挙げられると

思います。これにつきましては、一応、要援護者、登録申請ということになっておりまして、そ

の中では一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者、７５歳以上の高齢者世帯、要介護

３以上の居宅認定者、聴覚障がい者、１級または２級の肢体障がい者、聴覚障がい者、精神障が

い者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者等となっております。それで現在内子町の中に要援

護者がどれくらい登録されているかということですけど、該当の黒内坊地域に関しましては現在、

申請登録主義になっておりますので、現在のところはゼロの状況でございます。あと町内を見ま

わしますと、内子地区が１２月１７日現在で３９１人、五十崎地区が１１６人、小田地区が２７

３人で合計７８０人の登録となっております。先ほどおっしゃられました、こういった要援護者

の避難マニュアルについて作成はどうかということでございますが、現在の段階はまだ出来てお
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りません。それにつきましては、関係部署と協議をしながら早急に作成をして参りたいと思って

おります。それから２番目のＳＰＥＥＤＩ等による風向き等でございますが、これにつきまして

は一応分かり次第ですね、分かり次第、また町民に適切に情報をお伝えをしていきたいと思って

おります。それから避難先が東北いわゆる伊方原発から直接来る風に向かって逃げているのでは

ないかということでありますが、これにつきましては、愛媛県の広域避難計画におきまして、い

ろいろ協議をされた中でこういうふうな避難先ということになっております。それで実際に事故

が起きた時には、またその風向等をですね、現実的には考慮をしながら、それでそれに対して適

切な指示判断をしていきたいと考えております。以上です。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

○学校教育課長（片山哲也君） 先ほどの問題行動等の調査の件でございますが、問題行動等調

査における件数というのは認知件数でございます。ですから発生件数ではないんですね、この調

査に上がっている数字と言うのは。ですから、認知件数ですから教員が知った数でございますの

で、それを知ろうとする努力、議員さんがおっしゃるように、いろんな方法で知りえる努力をす

ると思いますが、そういったことによって件数が上がってくるということでございます。それか

ら学校への指導とかそういったことにつきましては、学校の教育計画とか、そういったものにつ

いて連絡を密にとりながら個々に学校との指導については行っております。学校におけるいじめ

や不登校、暴力行為など生徒指導上の諸問題については、それぞれ学校訪問とか教育委員さんの

訪問もありますが、そういった形で指導をとらせていただいております。あと組織的なものの立

ち上げでございますが、これにつきましては先ほど申しましたように、今度のいじめ対策防止推

進法の中では、学校現場における基本方針をまず決めるということでございますので、その中で

従来のものより詳しく横の連携がつながる、縦の連携もつながっていくような組織にするように

計画をしている所でございます。以上です。 

 

○議長（下野安彦君） 次に、林 博議員の発言を許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） １１番、林です。 

〔林 博議員登壇〕 

○１１番（林 博君） 久しぶりに一般質問席に立ち、大変緊張をしておるわけでございますが、

１２月議会にあたり、学校教育行政について数点質問を致します。学校教育におけるいじめや体

罰また家庭での体罰や育児放棄など、悲しい報道が引き続き報道されておるわけでございます。

また当町では平成２２年３月に町立幼稚園、小・中学校の統廃合方針を打ち出し、それに基づき、

２６年４月から参川幼稚園と小田幼稚園の統合、参川小学校、田渡小学校と小田小学校の統合、

御祓小学校と天神小学校の統合、併せて小田中学校の移転を含め、教育環境の大きな変化が予想

をされております。そういう時期において保護者の方や地域から学校教育について質問や意見を

受けますので、教育委員長に以下質問をしたいと思います。 
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最初に全国学力テストについて質問を致します。全国一斉に実施されておる学力テストですが、

当初、どのように活用していこうと始まったものかお尋ねをしたいと思います。この度、文部科

学省は市町村教育委員会による学校別の成績公表を、来年度から認めるというような発表をされ

ておるようでございます。学力テストは授業の理解度を把握して施策に生かし、学力向上を図る

ために行われておるものと考えておるんですが、なぜ学校別に公表する必要があるのか、私は理

解をすることができません。学校別の成績公表に対しては県内教育関係者から慎重な対応や反対

論も浮上しているようですが、内子町教育委員会は対応をどうしていくかお伺いを致します。 

次に先ほど同僚議員からもありました、文部科学省の平成２４年度問題行動調査について通告

したわけですが、質問がありましたので私の意図する所を質問して重なる点は省略をしたいと思

います。先ほどの同僚議員の質問また片山課長の答弁で、内子町の実態も答弁をいただいて本当

に新聞報道等で見た件数に比べて少ないので安心をしたわけでございますが、この問題行動が報

じられた中においては、先ほどあったように２．８倍の確認ができたと把握をしたというような

報道だったのですが、その中でこの件数の増加が、従来の把握方法を変えることによってこうい

う数字が出てきたというような報道がされておるわけでございます。学校のアンケート調査、ま

た各教育委員会の取り組みが、なんらかの方法を変えたというような理解をしておったんですが、

この点特別にこういう取り組みがあったのかどうか、質問をしたいというふうに思います。また

先ほど報告がありました中で、２３年度が１０件、２４年度が６件の把握をしたと、町内で把握

をしたというんですが、当然これは解決をしておろうというふうに認識をしておるんですが、そ

こらの発生後の対応辺りを質問をしたいと思います。 

３点目に来春統合移転が目前になった幼稚園、小中学校の対応について質問を致します。地域

に学校がなくなるということは地域から子どもの声が聞けなくなり、大変さみしいことでありま

して、学校を存続して行きたいという考えは当然であります。しかし、児童生徒が減少する状況

の中では、子どもたちのことを思い、教育環境を保つために苦渋の決断をされた地域住民、保護

者の方々に敬意を表したいというふうに思います。教育委員会としても関係者の強い思いを受け

て、一般的な義務教育でなく内子らしい教育の再出発と捉え、統合を生かした一層特色ある学校

作りが大切であると考えております。統合の対象となった学校、地域にあっては、統合の判断、

統合に向けて様々な課題について検討協議がされ、基本的なことについては解決出来ていると認

識をしております。しかし、３月の学校閉校、４月からの新しい学校へ向けて対応されている中

で心配される声がありますので、以下４点についてお伺いを致します。一点目は幼稚園、小中学

校が今まで以上につながりを深めた連携教育、一貫教育の考えがあるかお伺いを致します。２２

年１１月に設置されました、小田地区学校統廃合等検討委員会においても、十数回の協議の中で

統合するのであれば、ぜひ検討をして行きたいということで先進地視察も実施されておるようで

ございます。２点目は、地域とのつながりの維持であります。各地域での伝統文化行事、祭り、

イベント等は、地域の人口減少や高齢化によって児童生徒は地域の主役となっているのが現状で

あります。学校統合によって校区が広くなれば、今までのような参加に制限されることも考えら

れます。各学校は、授業時間を確保しなければなりませんので、学校長による長期休暇あたりを

活用して授業時間を確保し、地域行事への対応は出来ないものかお伺いを致します。３点目は、
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閉校記念行事に対する対応であります。閉校となる幼稚園、小学校は、保護者地域と共に長い歴

史の締めくくりをするべく、記念事業に取り組まれております。この事業に対して教育委員会の

対応は、十分であると考えておるのかお伺いを致します。４点目は、年度末の引っ越し、来春か

らの学校対応について質問を致します。移転統合する学校は、春休みの限られた時間で移動をせ

ねばなりません。その対策をお伺い致します。私は半世紀前、小学校２年生の時に学校統合を経

験致しました。山間地の小さな学校からの統合でしたので、環境が大きく変わり、戸惑いがあっ

たことを記憶をしております。この度の統合にあっても、児童生徒に同じ状況もあると思うわけ

であります。この児童生徒に対する対応をどう考えておるのかお聞かせをいただきたいと思いま

す。また、新年度は学校運営上、設備や備品の整備等々、多忙になると考えますが、その対応に

ついてお伺いをしたいと思います。以上、地域の方々に伝え、安心していただける答弁を期待し

て質問とさしていただきます。 

○議長（下野安彦君） 林博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 城戸教育委員会委員長。 

〔城戸 彰教育委員会委員長登壇〕 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 私の方からは、林議員さんの学力テスト関係を答弁致しま

す。林議員もご存じだと思いますが、全国学力テストは２００７年度から小学校６年生、中学校

３年生を対象に始まりました。その調査の目的は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の

観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を分析して、教育施策の成果と課題を検証し、そ

の改善を図る。さらに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立てる

ことになっております。平たく言えばですね、達成度を把握してその足らん分を指導しなさいと

いう形だと思います。となりますと、公表についてもですね、この目的により内子町ではですね、

学力向上委員会を設置して、学力調査を基に町内学校と全国の結果を比較して、点数の低い問題

等の分析を行い、その結果をですね、各学校へ返し、児童生徒の指導に役立てています。公表に

つきましては、先ほど言いましたが、調査目的に沿った活用とし、特に内子町は小規模校が多い

ので個人の特定となる場合もありますので、学校別公表はしないと考えております。ただ今後で

すね、県内、南予管内の教育委員会と協議を諮りながら、慎重に進める方針でございます。以下、

課長の方から答弁させます。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） それでは２番、３番目のご質問にお答えをしたいと思います。

問題行動等調査の件でございますが、これにつきましては、先ほどちょっとふれたようにですね、

いじめの定義を十分に理解された結果、そういったことの掘り起こしが進んだ結果、２．８倍と

いうふうになったのが一番大きいんではないかというふうに思っております。つまり、いじめら

れた児童生徒の立場にたった掘りおこしを行う。日常でもクラス担任がですね、そういった昼休

みの時間とかそういった時間に注意を図りながら、そういったものはないかというようなことを
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注視した結果、そういったものが出てくるのが多くなったということが一番大きいんではないか

なというふうに思っております。内子町の実態で言いました平成２３年度１０件、平成２４年度

６件につきましては、これにつきましては冷やかしやからかい、仲間外れとかそういったもので

ございましたが、それにつきましては早期解消をしております。それと３番目に入りますが、連

携につきましては、今までにおきましても小中学校の教員が合同で参加する研究授業や問題を抱

える子や特別な支援を要する子のスムーズなサポートを行うための協議会等を開催しております。

この特別な支援をするというようなことが、連携につきましては一番必要な事項だというふうに

考えております。また、こういうことが同一敷地内であるため一層充実してできるようになり、

学習指導力の向上にもつながっていくものだというふうに思っております。一貫教育につきまし

ても、環境副読本などが小学校４年から中学校３年まで通して使うものとして作成しております。

内子の環境教育、地域と一体となったふるさと教育などもより充実させることができると考えて

おります。また、統合が少し落ち着きましたら、小・中学校が連携した教育課程も検討して参り

たいと思っております。次の質問でございますが、どの学校の教育計画にも地域との交流は必ず

重要な項目として入って参りますので、振り替え授業等で対応を行いながら地域行事には十分対

応していくようにと考えております。次に、閉校となる学校の記念事業についてでございますが、

教育委員会は告示や町側の出席等の調整をしておりますが、今後、事業実施におけるご要望等が

ございましたら、課内に相談できる担当職員も配置しておりますので、できる限りの対応をした

いと考えております。落成行事につきまして、教育委員会が中心となり準備を進めておりますの

で、ご理解を賜りたいと思っております。次に、閉校となる学校の移転につきましては、十分承

知致しております。専門業者でなければ運べないもの、例えば金庫とか、ピアノとか、医薬品類

につきましては、３月補正で対応を考えております。それ以外のものについては、教育委員会職

員も、週休日も含めて、手伝いが可能な者は全て動員して、トラックの運転とか運搬等にも対応

をしたいと考えております。学校運営に関しましても、統合との日頃より連絡を密にして、各種

問題に柔軟に対応していきたいというふうに思っておりますので、また具体的に計画が上がりま

したらお知らせしたいと思っております。以上でございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） はい。再質問をさしていただいたらと思います。文部科学省の問題行動

調査で課長は、先ほどのような答弁をされたわけでありますが、報道を見ますと学校が実施した

アンケートによる把握が以前にまして多くなった、５３％あまりをそのアンケートで確認ができ

たというような報道がされておるわけでございます。そこら内子町の学校、また教育委員会とし

てこの調査に対応してそういう新たな取り組みができたのか、またアンケートの聞き方、調査の

仕方辺りの対応があったのか、それらをお尋ねをしたいと思うんですが、それに合わせて愛媛県

下でもかなりの件数が認知をされておるようでございます。愛媛県でもこの調査で、７９６件い

じめの件数。また、不登校あたりも小・中学校の不登校が９８５名、高校の不登校も３４５名と

いうような調査結果が出ておるようで、県内の調査件数に比較して先ほどの答弁の件数が非常に

少ないので反面十分こう学校現場で対応し、そういう件数がないという、言うたら誇らしげな感
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じも受けるわけですが、本当にこれが報道と答弁との差が大きすぎるような感じも受けるんです

が、そこらちょっと確認をしたいと思います。それと学校統合に伴う質問の中で閉校記念事業、

私の質問も悪かったのかもしれないんですが、各学校で対応を今され、取り組んでおられるとい

う各学校で、どんな記念を残すかというようなことでやられておる。記念式典とかそういうもの

は、当然これは。答弁があった記念式典等はもうそれは問題外で、その取り組みをされとる中で

は、非常に財源的に厳しいと、助成全てで対応しようとは思わないが、あまりにもやることに制

約をされてしまうと、歴史の締めくくりもやりにくいと、いうような声も聞くわけでございます。

各そういう取り組みに対しての財源の対応辺りを、どうされておるのか再度質問をしたいと思い

ます。それと新年度の対応でございますが、ぜひ子どもたちが相談できる養護教諭もおるわけで

すが、必要な場合には専門の配置も検討をいただきたいなと。必要性があるのではないかという

ふうに思うわけでございます。また、現在の内子町の学校の校務員さん、ここらの対応が今の１

週間限られた時間での対応で十分なのかどうか。そこらも質問をしたいと思います。答弁をお願

い致します。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡教育長。 

○教育長（亀岡忠重君） 今のですね、いじめの認知件数の関係で、１０件、６件、２件という

ことがありましたが、学校から上がってくる件数ですが、今学校からはですね、不登校の問題、

それからいじめの問題、非行の問題、それから体罰の問題、毎月上がってきます。で、今のいじ

めとかですね、体罰の関係も、これは、いじめは、特に学校では毎月上がってきますが、学校で

は年に１回しております。今後において今もですが、今後においては学期ごとにですね、体罰に

ついてもですね、いじめについてもずっと調査をしていきます。先ほども言いましたようにです

ね、課長が言いましたようにですね、やはりそこらあたりの把握ができるというか先生方にです

ね、相談するとかそういう形が出来てきておりますので、件数としては上がってきております。

先ほど解決はどうということもあったかと思うんですが、全国でもですね、９０％が解決してお

ります。内子町もですね、早期な解決をしております。まず、子どもたち同士とそれから保護者

も交えた中でですね、そういうことで対応しておりますが、今その対応で１件については進行中

のもあります。そういうことで件数としてはですね、少ないですがそういうことが浸透もしてき

ておるのかなと思っております。それから今のですね、統合の関係ですが、学校でも今、記念碑

とかですね、記念碑という格好でやってもらっておりますが、先ほど、財源の問題もありました。

それはたくさんですね、出してあげたいわけなんですが、これも一つの予算もありましてですね、

１校１５０という格好で制限出しております。参川小学校の場合は幼稚園もありましたので、１

８０という格好で出しておりますが、その予算の中でやってほしいという格好でお願いしてやっ

てもらっております。ですから、不足分については、また地域のですね、ご協力も得たりしてや

っておる状態だと思いますが、これはそういう格好でやってほしいなと思っております。それか

ら新年度についてですね、子どもたちがスムーズにこう学校生活慣れるということでありますが、

統合前からですね、交流学習もやっておりますし、子どもたちがですね、交流をしております。

それから今後においてはですね、やっぱりこう先生方もですね、どういう配置をしていくかとい
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うことも含めながらですね、子どもたちが安心してできる学校生活ができるようなですね、形を

とっていきたいということで思っております。校務員についてはですね、やっぱり年間２００時

間という一つのくくりの中でやっておりますが、そういう格好でですね、続けていくという格好

で思っております。で、その形でどうしてもですね、やっぱり配慮がいるということになればで

すね、そういうことを考えていかんといけんと思っておりますが、今の中ではですね、先ほども

言いましたようにですね、なるべく交流を含めながらですね、子どもたちがスムーズに学校生活

に慣れるような形をとっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたらと思います。

以上です。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） はい。質問の私の方法も悪かった面が大きいと思うんですが、なかなか

全てを理解することもできないわけですが、まだもう一点質問したいんですが、先ほど教育長、

閉校記念行事に町から１５０万また幼稚園がある所は１８０万。１５０万でどの程度の対応がで

きるものと考えておられるか。それを質問したいと思うんですが、最後の質問ですのでその点を

一点質問したいのと、こういう、今議員の中で出ております、こういう一般質問のやり方、なか

なか一括に答弁を受けて、あと残り２回の質問で理解、腹入りをしにくいということで、ただ今

議会と致しまして、３月議会から一問一答方式の導入を検討をしておりますので、またそういう

勉強も我々もして質問をし、十分な腹入りが出来るようしたいと思います。１点だけ答弁を求め

たいと思います。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡教育長。 

○教育長（亀岡忠重君） 統合に関しては本当にこう地域のですね、ご理解をいただいて、こう

出来たということで本当にありがたいと思っております。費用については言われる通りです。そ

れは倍あってもですね、足らんかもしれません。それですが、やっぱり統合して行く中でですね、

やっぱりこう地域の力っていうか、そういうものを借りたい。そういう中で子どもたちをですね、

行政それから地域と一緒になってですね、育てていきたいという、そういう思いがありますので、

本当に十分ではありませんが、この費用以外は出せませんので、ご理解をいただいたらと思いま

す。以上です。 

○議長（下野安彦君） 以上で、一般質問を終結します。 

 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 ７ 予算決算特別委員会の設置について 

○議長（下野安彦君） 「日程第７ 予算決算特別委員会の設置について」を議題とします。 

お諮りします。内子町議会会議規則第６条第１項の規定により、予算・決算に関する審査につ

いて、１５人の委員で構成する「予算決算特別委員会」を設置し、これに付託の上、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。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、予算・決算の審査について、１５人の委員で構成する「予算決算特別委員会」を

設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

お諮りします。ただいま設置されました「予算決算特別委員会」の委員の選任については、内

子町議会委員会条例第８条第４項の規定により、お手元に配付している名簿のとおり全議員を指

名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「予算決算特別委員会」の委員は、お手元に配付している名簿のとおり選任する

ことに決定しました。 

ここで２０分間休憩します。午後３時３０分から再開します。 

予算決算特別委員会委員は委員会室に集まって頂き、委員長、副委員長の互選を行って下さい。 

 

午後 ３時１０分 休憩 

 

午後 ３時３０分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

休憩中に開かれました「予算決算特別委員会」の委員の会において、委員長、副委員長の互選

が行われ、その結果についてご報告します。予算決算特別委員会委員長に山崎正史議員、副委員

長に山上芳子議員。以上のとおり選任されました。 

 

日程第 ８ 委員長報告 総務常任委員会付託のもの 

○議長（下野安彦君） 「日程第８ 委員長報告」を行います。 

 この「受理第４号 フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼働を認めないことを求める

請願」については、９月定例会において総務常任委員会に付託し、閉会中の継続審議となってい

たものであります。総務常任委員長から、委員会の審査報告書が提出されておりますので、審査

結果の報告をお願いします。 

○総務常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田厚寛総務常任委員長、ご登壇願います。 

〔中田厚寬総務常任委員長登壇〕 

○総務常任委員長（中田厚寬君） 平成２５年９月議会定例会付託。受理第４号「フクシマを繰

り返さないために伊方原発の再稼働を認めないことを求める請願」について。ご報告申し上げま

す。平成２５年９月、第６７回内子町議会定例会において総務常任委員会に付託された、受理第

４号「フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼働を認めないことを求める請願」について、

去る１１月１８日に当委員会を開催し、審査を行いましたので結果をご報告申し上げます。本請
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願内容は「東日本大震災の大きな犠牲によって得られた教訓を生かすためにフクシマを繰り返さ

ないために、伊方原発の再稼働を認めないこと」を議会決議をもって政府に強く働きかける事で

あります。委員の意見を求めたところ、「原発に頼らない新たなエネルギーを模索しながら、国

の安全規制委員会が安全であるという結論が出た場合には、安定的な電力の供給、ＣＯ２の問題

等を考えると脱原発を目指しながら、安全と確認された原発施設については再稼働もやむ得ない

のではないか。国の動向を見ながら対応していくべきではないか。」という意見、「マイナス面

も大きく報道されている。原発はない方が良いに決まっているが原発による経済効果、プラスの

面も現実的にはあったはずである。県においても、地元自治体においても十分に検討、議論がさ

れているところであり、今後の推移をみるべきではないか。」という意見、「平成２４年６月定

例会において「脱原発」政策の確立・推進を求める意見書を政府に提出している。福島の事故を

教訓に国民の危険や不安を避けるためにも、政府のエネルギー政策を抜本的に転換し、早期に原

子力発電から脱却し、再生可能エネルギー政策を確立し、日本国の総力をあげて新エネルギー事

業を強力に推進することという意見書をすでに決議している。」などの意見があり、採決を行っ

た結果、採択に賛成する委員はありませんでした。よって、受理第４号は、不採択にすべきもの

と決定致しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 只今の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 委員長報告によりますと、安全という国の方向が出たからということ

のようでありますが、実際に昨年、国に求めた「「脱原発」政策の確立・推進を求める意見書」

で我々が述べていた部分いうのがどのような形で我々に返ってきているのか。それが安全と言え

るのか、その点について委員長はどのように受け止めておられるのか。再度お聞きをしておきた

いと思います。 

○議長（下野安彦君） 中田委員長。 

○総務常任委員長（中田厚寬君） 国の方の安全基準というのも正式にはまだ発表もされており

ませんし、規制委員会の方でも検討されておりますし、愛媛県にとっても中村知事もまだ結論を

出しておりません。また、委員会の中でもいろいろお話がありましたけれども、伊方町などは伊

方原発に頼る経済と言いますか、そういった面で住民も大半の者が携わっているというようなこ

とで、現在は職も失って東北の方に単身赴任をしているというような状態もあるというようなこ

とで、この伊方原発もそうですけれども、はっきりした結論が出ておりませんので、現在の所は

今までにも意見書を出しているというようなことで、採択については不採択という形になったわ

けでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 只今のご説明によりますと、国や安全委員会がそういう方向に向いて

いるからというような主旨であったと思うわけでありますが、残念ながら今の国が作っておりま

す委員会というのは、原発推進の立場に立たれている方々が中心で安全問題を論じられておるよ
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うであります。そういう状況の中で私は、これをもって安全が確保されたとは言えないのではな

いかと思うんでありますが、再度その点について。 

○議長（下野安彦君） 中田総務常任委員長。 

○総務常任委員長（中田厚寬君） 意見の中で言いますと、今の電力供給ではやはり天然ガスや

火力発電に現実的には頼らざるをいけない部分がある。そんな中でＣＯ２が今まで、今まで以上

に排出されて地球温暖化の一因になるというようなこと、全てのことを考えると脱原発を目指し

ながら安全と確認された原発施設については再稼働もやむを得ないんじゃないかというような意

見が大半でございました。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） ＣＯ２の問題は確かに化石燃料による電気を作る上では増えてきてい

るのは事実でありますけれども、しかしあの福島の現実を見たならば、そこに実際に人が住めな

い、福島だけではなしにもう全国的、全世界に被害をもたらしているのであります。それともう

１点、経済的な問題を言われましたけれども、非常にあの事故以降に使われている金というのは

大変な額になっていると思うんであります。東京電力だけで対応ができないということで、今、

何兆円もの金が国民の税金をもって使われているような状況をみると、これは、私はやはり脱原

発の方向、昨年国に求めたあの政策を我々自身が求めた以上、そういう方向に立つべきではない

かと思うわけでありますが、この点について委員長のご見解を 

○議長（下野安彦君） 中田総務常任委員長。 

○総務常任委員長（中田厚寬君） ２４年の６月定例会において、「「脱原発」政策の確立・推

進を求める意見書」を政府に提出しているということで、意見書をすでに決議しておるわけです

けれども、休止をしておっても再稼働しても、核燃料の燃料といいますかそういったものについ

ては、再稼働しておって核の廃棄が増えるということもありますけれども、使用済み核燃料につ

いても燃料と同じようなセシウムなども発生するということで、いざ災害が起きた時には、同様

の被害をこうむるということですので、今の代替エネルギーが見つかるまでは、やはりクリーン

なエネルギーとして使用して、再稼働を国が方針を示していったならば、それに従っていくのも

やむを得んのではないかと。できれば廃炉にして、ゆくゆくは自然エネルギーに頼るということ

は大切ですけれども、今の時点としては全員の委員がやはり廃炉にするということは時期尚早で

はないかと。愛媛県も各市町村たくさんありますけれども、その中でも先陣を切って廃炉にする

というようなことを国の方に意見書として上げるのは時期尚早ではないかという意見が大半でご

ざいました。以上です。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 確認の意味で委員長に質問さしていただきます。去年の６月２１日にこ

の場で「「脱原発」政策の確立・推進を求める意見書」を起案した者の一人として確認さしていた

だきたいと思います。この中で現在の核燃料、リサイクル計画に実現見通しが立たないことを踏
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まえ、使用済み核燃料の実現可能な長期的管理方法を早急に確立することと国の方に求めており

ます。当然この意見書は、前回一致で採択したことです。今回の伊方原発云々のこともあります

が、根本的においては、内子議会としては６月２１日の意見書を重視するということで、委員長

のお考えはどうでしょうか。 

○議長（下野安彦君） 中田総務常任委員長。 

○総務常任委員長（中田厚寬君） ２４年の６月に定例会において先ほどから申しておりますけ

れども、意見書をすでに決議しているというようなことで、この問題については、不採択と。先

ほど申しましたけれども、各町村において先陣を切るようなことは、まだ中村知事も推進をして

いないという形で捉えております。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。他にありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 中田厚寬総務常任委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論に入ります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私は、本請願を採択すべき立場で委員長報告に反対する討論を行いま

す。私は採択すべき第一の理由として、この日本に地震国であります日本に、安全な原発は存在

をしないと考えております。特に、伊方原発は国内で唯一、内海に面した原発でありまして、そ

の危険性は近く起こるであろうと言われております、東海・東南海・南海地震の影響から、伊方

原発の６キロ先を走る我が国最大の活断層であります中央構造線の活動が連動して起きる危険の

地震もいわれておるのであります。伊方原発は瀬戸内海という閉鎖性の内海に面しておりまして、

そこから冷却水をとり、いざ事故の場合は放射能を垂れ流す、広げる恐れのある原発であります。

これは、日本でそういう状況を起こす原発は伊方の３基だけであり、福島原発事故の教訓から学

ぶならば、再稼働は行わせるべきではないと考えるわけであります。と同時に、昨年のあの意見

書でも述べておりました使用済み核燃料の処理に対して、これを技術的に完成されたものではな

く、そのことが今の福島原発の惨状をみればお分かりだと思うわけであります。また、委員長報

告に反対をし、採択すべき第２の理由は、先ほどからも議論をされております、昨年６月議会で

当議会が全会一致で採択をし、政府に求めた「「脱原発」政策の確立・推進を求める意見書」で表

明を致しました脱原発の意思は、これは内子町民の意思表明であったと理解しているからであり

ます。ここでは、こう述べているんであります。未だに福島第一原発の事故の終息や事故原因も

究明をされておらず、事故を引き起こし、被害の拡大を招いた責任がとられていないなど何一つ

解決をされていないと述べているんであります。このことは、現在もなんら変わることなく続い

ていると思うわけであります。国に対して、今回の事故を教訓に国民の危険や不安を避けるため

にも政府のエネルギー政策を抜本的に転換をし、原子力発電からの脱却を求めること、これは内

子町民を代表して内子町議会が全会一致で議決をしているのでありまして、政権が民主党から自

公政権に変わったからというようなうがった見方をされるわけでありますが、手の平を返すよう
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に原発の再稼働に手を貸すことは、内子町議会の権威を汚すことではないかと考えるわけであり

ます。私は内子町議会の権威を守ることと併せまして、内子町民１万８，０００人の安全・安心

を守ることにつながると、この思いから本請願を採択をして、伊方原発の再稼働させるべきでな

い、こういう立場で討論を終了させていただきます。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） 私は、総務常任委員長より報告のありました、請願付託に賛成の立場で

討論を致します。請願にありますように、巨大なリスクを伴う原子力発電所は、再稼働させず廃

炉にすべきであるといった考え、それとは逆に安全が確約されるのであれば、再生エネルギー発

電に移行するまでの間、再稼働はやむを得ない、安定した安価な電気供給の願いやＣＯ２削減対

策等、賛否両論あり大変難しい問題ではあります。そういった中、過酷な事故が起きればコント

ロールできない原子力発電施設は現存します。再稼働していようがいまいが、危険性は同じで放

射能は水をかけたり埋めたりしてもなくなりません。その処理技術は、まだ確立していません。

しかし、いつまでも操業停止状態が続けば、果たして危機感を持った管理が持続できるのかとい

う不安があり、逆に見えるところで多くの人が携わり、関心を持ち隔離し確実に管理でき、原子

力規制委員会が安全基準をクリアしていると認め、立地自治体が容認するのであれば、再生可能

なエネルギー発電に移行するまでの間、再稼働はやむを得ないではないかとの私の思いです。し

かし、原子力発電事業を推進するわけではありません。本町議会におきましては、昨年６月に「「脱

原発」政策の確立・推進を求める意見書」を提出しており、改めて伊方だけを取り上げる必要は

ないと考え、この請願に反対し不採択に賛意を致します。以上。 

○議長（下野安彦君） 他、ございませんか。これにて討論を終結します。 

これより、委員長報告のあった「受理第４号 フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼

働を認めないことを求める請願」の採決に入ります。 

 委員長報告について反対意見がありますので、起立により採択をします。 

 本請願に対する委員長報告は、不採択であります。本請願を委員長報告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（下野安彦君） 起立多数であります。 

 したがって、本請願は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 ９ 議認第６号 平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について（総務

常任委員会付託） 

  日程第１０ 議認第７号 平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算の認定について（総務常任委員会付託） 

  日程第１１ 議認第８号 平成２４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

（総務常任委員会付託） 

日程第１２ 議認第９号 平成２４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
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定について（総務常任委員会付託） 

日程第１３ 議認第１０号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１４ 議認第１１号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１５ 議認第１２号 平成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について（総務常任委員会付託） 

日程第１６ 議認第１３号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

日程第１７ 議認第１４号 平成２４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（総務常任委員会付託） 

○議長（下野安彦君） 「日程第９ 議認第６号 平成２４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７号 平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」「日程第１１ 議認第８号 平成２４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１２ 議認第９号 平成２４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１３ 議認第１０号 平成２４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１４ 議認第１１号 平成２４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１５ 議認第１２号 平成２

４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１６ 議認第１３号 

平成２４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１７ 議認第

１４号 平成２４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９件は関連もありますので、この際一括して議題とします。この９件は、９月定例会におい

て総務常任委員会に付託し、閉会中の継続審議となっていたものであります。 

 総務常任委員長から委員会の審査報告書が提出されております。 

 中田厚寬総務常任委員長ご登壇願います。 

○総務常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田厚寬総務常任委員長。 

〔中田厚寬総務常任委員長登壇〕 

○総務常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。平成２５年９月議会定例会付託。平成

２４年度一般会計・特別会計歳入歳出決算認定について。 

それでは５ページをお開き下さい。ご報告申し上げます。平成２５年９月定例会において、閉

会中の継続審査として当委員会に付託されました、議認第６号から議認第１４号までの決算認定

に関する９件について、審査の結果をご報告申し上げます。去る、１１月１８日に委員全員の出

席により本委員会を開催し、平成２４年度の各会計の決算について歳入歳出決算書及び決算資料

に基づき、会計管理者及び担当課長から説明を受けるとともに監査委員から意見を聞きながら、

予算執行状況等について審査を行いました。審査の結果、本件すべて原案のとおり認定すべきも

のと決定致しました。なお、監査委員の意見につきましても、詳細かつ適正・妥当な意見である
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と認めましたので、ご報告を致します。以上、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

中田厚寬総務常任委員長、席にお戻り下さい。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 これより一括議題としております「日程第９ 議認第６号」から「日程第１７ 議認第１４号」

までの決算の認定９件について、一括して採決に入ります。 

 お諮りします。 

 これら９件の決算に対する委員長報告は、認定すべきものであります。委員長報告の通り認定

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、「議認第６号」から「議認第１４号」までの平成２４年度決算認定９件は、委員長

報告のとおり、認定されました。 

 

日程第１８ 報告第１１号 専決処分の報告について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１８ 報告第１１号 専決処分の報告について」を議題としま

す。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  報告第１１号、専決処分の報告について。この報告案件につきましては、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した工事変更請負契約につき、報告をするも

のでございます。内容につきましては、建設デザイン課長に説明を致させますので、よろしくご

審議の上、ご承認賜わりますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、報告第１１号の関係でございますが、議案書に

つきましては、８ページをお開き願ったらと思います。説明資料につきましては、資料４でござ

いますが、１ページでございます。Ａ３の分でございます。 

それでは、議案書の８ページでございますが、専決第１０号についてご説明申し上げます。議

会の議決に付すべき契約につきまして、地方自治法第１８０条の第１項の規定により、次のとお
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り専決処分するものでございます。専決処分日は平成２５年１２月２日でございます。議会の議

決に付すべき契約について。まず、１番と致しまして、契約の目的、第５２号、小田幼稚園及び

小田小・中学校体育館改築工事に係る工事変更請負でございます。契約金額でございますが、元

の契約額につきましては、３億４，０２０万円でございまして変更契約額、３億４，３０５万円

でございます。したがいまして、２８５万円の増額となってございます。契約の相手方でござい

ますが、愛媛県大洲市白滝甲３０１番地、株式会社一宮工務店、代表取締役、興梠 安。続きま

して支出予算科目でございますが、一般会計１０款１項３目１５節の工事請負費でございます。

変更理由でございますが、追加工事等によります設計変更に伴いまして、今回工事請負額につい

て変更するものでございます。変更の内容につきまして、説明資料４の方で説明申し上げたらと

思います。Ａ３の分でございます。主な変更内容でございますが、まず、３点ございます。まず

１点でございますが、幼稚園の構造材につきまして、町有林からの木材支給量の減によります木

材購入量の増でございます。購入材が１９㎥から４５㎥、２６㎥の増となってございます。続き

まして、２番目と致しまして園児出入り口となります、テラス部分の軒の出を０．４５ｍ伸ばし

たことによりまして１１．１㎡の面積が増えてございます。この分につきましては、下の図面の

真ん中どころに幼稚園の園舎の屋根伏図がございますが、その下の方に赤でちょっと破線を入れ

ております。テラスの軒の出をですね、２．２７ｍを０．４５ｍ増やしまして２．７２ｍの軒の

出をしているところでございます。３番目に体育館のアリーナの区画変更を行いまして、バレー

コートが１面から２面取れるように変更致しております。この件につきましては、図面の下の右

手の方にございますが、体育館平面図というのがございます。その中の赤の破線で書いておりま

すとおりの分が今回変更の点でございます。この関係につきましてはバレーコートの器具等です

ね、施設のその分等が増えてございます。これらによりまして、今回の変更が出たということに

なっております。なおですね、今の工期につきましては、２４年９月２２日から着工しているわ

けでございますが、２６年１月３１日が完成の工期と致しております。ちなみに現在進捗を申し

上げますと約９０％のところ、出来上がっておりまして、ほぼ内工は終わってございまして、あ

と外工を残すのみというふうな状態になっているところでございます。以上、簡単な説明でござ

いますが、報告とさしていただきます。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば、許します。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） ちょっとお伺いしたいんですが、幼稚園の構造材について町有林から

の支給材量が減ったから材料が増えたっていうのは分かるわけなんですけど、あとの部分でです

ね、設計の段階で工事が進んでから、ちょっと設計変更が行われるということについてですね、

こういうのは事前に利用者である地域の住民と、やはり設計が出来上がった段階の中で、十二分

に審議を重ねながらやっていかないと今後もこういう事業が出た時にですね、当初の説明ではこ

うこうでやりますよ、入札は、結果はこれだけですよ。そしてこれだけ少なくて済みましたよっ

て言った場合に、いつもこういう変更が出た時に当初の入札は減ったけど、追加工事で予算が増

えていくっていう部分につきましては、十二分に慎重に対応すべきではないかというふうに思う
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わけですが、その辺はどのようにお考えですか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議員さんのおっしゃるとおりだとは思っておりますが、何

さま大規模な仕事をしております。その中で全てのものをですね、地元の住民の方の意見とか全

てのもので完全なものを最初に全て入れてやるというのはなかなか難しゅうございまして、それ

に近づけるような努力は致しておりますが、残念ながらこういう結果になっております。なお今

後ともですね、それについては十分にやっていきますが、どうしても今申し上げましたようなこ

とがございますので、極力ですね、そういう形で進めていきたいと思っておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 一番心配しますのはですね、やっぱりこういう案件がたびたび出てく

ると、万が一また別の事業が出た場合に、あの事業でこういうふうに町に要請に行ったら変更に

なって増額できたからっというふうな形が頻繁に出だしてきた時に、やはり僕が逆の立場であっ

てもおそらく例えばの話ですよ、大瀬小学校とか保育園とかやる時に一応設計が出たと。だけど

現実的にはやっぱちょっとここを変えてもらった方がいいぞと。入札減があったんじゃけん、あ

のぐらいの金で賄えるじゃないかというふうな形になってきた場合には、大変厳しい財政状況の

中で適正な財政運営をしている中でですね、やっぱり役場の方もちょっと物が言いきれなくなる

部分が出てくる可能性があるいうふうに思われますので、十分、設計・施工段階で予算の段階で

慎重審議を地域住民の方々とされて、本当に作っていただけてありがたかったと、使わせていた

だいて大変便利がいいというような施設をめざしながら、今後も努力していただきたいと思いま

す。これは要請でございます。回答は要りません。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） 山崎議員がほとんど全部言ってしまったので、私もそれをお伺いしよう

と思っておったんですが、この軒の出は設計の段階で協議をされてやったと思うんですが、この

軒の出は、あれだけ出したということはテラスポーチ、あそこで子どもが靴か草履か脱ぐ時に濡

れるけん伸ばしたのか、それとも設計の段階でミスだったのか、役場の担当課の者の勘違いか、

これどっちじゃったんですかね。今までたいがい公共事業、耐震工事にしても改修工事にしても

大概のところが追加が出ておるんですよね。私、予算審議の議会の度にお願いをしておるんです

が、出来るだけ出ないようにして下さい。内子小学校の時もそうじゃったんです。当然みないけ

んやつを見落としが２か所あった。３階の防炎カーテンですか、あれがなかったとか、手すりが

なかったとか、内子小学校でありました。公共工事をやった場合に大概そういうのが出るんです

が、今同僚議員が言いましたけど、私はなぜそういうことが出来るのかと。少々安い金額で請負

っとってもあとから言うたらとれらいと、出してくれらいと。そういう考えをされるようであれ

ば、今後またついなことが出てくると。だから今回の場合はこのサッシの出の４５センチという
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のは設計ミスだったのか、担当課の者のミスだったのか、これどっちじゃったんですかね。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私どもはですね、監督員を付けております。その中で毎日

現場に行ってですね、実際にどんなのかということを視察しております。ですからその中でです

ね、現場の中でこの協議の中で、これを出した方が雨じまいがいいという結論に達しましたので、

変更をさしていただいたということでありまして、こういうことにつきましても先ほどの答弁と

同じになりますが、ないように誠意努力致しますのでよろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第１９ 議認第１６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の

承認を求めることについて 

○議長（下野安彦君） 「日程第１９ 議認第１６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第

４号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  平成２５年度内子町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求

めることについてご説明を致します。平成２５年度内子町一般会計補正予算（第４号）は、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３０万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ９８億２０９万８，０００円とするもので、地方自治法第１７９条第１項により専決処分を

したので、同条第３項の規定により、報告・承認を求めるものでございます。この補正につきま

しては、９月３日から９月４日の台風１７号による災害復旧にかかる委託料につき、事業執行に

急所を要するために専決処分したものでございます。内容は、副町長に説明を致させますので、

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 議案書の９ページをお開き下さい。議認第１６号、平成２５年度内子

町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求めることについてでございます。 

１１ページをお開き下さい。１１ページ、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

３０万６，００円を追加し、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ９８億２０９万８，０００円とす



平成２５年１２月第６８回内子町議会定例会 

56 

 

るものでございます。町長申しましたように、９月３日、４日の台風１７号による被害復旧の予

算でございます。 

ページ１７ページをお開き下さい。１７ページ、歳入の予算です。歳入につきましては、地方

交付税３３０万６，０００円を充てさしていただいております。 

次のページ、１８ページが歳出の予算でございます。議案説明資料の２ページをお開き下さい。

議案説明資料の２ページでございます。補正予算第４号専決処分、台風１７号関連の位置図でご

ざいます。歳出の予算１１款１項１目、農業施設災害復旧費補正額１６２万８，０００円委託料

でございます。同じく２目の林業施設災害復旧費２０万円でございます。委託料でございます。

１１款２項１目の公共土木施設災害復旧費１００万８，０００円。これも委託料でございます。

事業位置図を見ていただきたいと思います。公共土木施設災害ということで、緑色で示しており

ます。９か所ございます。町道等の災害復旧費でございます。赤枠で囲っている部分が農業用施

設災害でございます。１６か所ございます。黄色、ちょっと見にくいですけど、黄色枠で囲んで

おります、林道災害関係でございます。２か所。それから青色、河川公園の災害でございます。

１か所でございます。河川公園の災害以外につきましては、災害復旧のための設計委託費の予算

でございます。急を要しましたので、専決予算を組ましていただいております。よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願いを致します。以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 これより「議認第１６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認

を求めることについて」の採決に入ります。 

 本件を承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定しました。 

 

日程第２０ 議認第１７号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処

分の承認を求めることについて 

○議長（下野安彦君） 「日程第２０ 議認第１７号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第

５号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  
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○町長（稲本  平成２５年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を求

めることについてご説明致します。平成２５年度内子町一般会計補正予算（第５号）は、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ９８億５１８万３，０００円とするもので、地方自治法第１７９条第１項により専決処分した

ので、同条第３項の規定により、報告・承認を求めるものでございます。この補正につきまして

は、１０月２５日から２６日の台風２７号による災害復旧に係る委託事業につき、事業執行に急

所を要するため、専決したものでございます。内容は副町長に説明致させますので、よろしくご

審議の上、ご承認賜わりますようお願い致します。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 議案書の２１ページをお開き下さい。議案書２１ページ、平成２５年

度内子町一般会計補正予算（第５号）でございます。第１条、歳入歳出の予算の総額にそれぞれ

３０８万５，０００円を追加致しまして、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ９８億５１８万３，

０００円とするものでございます。１０月２５日、２６日の台風２７号の被害を復旧するための

予算でございます。 

２７ページをお開き下さい。２７ページ、歳入の予算でございます。歳入につきましては、地

方交付税を充てさしていただいております。 

次のページをお開き下さい。２８ページでございます。歳出の予算でございます。議案説明資

料の３をお開き下さい。議案説明資料の３ページ、補正予算第５号、専決処分台風２７号関連の

事業実施位置図でございます。歳出予算につきましては、１１款１項の農業施設災害復旧費１９

２万円。１１款２項１目の公共土木施設災害復旧費２７万３，０００円。いずれも設計委託料で

ございます。位置図の方を見て下さい。緑色で書いております、公共土木施設災害、町道等でご

ざいます、３件。赤色で囲っております農業用施設災害、１６か所でございます。林道関係はご

ざいません。それから河川公園災害復旧ということで１か所でございます。河川公園災害以外に

つきましては、災害復旧のための設計委託料の予算でございます。よろしくご審議の上、ご承認

賜わりますようお願いを申し上げます。以上で説明を終わります。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第１７号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認

を求めることについて」の採決に入ります。 

 本件を承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本件は承認することに決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） お諮りします。 

本日の会議は、この程度にとどめ、延会したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって本日は、これで延会することに決定しました。 

次の本会議は、明日２０日、午後２時から開きます。 

本日は、これをもって延会とします。 

午後 ４時２５分 延会 

 

 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２５年１２月第６８回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２５年１２月１９日（木） 

○開会年月日   平成２５年１２月２０日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番  菊 地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

８番  山 上 芳 子 君         ９番  才 野 俊 夫 君 

１０番  下 野 安 彦 君        １１番  林     博 君 

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

１４番  中 田 厚 寬 君        １５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   ７番  池 田 洋 助 君 

 

○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 隆 壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  西 澤 美 男 君     住 民 課 長  三根生 憲 一 君 

税 務 課 長  山 上 幸 久 君     保健福祉課長  鉾 岩 洋 子 君 

会計管理者  宮 野 照 三 君     建設デザイン課長  橋 本 健 一 君 

町並・地域振興課長  小野植 正 久 君     産業振興課長  久 保 義 雄 君 

小田支所長  土 居 好 弘 君     環境政策室長  大 森 豊 茂 君 

政策調整班長  安 川   徹 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

地域医療・健康増進センター長  曽根岡 伸 也 君     危機管理班長  亀 岡   弘 君 

教育委員会委員長  城 戸   彰 君     教 育 長  亀 岡 忠 重 君 

学校教育課長  片 山 哲 也 君     自治・学習課長  井 上 淳 一 君 

農業委員会会長  宮 田 久 男 君      

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  水 本   隆 君 

 

○議事日程（第１１号） 

平成２５年１２月２０日（金）午後２時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第７６号 内子町自家用有償旅客運送条例の制定について 
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日程第 ４ 議案第７７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第７８号 内子町有代替旅客自動車運営審議会条例の制定について 

日程第 ６ 議案第７９号 内子町税条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第８０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第８１号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第８２号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第８３号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正について 

日程第１１ 議案第８４号 内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制定について 

日程第１２ 議案第８５号 内子町いかざき小田川はらっぱ基金条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第８６号 内子町いかざき小田川はらっば基金運営協議会条例の一部改正

について 

日程第１４ 議案第８７号 内子町教育振興基金条例の制定について 

日程第１５ 議案第８８号 内子町社会教育委員設置条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第８９号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更

及び規約の変更について 

日程第１７ 議案第９０号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分に関する協議に

ついて 

日程第１８ 議案第９１号 愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び組合規約の変更について 

日程第１９ 議案第９２号 愛媛県市町総合事務組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分

について 

日程第２０ 議案第９３号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体から脱退に伴

う財産処分について 

日程第２１ 議案第９４号 第５１号 小田小・中学校校舎改築工事に係る工事変更請負契約

について 

日程第２２ 議案第９５号 第１０１号 Ｈ２４年災 林道面谷線災害復旧工事に係る工事変

更請負契約について 

日程第２３ 議案第９６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第２４ 議案第９７号 平成２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２５ 議案第９８号 平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（１号）につい

て 

日程第２６ 議案第９９号 平成２５年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２７ 議案第 100号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第２８ 議案第 101号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２９ 議案第 102号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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日程第３０ 議案第 103号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第３１ 議案第 104号 内子町教育委員会委員の任命について 

日程第３２ 諮問第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３３ 議第４号議案 内子町議会会議規則の一部改正について 

日程第３４ 受理第 ５号 ＴＰＰ交渉からの撤退を求める請願書 

日程第３５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第３６ 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３６まで 

 

午後２時００分 開会 

○議長（下野安彦君） ただ今出席議員１４名であります。欠席届が池田洋助議員から提出され

ております。それでは、ただ今から１２月１９日の本会議に続きまして、平成２５年１２月定例

会第２日目の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（下野安彦君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により議長において、１４番中田厚寬議員、１

５番宮岡德男議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（下野安彦君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

本日の議事日程は、お手元に配付しております、議事日程第１１号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ３ 議案第７６号 内子町自家用有償旅客運送条例の制定について 

  日程第 ４ 議案第７７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の制定について 

  日程第 ５ 議案第７８号 内子町有代替旅客自動車運営審議会条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３ 議案第７６号 内子町自家用有償旅客運送条例の制定につ

いて」「日程第４ 議案第７７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の制定について」「日

程第５ 議案第７８号 内子町有代替旅客自動車運営審議会条例の制定について」以上の３議案

は関連もありますので、この際一括して議題とします。 

 各提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 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７６号、内子町自家用有償旅客運送条例の制定について、議案第

７７号、内子町デマンドバスの運行に関する条例の制定について、議案第７８号、内子町有代替

旅客自動車運営審議会条例の制定について、この３議案につきましては、デマンドバスの運行区

域拡大によりまして現条例を全部改正の上、町営バスと福祉バスの運行に関する条例、デマンド

バス運行に関する条例、運営審議会に関する条例の３つの条例に分割しているものでございます。

内容は、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますよう、お願い

致します。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） それでは議案書ナンバー１の２９ページから。それと議案説明資料

のナンバー４の４ページ、５ページをお願いを致したいと思います。まず、条例内容の説明の前

に説明資料の方で全体像をご説明を致したいと思います。説明資料ナンバー４でございますが、

これはバス関連の全体の路線網、路線関連になっております。現在の路線バス、デマンドバス、

福祉バス等の全体像でございます。まず４ページの図面でございますが、左の役場本町からＪＲ

内子駅、分庁、それからずっと右へ小田支所、これが主要基幹線の路線バスでございますが、こ

れを中心に致しまして、青色の部分の枝線、５路線ございます。満穂、程内、村前、御祓、池田、

宿間、大久喜線ということでございます。それから桃色と言いますか、福祉バスがですね、６路

線計上してあります。野村線、上成線、大久保線、長田線、北深線、北表線ということでござい

ます。それからこのうち左の下の部分ですね、五十崎地域でございますが、この五十崎地区を中

心とする町営バスが御祓・池田線がございます。それから左下の方ですね、宿間・大久喜線。そ

れから一番下の北表線。これが現在休止になっておりますけれども、福祉バスでございます。こ

れら辺りについて見直しを行ったものが次の５ページになります。五十崎地区を中心とした新デ

マンド６路線ということでございます。図面中央の御祓・池田線につきましては、一番右ですね、

池田地区、内子分になりますが、池田地区の小さな集落まで入って参ります。それから御祓の中

心部を通りまして、役場本庁、それから内子・五十崎市街地エリアを経由して道の駅からりまで

の運行。それから図面の中央、上の方ですね、重松・藤社線、新規路線でございます。それから

図面下の部分が福岡・山鳥坂線ということで新規路線、一部福祉バスの部分を取り込んでですね、

新規路線ということでございます。それから左側ですね、図面左の宿間・大久喜線、これにつき

ましては黒地坊地区まで含んでおります。この４つの路線によって、五十崎地域全域を網羅する

ものでございます。なお、今回定額運賃、それからエリア設定をすることによりまして、今回路

線網組んでおりますが、この路線をまた枝線を這わしてですね、自由な運行設定ができるという

ものでございます。それでは条例内容の方に移りたいと思います。 

議案書２９ページからでございます。議案第７６号、内子町自家用有償旅客運送条例の制定に

ついてでございます。これはデマンドバスの運行区域拡大によりまして、現行の内子町有代替自

動車施設条例を、町営バス等の運行に関する規定にのみに改めようとするものでございます。こ

れまで一つの条例の中でデマンドバスを含めて、全てのバス関連の内容、細かい停留所、運賃等
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も含んで盛り込んでおりましたが、条例の簡素・合理化を図り、本条例につきましては、町営バ

スと福祉バスに関する条例とするものでございます。路線ごとのバス停とか料金等、細かい事項

につきましては、別途規則等で整備をしたいというふうに思います。それでは条例の内容３０ペ

ージからになります。まず、第１条で目的でございますが、住民及び本町と交流する人並びに高

齢者等の自立した生活の維持のため、居宅と医療機関等の間の運送を円滑に行い、もって住民の

福祉の増進に資するためといった内容でございます。それから第２条の方が定義ということでご

ざいます。この代替バスは、国土交通省の登録を受けたもので、この登録を受けた旅客運送につ

いては、町営バスと福祉バスというふうにしております。そういった内容を盛り込んでおります。

それから第３条が運行路線等についてでございます。国土交通大臣の登録を受けた路線区間とい

うことでございます。第４条が運行日等についてのものでございます。設定及び変更は運営審議

会等の意見を聞いて町長が別に定めるということでございます。この辺りまでがある程度大きく

今回整備をしたもので、後の内容につきましては、今までありましたものをですね、ほとんど字

句の訂正とか、そういったものでの整備ということで町営バス等に関するですね、内容を盛り込

んだということでございます。第５条で運送の制限、それから第６条で使用料等について。それ

から第７条が運賃の収受、それから次のページにいきまして、第８条で運賃の不還付、第９条で

乗車券の売りさばき、それから第１０条が利用の制限、第１１条で物品等の持込制限、第１２条

で乗客の厳守義務、第１３条損害の賠償、第１４条が車両の活用関連、それから第１５条が委託、

第１６条で委任ということでございます。附則と致しまして、この条例、平成２６年２月１日か

らの施行ということでございますが、経過措置でこの条例の施行の日の前日までに現条例の方で

の規定によってなされた処分、手続き等の行為は、この条例の相当期間によりなされたものとみ

なすということで経過措置をもっております。あと３３ページ、３４ページ、３５ページ、これ

も今までありました条例の内容をですね、網羅しているもので、関連を網羅しているものでござ

います。３５ページまでですね。 

それでは、次に３６ページ以降の議案第７７号、内子町デマンドバスの運行に関する条例の制

定についてでございますが、現条例の内子町有代替自動車施設条例を先ほど言いましたように、

町営バス、デマンドバス運行に分割をするということで、このデマンドバスに関連する条例のみ

に定めるものでございます。先ほど来、図面等でご説明しておりますようにデマンドバスにつき

ましては、平成２２年度から小田地区で運行を始めまして、現在小田地区全域７路線運行してお

ります。この度五十崎地区につきましても、町営バスを見直し、４つの路線でデマンドバスとし

て配備をし、空白地域をなくすものでございます。運行日数は減少致しますが、週２日、一日３

往復を予約制により運行をするものでございます。なお、この今回の整備に併せまして、これま

での距離制による運賃の上限５００円を改め、デマンドバスにつきましては一回２５０円の定額

運賃ということで利用促進を図って参りたいと思います。それでは、条例の内容は３７ページか

らでございます。第１条でデマンドバスの目的を住民の交通手段の確保を図り、福祉の増進に資

するというふうにしております。第２条でその事業内容を許認可手続きを経て事業者に依頼し、

予約により利用者の目的地までの乗り降りを基本としております。第３条、運行区域でございま

すが、町内各区域の運行を小田地区、五十崎地区、内子地区というふうにしております。第４条、
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運行日等でございます。先ほど言いましたようにこれにつきましては、これまで地域調査を基に

週２回、１日３便ということで原則運用していくことにしております。第５条利用対象者でござ

いますが、住民及び本町と交流のある者ということで事前利用登録ということでございます。第

６条が利用方法について前日までの予約と。第７条の使用料につきまして、１回利用運賃につき

２５０円ということでございます。それから次のページが第８条が運賃の収受。それから第９条

が利用の制限。第１０条で委託。それから第１１条が利用等に関する事項。第１２条委任。附則

と致しまして、先ほどと同様、２６年２月１日からということでなお経過措置を設けております。 

それから続きまして、３９ページ以降でございますが、議案第７８号、内子町有代替旅客自動

車運営審議会条例の制定についてでございます。現条例の全部改正に伴いまして、運営審議会に

関する内容を別途分離してですね、ここに制定するものでございます。次の４０ページをお願い

致します。条例の内容でございますが、第１条で設置についてということで、業務の適正・円滑

な執行のため町長の諮問機関としてこれを設置するということでございます。第２条で審議事項

について業務運営に関する調査・審議ということでございます。第３条で組織について、委員１

５人以内。第４条、委員の任期につきまして２年ということでございます。欠けた場合は、残任

期間。第５条が会長、副会長について。第６条、審議会の招集関連でございます。第７条で委任

関係でございます。それから附則につきましては、同様に２月１日からの施行するということで、

経過措置を同様に設けております。これまでの内容と変わるものではございません。分離設定を

するということでございます。以上、説明に代えたいと思います。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林博君） ３、４点質問をさしていただいたらと思います。この度、制定をしようと

する内子町自家用有償旅客運送条例、この条例の中に福祉バスの運賃がどこに記載をされておる

のかお伺いをしたいと思います。ちょっと私、読み取りをようしませんので、福祉バスの料金の

定めがどこにあるのか質問をしたいと思います。それと２点目が、今度はデマンドバスの運行に

関する条例についてなんですが、第３条、運行区域の所なんですが、デマンドバスは次に掲げる

地域を運行すると。カッコで小田地区、五十崎地区、内子地区と。次に掲げる地域を運行すると

して下には地区という表現の仕方をされております。ここらがどういう意味合いをもつのか。私

個人的にはですね、このカッコ書きの所が自治会と重なる地区名になる可能性があると思うんで

す。そういう理解が出来かねる面があろうと思うんですよ。小田自治会というところもあります

し、五十崎自治会という。地域と地区という理解をどうしたらいいのか、そこらをちょっとお聞

かせをいただきたいということが２点目。３点目が運営審議会条例の中に審議会委員を１５人。

今までとこれ変わらない委員を考えておられると思うんですが、この委員、町長は今までのよう

な委員さんを委嘱される考えかどうか。と申し上げますのは、今現在、我々議会と致しましても

町の各種委員会、審議会の委員の委嘱のことも検討をしておりますので、町長の考え方をお聞か

せをいただきたいというのが３点目。もう１点がですね、冒頭課長説明がありました、議案説明
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資料の路線図、図面なんですが、この図面を見ますと４ページには路線バス、デマンドバス、福

祉バスの路線、また５ページには五十崎地区のデマンドバスの新たな路線いう説明を受けたわけ

ですが、ここで４ページに表示されております福祉バスの北表線、北深線、ここらはデマンドバ

スの路線の地域と重複するようなんですが、これについてはどう考えておられるのか。また、町

営バスの御祓・池田線、これも図面には表示があるわけですが、今後デマンドバス区域と重複す

る地域になるんですが、ここらをどう考えておられるのか質問をしたいと思います。以上です。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） それでは、１点目の福祉バスの運賃につきましてはですね、運賃に

つきましては旅客運賃の最高限度額、５００円ということでこれに基づいてですね、福祉バスに

ついては、一番最初に福祉バスを運行するということしか謳っておりませんので、別途要綱でで

すね、福祉バスに関する内容等については定めるということでございます。それから２点目のデ

マンドバスの運行区域の地区設定というのは、一番最初にご説明しましたように今回、デマンド

バスについてはエリア設定、定額運賃したことによってですね、五十崎地区、小田地区といった

ようなですね、エリア設定で運行の許可を受けるようにしておりますから、一度そういったこと

で路線を組みますと、今の路線の中で柔軟に新しく、今までですと停留所が新しく出来るとです

ね、その度に条例設定をしていたんですが、今回定額運賃にしたことによってそのあたりがです

ね、いちいち条例なんかも届けとかですね、なく柔軟に対応できるということでエリア設定のた

めの内子、五十崎、小田地区というふうな設定で、あの条例は今の条例はしているということで

ございます。それから運営委員の内容につきましては、今のところはですね、従来のように考え

ております。今までとおりですね、いろんな、議会の方でもそれぞれの役職の方、２名か３名入

られておったかと思います。あと老人会であったり自治会であったりですね、その地域の代表の

方であったり利用者の代表とかですね、そういった方１５名程度で予定をしておりますが、議会

から出ていただきます委員さんにつきましては、また今後、そういう議会の方向性がですね、出

ましたらまたご相談をしたいというふうに思います。それから図面の北深と北表ですね、これに

つきましては、現在休止状態ということで、休止のままですね、路線としては届け出そのまま残

しております。といいますのは、つい新しく路線を届けを出すのにですね、非常に苦労するもの

ですから、休止状態で一応置いているいうことで、ついこういったデマンドバスがですね、利用

者が全くなくなって路線を廃止しなければならないとかいうことになった時にはですね、そのま

ま生かせる場合がございますので、今の所は残しているということでございます。ですから図面

の中で御祓・池田線ですかね、これは今まであったものを路線を変更をしてですね、御祓・池田

線ということで今まであったのは町営バスだったんですけども、デマンドバスとして見直し、路

線の延長等を行ったというものでございます。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林博君） 第１点目の福祉バスの運賃なんですが、後ほど規則の中で決めていくんだ

という答弁だったんですが、この条例案の中で第２条第３項に町営バスと福祉バスの定義が謳っ
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てあるようでございます。ここに謳って町営バスについては、料金を条例の中で明示をしてある

と。福祉バスに限っては規則の方で制定をしていくと。ちょっと分かりにくいんじゃないかと思

うんですが、それでかまんのではあろうとは思うんですが、やはりそれともう一点、以前の我々

に対する説明の中で、デマンドバスと福祉バスも同額料金にしたいというような説明の記憶を私

個人もっておるんですが、ちょっと勘違いしとるかもしれんのですが、その点を確認したいと思

います。それと２点目のデマンドバスの地区ですが、課長説明があったそれは十分理解をしてお

るわけですが、その地域と地区の表現の仕方、これを質問をしよるんで、なぜ小田地域、五十崎

地域、内子地域とならないのか。それの方がより明確になるんではなかろうかなというふうに感

じておるところでございます。それと路線図の関係ですが、４ページには本議会に提案される議

案に基づいた今後の条例制定に基づいた今後の路線、という私は捉え方をしとったんで、４ペー

ジに御祓・池田線、ここらの表示が残るということはちょっとあやふやな面があろうじゃなかろ

うかと。いうふうに思うんですが、私の理解の仕方が悪いんでしょうかね。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） だいぶありまして、ちょっともれたらまた失礼するんですけど、福

祉バスのまず運賃の関係でございますね。条例の方の３３ページのところですね、それぞれの運

賃別表で定めておりますが、この中で第１表、ちょうど中段の下の方にですね、アイウエ、エの

中で普通旅客運賃の最高限度額５００円いうのがございます。この中で運賃をそれぞれ定めてお

るということで、特に福祉バスについては、高齢者で限定をされております。ですから、ここに

子どもとかですね、そういったのがありますが、大人の中で最高限度額というのがありますから、

この中で、福祉バスで、細かい福祉バスに関する内容を謳うということで条例上なんら問題ない

ということでございます。それからですね、地域と地区の関係ですが、これは条例整備上ですね、

なんら問題ありません。届けの関係で先ほど言いましたように、エリア設定ということで五十崎

地区、小田地区、内子地区というふうなことで設定をしております。それからその他にエリア設

定は市街地の方のですね、内子・五十崎市街地エリアというのは届け出上はですね、ここの中で

はそれぞれの地区に該当しますからできませんけれども、運輸支局への届け出は市街地について

もエリア設定をしておりますので、柔軟に停留所が運用できるというふうなことで配慮を致して

おります。地図ですね、地図４ページですね、４ページの方は現在の路線網をですね、ご説明を

したものでございます。ですから、例えば御祓・池田線につきましては、町営バスで今現存する

ものです。それから５ページは、今回路線網としてですね、デマンドバスとしてこういうふうに

配置をしたいということでの設定でございます。全協でもですね、５００円、限度額５００円と

いうのは今年の３月の議会で６００円を５００円に減額を致しましたが、今回の改正によっては

デマンドバスについてはということでですね、町営バスについては全く５００円で変わりません。

限度額ですね。ただ、デマンドバスからですね、町営バスに乗り継いだ場合、これについては最

高限度額の５００円でいきますということでございます。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 
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○１１番（林博君） そしたら前の点は理解ができました。福祉バスの運賃、今の説明であれば

最高限度５００円ということで規則で定めていくということで、デマンドバスは一回２５０円で

乗車が出来ると。福祉バスは、どう規則で考えられておるのか。今までのバス運賃の距離数に応

じた運賃を取られるのか。現行は、一人５００円じゃなかったでしょうか。デマンドバスよりは

現行の料金だったら高いように思うわけですが、そこらの考え方をお聞かせいただいたらと思い

ます。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 福祉バスはですね、１回５００円で往復で１０００円になりますか

ということですね。ですから今回デマンドバス等の最高限度額と同じですということでございま

す。ですから、一回往復の利用のですね、５００円を超えないということでですね、ということ

です。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） ちょっと私も、ちょっと確認をしておきたいんですが、今の説明ではデ

マンドバスで２５０円で乗れて、乗り継いだ場合には５００円と言われましたが、乗り継ぐまで

が２５０円で乗り継いでからが５００円なんですか。一緒で５００円ですか。そこらがちょっと

理解ができないんですが。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 今までのバスも乗り継ぎの場合は限度額を超えないようにですね、

乗り継ぎ券を出しておりました。ですから今回につきましても乗り継ぎ券を出してですね、最高

の５００円を超えないようにですね、デマンドバスから例えば町営バスに乗り継ぐという場合に

もですね、デマンドバスの２５０円を出してますね、そしたらあと乗り継ぎ券で５００円を超え

ない範囲で乗っていただくと最高がですね。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 旅客運送条例の中の第１条で、居宅と医療機関等の間の運送の円滑を

図るという。第一条の中で述べられております、医療機関等の、との運送の円滑を図っていくと

いうことでありますが、そういう中で今、町民の特に高齢者の方々の多くは、それぞれの個人の

医院へ通院をされておられる方が多いと思うんでありますが、そのことなどを含めまして先ほど

の課長の説明では、デマンドバスのエリアの設定では、柔軟に運行できるようにするという所が

あるわけでありますが、こういう個人医院の近くへ行けるような仕組みいうのも考えておられる

でしょうか。この地図でみれば加戸病院という大きな病院の部分は出ておるわけでありますが、

こういう地図だけでみると、もう加戸病院だけなんかというようなことにもつながりかねません

ので、その辺どういう考え方をもっておられるのか。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） これもですね、これまでにも再三ご説明してきておるんですけれど

も、今まではですね、距離定による運賃だったんですね、ですから停留所が変われば距離も変わ

るということで停留所名や距離の運賃等はですね、運賃表等も改正をし届け出をせんといけんと

いうような設定だったんです。ところが今回、エリア設定、それから定額運賃にすることによっ

てですね、その辺りが柔軟に対応ができるということで、例えばあの図面に今回なかったんです

かね、市街地エリアというエリアを設定することによってですね、内子・五十崎の市街地、この

辺りは街中を通ることもですね、交通の道路事情の関係もあるんですけれども、その辺りは柔軟

な対応が出来るようにですね、していくということでの運用でございます。ですから、今言いま

した市街地の中の道路、幹線道路についてはですね、入っていけるということでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 再度確認ですが、やはり高齢者の皆さんが今、バスやタクシーで通院

をされておりますけれども、そういう個人の医院の近くまで行けるようなことも考えておられる

と理解してよろしいでしょうか。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） はい。先ほど来、言っておりますように路線上であればですね、そ

ういうことでできるということでございます。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 私も林議員と同じでですね、前回全協で説明を受けた時にですね、使

用料の関係なんですけど、これ資料に書いておるんですが、デマンドバスの利用に係る使用料は

一人あたり利用１回につき、２５０円とする。その時に説明受けた時に福祉バスも同額とすると

いうふうな話じゃなかったかなと思うんですけど。その辺の確認を。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） すみません、説明の方がちょっと分かりにくかったかもしれません。

福祉バス利用の場合はですね、まず往復利用なんですね。ですから２５０円、２５０円の５００

円ということになります。ということです。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑ありませんか。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 内子町自家用有償旅客運送条例の１３条にですね、利用者に対する損害

賠償の項目があるんですけれども、これもこの項目自体も当然のことだと思うんですが、反対に

例えば交通事故だとか、例えば乗り降りの転倒だとかした場合の、利用者への補償というものは
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この条例では、この条例では書いてないんですけど、当然自動車保険ですとかそういうものも適

応されるんだろうと思うんですが、触れられとった方がいいんじゃないかなという気もするんで

すが、その辺どうでしょうか。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 旅客運送ということで、運輸規則の中でですねそういう定めがござ

いますので最高無制限をですね、入っております。 

○議長（下野安彦君） 他に。 

○５番（大木雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大木議員。 

○５番（大木雄君） 福祉バスについては、料金体系が納得したんですけども、町営バスとデマ

ンドバス、この料金の差があると思うんですが、倍近くになると思います。そうした場合に、町

営バスとデマンドバスを利用する方に不公平感がちょっと出てくると思うんですけれども。町全

体をいつを目処にデマンドバスに移行をされようとしているのか、ちょっとお聞かせ願ったらと

思います。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 町営バスをデマンドバスにするのはですね、なかなかこれがいるん

ですが、もう何年か取り組んで参りました。特に五十崎地区の場合はですね、入っている路線が

少なかったんで、不毛地帯と言いますか、交通網の入っていない地区が多かったんで、設定する

のに時間があってですね、理解も早くですね、設定がしやすかったということなんですけど、小

田地区につきましては２年かかりました。また今回五十崎地区はこれで整備ができるということ

になりますと、あとは内子地区に来年度はですね、入っていきます。内子地区につきましても路

線網自体はかなり入っていっているので、その辺りを少し整備をするということと、また線を伸

ばしていく部分がですね、デマンド化になってくるんだろうと思うんですが、少し時間はかかる

のかなと思いますけれども、できるだけですね、早いピッチを上げてですね、あとの何年までに

ということはまだちょっとそのあたりがあるんで、できないんですけれども、とにかく２６年度

はそれに全力をかかげるということで、今職員の方もですね、精力的に今仕上げに取り組んでか

かっておりますので、早くそれを年度内にですね、やれたら２６年度始まると同時にですね、早

速とりかかりたいというふうに思っております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 これより、一括議題としております。「議案第７６号」「議案第７７号」及び「議案第７８号」
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の３議案を一括して採決します。これらの議案をいずれも、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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、「議案第７６号」「議案第７７号」及び「議案第７８号」の３議案は、いずれも原

案のとおり可決されました。

 

  日程第 ６ 議案第７９号 内子町税条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 議案第７９号 内子町税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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町税条例の一部改正について、これにつきましては、地方税の一部

を改正する法律等が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、

税務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上税務課長。 

〔山上幸久税務課長登壇〕 

○税務課長（山上幸久君） 議案第７９号、内子町税条例の一部改正についてご説明申し上げま

す。議案書４２ページをお願い致します。内子町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

めることにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。提案理由と致しましては、主としまして平成２５年度税制改正に伴う地方税法等関係法

令が公布されました。よって内子町税条例の一部を改正するものでございます。改正につきまし

ては議案書４３ページから記載しておりますが、資料４の議案説明資料にてご説明をさしていた

だきます。 

説明資料６ページをお開き下さい。なお、７ページからは新旧対照表を付けておりますので、

ご覧いただきたいと思います。改正点は大きく５つございまして、施行記述の早い順からご説明

申し上げます。まず、一点目の税条例に基づく不利益処分等の理由付記でございますが、地方税

法等に基づき行います不利益処分等について、行政手続き等の規定に基づき、理由を付すとされ

たことに伴いまして、内子町税条例につきましても内子町行政手続き条例の規定に基づき、理由

を付すとする改正を行うものでございます。具体的には、税条例第４条で定めております、内子

町行政手続条例の適応除外規定のうち、同条例第８条と同１４条に定める理由提示の条項につい

ては除くとするものでございます。これにより滞納者への差し押さえ等不利益処分を行う場合に、

本人へ交付する調書等に根拠法令を記載することが義務付けられることとなります。２点目は、

ふるさと寄附金にかかる税額控除の見直しでございます。納税者が都道府県や市町村に行った寄
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附金、一般的にふるさと納税と言われておりますが、この寄附金に対しましては申告をすること

により所得税と町民税から控除されることとなっております。平成２５年から平成４９年までの

間、復興特別所得税２．１％が課税されることになっております。それに伴いまして所得税にお

いて寄附金控除の適応を受けた場合には、復興特別所得税分も上乗せして控除されることとなり

ます。その分、本来の控除額より多くなってしまいます。改正ではこの控除額が本来の金額にな

るよう復興特別所得税額に相当する控除額分を町民税において調整するもので、内子町税条例附

則第７条の４の次に読み替え規定の一条を加え、平成２６年度から平成５０年度までの間につい

ては読み替え後の率を適応するものでございます。３番目でございますが、軽自動車税の納期を

変更するものでございます。軽自動車税は毎年４月１日現在の所有者に課税をしておりますが、

今回納期を４月１１日から同月３０日としているものを５月１日から同月３１日とする改正を行

うものです。県税である自動車税の納期限が５月末であることや、県内ほとんどの市町が５月納

期としていることなどを勘案し、納税者の利便性向上と課税事務の適正化を図るため改正するも

ので、来年４月１日からの施行を考えております。なお、この条例改正は今年度の税制改正とは

直接関係ございません。４番目は個人住民税における公的年金からの特別徴収制度のいわゆる天

引きでございますが、その制度の見直しについてでございます。年金所得者の納税の便宜を図る

観点から２点見直しが行われております。１点目は仮徴収税額の見直しでございます。仮徴収税

額と申しますのは、新年度の町民税が確定するまで前年度の本徴収税額を基に一定額を仮に特別

徴収する税額でございます。ただ年によって所得に大きな変動があった場合などには、翌年度の

年税額も増減しますので、本徴収税額で大きく調整をしなければならないなどの問題が生じるこ

とになります。今回の改正ではこの仮徴収税額を前年の免税額の２分の１に相当する額とするこ

とによりまして、年間の徴収税額の平準化を図ろうとするものでございます。もう１点は、公的

年金受給者が町外へ転出された場合、これまで特別徴収から普通徴収に切り替えていましたけど

も、改正により転出後も引き続き特別徴収を継続するものでございます。５番目と致しまして、

公社債等及び株式等にかかる課税の見直しが行われたことに伴う規定の整備でございます。公社

債等と上場株式等ではこれまで課税方式に差異があり、一体化が求められていたもので、今回こ

の一体化を推進する観点から見直しが行われたものでございます。内容が非常に複雑でございま

して細かい説明を一言では説明しきれませんですが、一例で申し上げますと公社債等が特定公社

債等と一般公社債等に分類され、その上で特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象

から除外した上で配当割りの課税対象とされ、申告分離課税の対象とされます。なお、一般公社

債等の利子等は引き続き利子割の課税対象とされています。その他公社債等の譲渡所得等につき

ましては、申告分離課税の対象とされ、また上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算や繰

越控除の特例の対象範囲が拡大されるなどの見直しが行われております。その他制度の組み替え

などを含め、これら金融所得課税の一連の見直しに伴いまして、税条例について関係条項の改正

をするものでございます。併せて今回、条例の改正に伴い、生じます条ずれ等につきましても整

備を行うものでございます。以上で説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決

定賜わりますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第７９号 内子町税条例の一部改正について」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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 ７ 議案第８０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第７ 議案第８０号 内子町国民健康保険税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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税の一部を

改正する法律等が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。内容は税

務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上税務課長。 

〔山上幸久税務課長登壇〕 

○税務課長（山上幸久君） 議案第８０号、内子町国民健康保険税条例の一部改正についてご説

明申し上げます。議案書４７ページをお願い致します。内子町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり定めることにつきまして、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。提案理由と致しましては、平成２５年度１２月税制改

正に伴う地方税法等関係法令が公布されましたことに伴い、内子町国民健康保険税条例の一部を

改正するものでございます。改正内容につきましては、議案書４８ページから記載しております

が、資料４の議案説明資料にてご説明させていただきます。 

２０ページをお開き下さい。なお、２１ページからは新旧対照表を付けておりますので、ご覧

いただきますようお願い致します。この国保税条例改正につきましては、先ほどご承認いただき

ました、内子町税条例の一部改正でご説明を致しました、公社債等及び株式等金融所得の課税見

直しによる規定の整備に伴いまして、国民健康保険税条例の関係条項を改正するものでございま

す。よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより、「議案第８０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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 ８ 議案第８１号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第８ 議案第８１号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部

改正について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきましては、地方税

法の一部を改正する法律が執行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。

内容は住民課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致

します。 

○住民課長（三根生憲一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 三根生住民課長。 

〔三根生憲一住民課長登壇〕 

○住民課長（三根生憲一君） それでは、議案第８１号内子町後期高齢者医療保険に関する条例

の一部改正についてご説明致します。 

議案書５１ページをお開き下さい。提案理由としましては、地方税法の一部を改正する法律が

施行されたことに伴い、内子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものです。内容に

つきましては、資料４の説明資料でさしていただきます。 

説明資料４の２５ページをお開き下さい。先ほど申しましたように、平成２５年度の税制改正

により国税の見直しに併せて、地方税にかかる延滞金の利率を引き下げるものでございます。比

較表の方をご覧下さい。条例の方の本則の方では、延滞金納期限を過ぎて１カ月を経過しますと

１４．６％。納期限の一カ月以内であれば７．３％ということで定められております。附則の第

３条で現在においては納期限１カ月以内においては、商業手形の基準割引率プラス４％というこ

とでなっておりますので、現在商業手当の基準割引率が０．３％でございますので、４．３％と

いうことで１カ月以内については設定されております。今回の改正につきましては、特例基準割
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合プラス７．３％ということで１カ月経過後の割合を示しております。この特例基準割合という

のは欄外にあります説明を見ていただくと、財務大臣が告示する率、現在が１％になっておりま

す。その１％に１％を加算した割合ということになりますので、特例基準割合が２％ということ

になります。プラス７．３％ということで９．３％の割合で延滞金の利率とすると。１カ月以内

につきましては、特例基準割合プラス１％ということで２％プラス１％ということで３％という

割合に引き下げるというふうな形になります。なお、適用につきましては、２６年の１月１日以

後の期間に対応するものでありまして、同日以前の期間に対応するものは従前の利率となります。

以上で内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての説明とさしていただきます。よ

ろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第８１号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について」の採決に

入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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 ９ 議案第８２号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第９ 議案第８２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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町介護保険条例の一部改正につきましては、地方税法の一部を改正

する法律が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、保険福

祉課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

〔鉾岩洋子保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） それでは、議案第８２号、内子町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてご説明を致します。議案書５３ページをお願い致します。地方税法の一部を改正
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する法律が施行されたことに伴い、内子町介護保険条例の一部を改正する条例を、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。 

それでは、説明資料の２７ページをお開き下さい。地方税にかかる延滞金の利率の引き下げに

併せ、介護保険料に係る延滞金の割合について、地方税と同様に引き下げを行うものでございま

す。内容につきましては、先ほどご説明致しました、後期高齢者医療と同じでございます。比較

表の方をご覧下さい。納期限１カ月経過後の延滞金の年１４．６％の部分を特定基準割合に年７．

３％加算した割合に。納期限１カ月以内の年７．３％の部分を特例基準割合に年１％の割合を加

算した割合にするものでございます。なお、この条例は平成２６年１月１日から施行するもので

ございます。経過措置として改正後の附則第１０条の規定は延滞金の内、平成２６年１月１日以

後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間については、なお従前の例によるもので

ございます。よろしくご審議の上、ご決定を賜わりますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより、「議案第８２号 内子町介護保険条例の一部改正について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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１０ 議案第８３号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１０ 議案第８３号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条

例の全部改正について」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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正につきましては、

平成２５年度末をもって内山衛生事務組合が解散することに伴い、本条例の全部を改正するもの

でございます。内容は、環境政策室長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

わりますようお願い致します。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

〔大森豊茂環境政策室長登壇〕 
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○環境政策室長（大森豊茂君） それでは、内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部を

改正する概要につきましてご説明を申し上げます。今回の改正につきましては、平成２５年度末

をもちまして、内山衛生事務組合が解散することに伴いまして、同組合が所有しておりました一

般廃棄物処理施設、これが内子町の施設となります。このため施設の設置、技術管理者の資格、

廃棄物の処理手数料等について条例で定める必要があるため、内子町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の全部を改正するものでございます。地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりま

して議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、５６ページから６０ページま

で改正後の条文を載せておりますが、説明につきましては説明資料４の２９ページからで説明さ

せていただいたらと思います。まず、２９ページをお開けいただいたらと思います。左側が改正

後、右側が改正前となっております。今回の改正に関するところだけ説明をさせていただきます。

まず、第２条のところで施設の設置ということで載せております。これまで内山クリーンセンタ

ーというふうに内山という名前になっておりましたが、今回の改正で内子町クリーンセンター、

内子町不燃物処理場、内子町リサイクルセンターというふうに改正さしていただいております。

改正というか追加で入れさしていただいております。それから第３条には施設の設置に伴いまし

て技術管理者の資格を定める必要がございますので、条文を入れさしていただいております。そ

れから第４条には定義を入れておりますが、これまで定義の部分がございませんでしたので、今

回新たに追加をさしていただいております。１ページ開けていただいて、３０ページをお願いし

ます。第８条に町の責務を入れております。これもこれまで町の責務に関する条文がございませ

んでしたので、今回追加で入れております。それから第９条の第３項に清潔の保持の部分で、ご

み集積所に関しましての条文がございませんでしたので、それを追加で入れさしていただいてお

ります。それから第１１条、廃棄物の処理手数料ですが、これは、これまで内山衛生事務組合の

方で定めておりましたが、今回内子町の方で定めるということで、別表第１、別表第２、別表第

３ということであとの３２ページに出て参りますが、そちらの方で定めさしていただいておりま

す。別表に載っております金額、種類等につきましては、これまでの内山衛生事務組合の分と変

更はございません。それから３１ページをお開けいただいたらと思います。第１３条から第１７

条にかけましては、一般廃棄物処理業の許可及び手数料ということで、一般廃棄物の処理、収集

運搬、それから処理業に関します条文を追加で入れております。これまでは、法に基づいた手続

きということで行っておりましたが、今回町の方の条文に入れさしていただいております。これ

に伴いまして、手数料を第１３条の所でございますが、収集運搬業の許可を受ける場合には、１

件８，０００円。それから処分業の許可につきましては、１万円。それから変更につきましては

１件につき４，０００円。それから許可証の再交付を受けようとする者については、２，０００

円をいただくということで条文を設けさしていただいております。その他細かい点につきまして

は、附則の方で定めさしていただいております。なお、この改正につきましては平成２６年４月

１日から施行ということで行っております。よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようよろし

くお願いします。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） ちょっとお尋ねをしたいんですが、指定ごみ袋を使う場合にはだいたい

分かるんですが、指定袋を使わない持ち込んだ場合に、書いてある金額は近隣市町村とのだいた

いどの様になっているんでしょうかね。そこをちょっと教えていただきたいんです。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 指定袋を使う場合は、先ほど構わないということであったんで

すが、説明資料の３２ページに載っておりますように、指定袋の大、中、小で金額を定めた金額

でございます。これについては各市町近隣市町というか、これまで内山衛生事務組合を構成して

おりました市町につきましては、変更はございません。同じ金額となっております。それから持

ち込み料につきましてはですね、多少金額の変更はあろうかと思いますが、ちょっとはっきりし

た数字については把握ができておりません。ただこれまでですね、内山衛生事務組合の構成市町

ということで肱川、河辺、中山、広田につきましては、こちら持ってきておりませんので、大き

な差はないと思っております。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） そしたら持ち込んだ場合の近隣市町村との金額は、全然調べてないとい

うことですかね。私ちょいちょい大洲へは持っては行くんですが、これは内緒にしとかんといけ

んと思うんですが、内子から持っていくんですが、どうも金額が若干ずれがあるみたいなんです

が、ちょっとそこらあたりを確認をしていただいて、だいたい近隣市町村と同額にしていただい

たら皆さん助かるんじゃないかなと思うんですが、そこらあたりちょっともう一度。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） ちょっと調べてですね、この後でちょっと報告ということでよ

ろしいでしょうか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） ここでは職員の身分についてのあれが入ってないようなんですが、事

務組合の職員の身分はどういうふうになるのか。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 内山衛生事務組合の職員、現在担当職の職員で１名、それから 

臨時雇用ということで４名の方がおいでますが、それをそのまま１名については、町の職員とい

うことで引き継ぎます。それから４名の臨時職の方については、そのまま臨時職員ということで

町の方で引き継ぐように致しております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第８３号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正について」の

採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩します。午後３時２５分から再開します。 

 

午後 ３時１３分 休憩 

 

午後 ３時２５分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 先ほど寺岡議員からご質問のありました、一般廃棄物処理手数

料の件、近隣市町の手数料の件ですが、説明資料３２ページちょっとお開けいただいたらと思い

ます。まず２か所しか調べれなかったんですが、大洲市の手数料につきましては、別表２にござ

います一般廃棄物処理手数料、これと同じ金額となっております。キロごとにありますけど、同

じ金額です。それから砥部町につきましては、砥部町は２０キロ単位で金額を書いておりまして

２０㎏までが１８０円。それから４０㎏が３７０円。６０までが５６０円。８０までが７５０円。

１００㎏までが９４０円というふうになっております。以上です。 

 

  日程第１１ 議案第８４号 内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１１ 議案第８４号 内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制

定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制定につきましては、施設の整備

に伴い、本条例を制定するものでございます。内容は、町並・地域振興課長に説明致させますの
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で、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長 

〔小野植正久町並・地域振興課長〕 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  それでは、議案書６１ページをお開きいただきたいと

思います。議案第８４号、内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制定について説明をさせていた

だきます。内子町伝統工芸等振興拠点施設でございますが、年度内完成を目指して整備を進めて

おりますけれども、整備後については指定管理者制度を導入する予定でありまして、これら設置

及び管理運営等について条例で定める必要があるため、内子町伝統工芸等振興拠点施設条例を別

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。条例の内容について説明をさせていただきます。 

議案書６２ページをお開き下さい。この条例でございますけれども、１５条で構成をされてお

ります。第１条でまず設置について定めておりまして、伝統工芸等の担い手を育成し、産業振興

を図るため、内子町伝統工芸等振興拠点施設、以下伝振施設というのを設置するということで定

めてございます。第２条では名称及び位置ということで、伝振施設の名称及び位置は次の通りと

するということで、名称と致しましては内子町伝統工芸等振興拠点施設。位置につきましては内

子町内子２８９９番地の２でございます。第３条では指定管理者による管理について。第４条で

は指定管理者が行う業務について定めておりますので、お目通し下さい。第５条で指定管理者の

指定の期間を定めておりまして、指定を受けた日から５年と定めております。第６条では指定管

理者の指定の申請、第７条では指定管理者の指定を定めておりまして、次のページでございます

けれども、６３ページでは第８条の事業報告書の作成、第９条の事業報告の聴取等、第１０条で

は指定の取消し等を定めております。また第１１条では、指定管理者は伝統工芸等の振興及び生

産の持続的環境を図るため次の事業を実施するということで、次の３つの事業を定めており、第

１号では伝統工芸品等の展示・販売に関すること。第２号では、伝統工芸品等の製造体験及び企

画事業に関すること。第３号では伝統工芸品等の訴求に関することでございます。次の６４ペー

ジでございますが、１２条から１５条にかけて原状回復義務、損害賠償義務、秘密保持義務、委

任について定めてございます。お目通しをお願いを致します。以上で内容の説明とさしていただ

きますけれども、施行につきましては、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規

則で定める日からと定めまして、準備行為と致しましては、第３条の規定による規定及びこれら

に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても第６条第１項、第７条までの規定の

例により行うことができるとしております。ご審議の上、ご決定賜わりますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） この第１条で伝統工芸等の担い手を育成するというのが設置目的に入

っておるようでありますが、この育成をしていくという方向で、もし指定管理者としてやられる
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場合に、そういう新たな人が、そういう部分に参加をしていこうというような場合に、いろんな

問題が起きることがありはしないか、その辺、指定管理者と新たにそういう部分に参入しようと

する人たちとの間の関係についてはどのようにみておられるか。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 広くですね今、伝統工芸品等内子にもございますけれ

ども、新たにまた生まれる場合もあるかと思います。で、そういったものについてですね、指定

管理者これから申請があって選定をすることになりますけれども、広くですね、そういう新たに

加わる方についてもですね、その中でご紹介できたりとか、いうこといついては出来ていくよう

にですね、して行きたいというふうに考えております。以上でございます。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） この施設についてですけど、光熱水費の支払いの関係はどうなってい

るのか。それと伝統工芸品を販売をするということでありますので、販売によって受ける利益、

多少なりとも何パーセントか町に還元してくるような要綱とか規則みたいなものが出来ているの

か。その辺をちょっと。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 選定されました指定管理者の方でですね、光熱費等に

ついて当然ご負担いただくようにしております。今の販売で上がった分についてのなにがしかを

ということでございますけれども、これについてはですね、どんどん販売等が出来てですね、そ

ういうふうになれば本当に喜ばしいことなんですけれども、現時点ではですね、それについては

しっかり運営をやっていただくということで、なかなかこれも大変なことに運営についてもです

ね、厳しいものがあるのではないかというふうに、ちょっと思ったりもしておるんですけれども、

現時点ではですね、そこについては現時点では考えておりません。いただくということは考えて

おりません。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第８４号 内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制定について」の採決に入り

ます。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 
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したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１２ 議案第８５号 内子町いかざき小田川はらっぱ基金条例の一部改正について 

  日程第１３ 議案第８６号 内子町いかざき小田川はらっぱ基金運営協議会条例の一部改正

について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１２ 議案第８５号 内子町いかざき小田川はらっぱ基金条例

の一部改正について」「日程第１３ 議案第８６号 内子町いかざき小田川はらっぱ基金運営協議

会条例の一部改正について」以上の２議案は関連もありますので、この際一括して議題とします。 

 各提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町いかざき小田川はらっぱ基金条例の一部改正について、内子町い

かざき小田川はらっぱ基金運営協議会条例の一部改正について、この２議案につきましては、内

子町いかざき小田川はらっぱ基金の円滑な事業推進、運営を図るため、本条例の一部を改正する

ものでございます。内容は、町並・地域振興課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜わりますようお願い致します。 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

〔小野植正久町並・地域振興課長〕 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  それでは議案第８５号、内子町いかざき小田川はらっ

ぱ基金条例の一部改正について及び、議案第８６号、内子町いかざき小田川はらっぱ基金運営協

議会条例の一部改正について説明をさせていただきます。議案書６５ページから説明資料は説明

資料４の３３ページをお開きいただいたらと思います。 

まず、議案第８５号、内子町いかざき小田川はらっぱ基金条例の一部改正について説明をさせ

ていただきます。この条例でございますが、昭和６２年に制定をされ、ふるさとの川モデル河川

指定がなされた龍宮堰から山王橋付近にかけての２．１ｋｍ区間に限定し、河川環境の整備をし

ていくために制定をされたものであります。今回基本的な考え方には変わりはございませんが、

河川環境の愛護活動や学習会等のソフト事業について、一定の制約はあるもののこの区間以外で

も活用できるよう一部を改正するものでございます。このため、内子町いかざき小田川はらっぱ

基金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。改正する内容につきましては、６６ペ

ージのとおりでございますけれども、詳細につきまして説明資料の３３ページでご説明をさせて

いただきます。内子町いかざきはらっぱ基金条例の新旧対照表、上の表でございますが、第１条

の設置についてですけれども、左側が新、右側が旧でございます。新の方ですけれども、「小田川

の」次にですね、小田川「の流域」を加え、第４条の運用益金の処理については、「（以下「事業」

という。）」の次に「及び本町を流れる小田川の流域のために団体が行う活動」を加えるものでご
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ざいます。施行につきましては、平成２６年４月１日でございます。次に、議案書の方にお戻り

いただいたらと思います。 

議案書６７ページでございます。議案第８６号、内子町いかざき小田川はらっぱ基金運営協議

会条例の一部改正について説明をさせていただきます。提案理由と致しましては、内子町いかざ

き小田川はらっぱ基金条例の一部改正に伴いまして、河川環境の愛護活動や学習会等のソフト事

業の審議を所掌事務に新たに加えるなど、円滑な事業推進を図るため、同条例の一部を改正する

ものでございます。このため、内子町いかざき小田川はらっぱ基金運営協議会条例の一部を改正

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。改正する内容につきましては、６８ページの表でございますけ

れども、詳細につきましては、説明資料３３ページでご説明をさしていただきます。下の表でご

ざいます。第１条の設置でございますが、「小田川」の次に「の流域」を加え、第２条の所掌事務

については、第３号中、「前２号」を「前３号」に改め、「同号」を「第４条」とし、「同条第２号」

の次に「第３号」として「内子町いかざき小田川はらっぱ基金活用事業に関すること」を加え、

第８条の事務局については「町並・地域振興課」を「建設デザイン課」に改めるものでございま

す。施行につきましては、平成２６年４月１日でございます。以上で、内容の説明とさせていた

だきます。ご審議の上、ご決定賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 今の小田川はらっぱ基金の一部条例改正なんですけれども、基金の運用

益に当たる部分をソフト事業に活用するということで、それはそれで問題ないんですけれども、

ただ２点確認したいんですが、一つはこれまではらっぱ基金がですね、基金元金としたものが８，

２２５万。そしてこれまでの利子の累計が２，６０８万８，８２０円。合計１億２７０万８，３

３８円あります。運用益というのは、この１億２７８万なにがしかに対する毎年度の利子という

ことでよろしいんでしょうか。それ確認します。それともう一点は、これ昨日も質問したんです

が、平成１６年に一度１５年に３００万が支出されております。それから合併して１８年度から

はですね、これ毎年決まったように利子の範囲内で３０万、４０万、５０万とずっと支出がなさ

れております。で、今回１億２００万に対する毎年度の利子ということをその事業に充てるとい

うことであれば、今まで毎年支出してきた、これたぶんミニ小田川辺りのゴミの除去とか、草刈

等だと思うんですけれども、その分の支出が今度どこから出てくるのかちょっと確認をしたいと

思います。 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  まず運用益の考え方ですけれども、毎年基金に対して

利子が発生しております。この毎年発生している利子でですね、ソフト事業を実施をしてくと、

いうことでございます。で、２点目のですね、利子が毎年発生しているんですけれども、それで

ですね、先ほど言われましたようにミニ小田川のごみの除去等にここから支出をしております。
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今回のソフト事業が４月１日から予定しているんですけれども、それにつきましては、またここ

から出していくということになりますと、非常に窮屈な状況で運営していかんといけませんので、

そういった経費についてはですね、別途の費用で支出をしていくということで、ソフト事業には

この運用益を全てあてて使って行きたいというふう考えております。以上でございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） ここで小田川の流域という言葉が出ておるわけでありますが、こない

だの説明の中でも話はあったと思うんですが、再度この流域の範囲というかそれはどこまでを想

定をしておられるのか。特に下流域の環境を守ろうと思えば、上流域の環境を守っておかなけれ

ば、下流域の環境も守れないというのがごく自然な考え方でありますが、それと同時にこの基金

というのは、旧五十崎の住民の皆さんが特別の思いをもって集められたお金でありますから、そ

の五十崎の住民の皆さんが作られた、はらっぱ基金の主旨にどう併せていくかというのも、上流

域の今後の活動にもつながると思うんでありますが、その辺どのように考えておられるか。この

２点。 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長(小野植正久君)  この基金はですね、設置の所で本町を流れる小田川の

自然環境を保全し再生し創造し、というところでなっております。で、今回のソフト事業には小

田川の流域でということで改正をさしていただこうとしているんですけれども、この主旨的なも

のはですね、今言われましたように当然、主流があって小さな川があって、それが流れて小田川

に流れてということになりますので、そういった流域すべての河川でですね、主流も含めた所で

そういう環境を良くしていく、河川環境を良くしていく、そういう活動も含めてですね、実施を

していくということで考えております。で、それにつきまして先ほど言いましたように、五十崎

の特別な思いで作られた条例でもありますけれども、内容につきましては、十分合致するという

ふうに考えておりまして、協議会等でも了解を得てですね、今回の上程になったということでご

ざいますので、よろしくお願いを致します。 

他に質疑ありませんか。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） この条例とは直接関係はないかもしれんのですが、私はずっと以前から

機会あるごとに言ってきたつもりではあるんですが、まず、ミニ小田川、あそこに水がいっさい

流れてない。あそこは１年間は水が流れました。洪水のために、ポンプアップして横のおおいで

から流れてきておる。小田川の水じゃなしにおおいでの水をとって、ポンプアップして水を流し

たんですが、洪水のためにポンプが傷んだと。それから後に川に水が流れてないんですが、町と

しては役場のちょうど前ですので、あそこに水が流れるような方法を考えておられるのか、おら

れないのか。それだけをちょっと確認をしておきたいんですが、できればあそこに水を流してい

ただきたい。子どもたちが大川で遊ぶよりかは、あのミニ小田川で遊ぶ方が私は安心・安全では
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ないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今現在ですね、ポンプで上げれば便利ではありますけれど

も、水があれば可能でありますけれども、今、県とですねある程度そのポンプを使わない方法で

ですね、そういうなことが出来ないか、出来るかということで数年前からですね、小田川の検討

委員会ということで、小田川の河床掘削とそれからミニ小田川と、そういうことの中でワークシ

ョップとかですね、そういう検討委員会を開いた経緯がございます。その中でもそういうような

ご意見が出ておりましたんですが、今のところ方法としてまだ検討課題でございますが、そうい

う方向に進めていければいいなというふうには思っております。今後またそういう形の中で県と

一緒にですね、方向を定めていきたいというふうには思っております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、一括議題としております、「議案第８５号」「議案第８６号」の２議案を一括して採

決します。 

これらの議案をいずれも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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「議案第８５号」「議案第８６号」の２議案は、いずれも原案のとおり可決されまし

た。 
 

  日程第１４ 議案第８７号 内子町教育振興基金条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１４ 議案第８７号 内子町教育振興基金条例の制定について」

を議題とします 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町教育振興基金条例の制定につきましては、内子町における教育振

興に資すため本条例を制定するものでございます。内容は、学校教育課長に説明を致させますの

で、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 
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〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） それでは、６９ページからになりますが、議案第８７号、内子

町教育振興基金条例の制定についてご説明致します。この基金条例でございますが、内子町出身

者である故人の遺言により、内子町の教育を充実させる資金として役立ててほしいと、遺産の一

部が内子町へ遺贈されたことによるものでございます。なお、遺言執行者から相続権のない親族

が存在するため、故人が特定できるものについては公表しない方がよいという意見から、氏名等

の公表はしないものでございます。次の７０ページからになりますが、条例の説明を致します。

内子町教育振興基金条例、第１条で設置でございますが、内子町における教育振興に資するため、

内子町教育振興基金を設置する。第２条、積立てでございますが、これにつきましては一般会計

補正予算、第６号において歳入と歳出を計上致しております。歳入につきましては指定寄附金と

して２，８６５万２，０００円。歳出につきましては、基金費として端数がありますので、２，

８６５万３，０００円を計上しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。第３条の管

理から第５条の繰替運用につきましてはご覧いただきたいと思います。第６条の処分でございま

すが、平成２６年度から数年間で音楽やスポーツ、朗読など優れた本物にふれあう機会の創出事

業等に使用する計画をしております。これにつきましては、平成２６年度当初予算で計上する予

定でございますので、よろしくお願いしたらと思います。７条は委任でございます。附則として

この条例は公布の日から施行するものでございます。以上よろしくご審議の上、ご決定賜わりま

すようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第８７号 内子町教育振興基金条例の制定について」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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１５ 議案第８８号 内子町社会教育委員設置条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１５ 議案第８８号 内子町社会教育委員設置条例の一部改正

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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 内子町社会教育委員設置条例の一部改正につきましては、地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための、関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、

本条例を制定するものでございます。内容は自治学習課長に説明致させますので、よろしくご審

議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議案書ナンバー１の７１ページをお開き下さい。議案第８７

号、内子町社会教育委員設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。提案理由と致しまし

て、いわゆる第３次一括法が成立したことによりまして、内子町社会教育委員設置条例の一部を

改正するものでございます。今まで社会教育法で定められたものを委嘱しておりましたけれど、

今回条例により謳うものでございます。詳細につきましては、議案説明資料ナンバー４の３４ペ

ージをお開きいただきたいと思います。左の新しい部分を見ていただきたいと思います。第１条

第２項で委員委嘱の基準として、内子町社会教育委員は学校教育及び社会教育関係者、家庭教育

の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の中から、内子町教育委員会が委嘱する

を加え、それに伴い第２条中と第４条を改正するものでございます。この条例は附則にあります

ように平成２６年４月１日より施行するものでございます。以上簡単ですが、議案の説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようよろしくお願いします。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第８８号 内子町社会教育委員設置条例の一部改正について」の採決に入りま

す。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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１６ 議案第８９号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更  

及び規約の変更について 

日程第１７ 議案第９０号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分に関する協議に

ついて 

○議長（下野安彦君） 「日程第１６ 議案第８９号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の共

同処理する事務の変更及び規約の変更について」「日程第１７ 議案第９０号 八幡浜・大洲地区
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広域市町村圏組合の財産処分に関する協議について」以上の２議案は関連もありますので、この

際一括して議題とします。 

 各提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） この２つの議案につきましては、八幡浜・大洲地区観光センターを八幡

浜・大洲地区広域市町村圏組合から八幡浜市へ移管するため、共同処理事務規約の変更及び、こ

れに関する財産処分の協議につき、議会の議決を求めるものでございます。内容は、総務課長に

説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） それでは、議案書の７３ページをお願い致します。議案第８９号、

八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について。また、

７５ページの議案第９０号、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分に関する協議につい

てでございますが、八幡浜・大洲地区観光センターを同市町村圏組合から八幡浜市へ移管するた

め、その共同処理事務及び規約の変更と、それからそれに関する財産処分について。この協議に

ついて議会の議決を求めるというものでございます。 

まず、議案第８９号でございますが、議案説明資料の３５ページをお願いを致したいと思いま

す。こちらの方でご説明致します。この説明資料の方の一部改正でござますが、第３条中、第３

号の八幡浜・大洲地区観光センターの設置、管理・運営に関する部分を削り、第４号を第３号に

繰り上げをするということでの改正でございます。これに伴い、第１２条第２項第４号中、第２

号「から第４号まで」を第２号「及び第３号」に改めるというものでございます。附則で平成２

６年４月１日からの施行ということでございます。これに伴いまして７５ページ、議案第９０号

財産処分の関係でございますが、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分に関する協議に

ついてということでございます。これにつきましては、７７ページをお開きをいただきたいと思

います。別紙の方で財産調書、内容でございますが、八幡浜・大洲地区市町村圏組合観光センタ

ーでございます。所在が八幡浜市沖新田１５８６番地。内容が建物、貸しビル、鉄筋コンクリー

ト造７階建、３，１５０．６２㎡でございます。なお、敷地については八幡浜市の所有。建物の

１階は八幡浜市所有あり、建物の２階から７階部分につきこの度、八幡浜市に帰属をさせるとい

うものでございます。よろしくご審議賜わりますよう、お願いを致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、一括議題としております。「議案第８９号」「議案第９０号」の２議案を一括して採

決します。 

これらの議案をいずれも、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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「議案第８９号」「議案第９０号」の２議案は、いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

 

  日程第１８ 議案第９１号 愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び組合規約の変更について  

日程第１９ 議案第９２号 愛媛県市町総合事務組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分

について  

  日程第２０ 議案第９３号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体から脱退に伴

う財産処分について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１８ 議案第９１号 愛媛県市町総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び組合規約の変更について」「日程第１９ 議案第９２号 愛媛県市町総合

事務組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分について」「日程第２０ 議案第９３号 愛媛県市

町総合事務組合の共同処理事務構成団体から脱退に伴う財産処分について」以上の３議案は関連

もありますので、この際一括して議題とします。 

 各提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） この３議案につきましては、愛媛県市町総合事務組合の構成団体である

内山衛生事務組合の解散に伴う同組合から脱退、また伊予市が同組合の交通災害共済関連の共同

処理構成団体から脱退するにあたり、これに伴う規約変更を行うため議会の議決を求めるもので

ございます。併せて内山衛生事務組合、及び伊予市それぞれの脱退に伴う財産処分について関係

組合市町と協議を行うにあたり、議会の議決を求めるものでございます。内容は総務課長に説明

を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） それでは、議案書の７８ページからでございます。それから説明資

料の方は３６ページ以降になります。よろしくお願いします。議案第９１号、愛媛県市町総合事

務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更につきましては、愛媛県市町総合

事務組合の構成団体である内山衛生事務組合の解散に伴い、同組合から平成２６年３月３１日に
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脱退させること、また同じく同日をもって愛媛市町総合事務組合の構成団体である伊予市を日本

国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民、またはその遺族の生活の共済に関する共同

処理事務から脱退させるため、これに伴う規約変更を行うため、議会の議決を求めるものでござ

います。組合規約の一部改正の内容につきましては、説明資料の方、３６ページから３９ページ

になりますが、新旧対照表にありますとおり、別表第１から別表第３までの規定の中で「内山衛

生事務組合」を削りまして、別表第２第４項、構成団体の欄中、「伊予市」を構成団体名の記載か

ら削るという内容のものでございます。平成２６年４月１日からの施行でございます。よろしく

ご審議、ご決定賜わりますよう、お願いを致します。 

それから続きまして議案書８０ページでございますが、議案第９２号、愛媛県市町総合事務組

合からの構成団体の脱退に伴う財産処分でございますが、内山衛生事務組合が同組合から脱退す

ることに伴い、財産処分を協議するにあたり、議会の議決を求めるというものでございます。財

産処分の内容につきましては、内山衛生事務組合の愛媛県総合事務組合退職手当負担金条例第５

条の第１項に規定されている一切の財産を除く土地建物、その他の一切の財産について平成２６

年４月１日において愛媛県総合事務組合に帰属をさせるといった内容でございます。よろしくご

審議、ご決定を賜わりますようお願い致します。 

 続きまして８１ページ、議案第９３号でございます。伊予市に関するものでございます。愛媛

県市町総合事務組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分につきましては、伊予市が同組合から

脱退することに伴い、財産処分を協議するにあたり議会の議決を求めるというものでございます。

財産処分の内容でございますが、日本国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民、また

はその遺族の生活の共済に関する共同処理に係る伊予市の一切の財産については、平成２６年４

月１日において愛媛県市町総合事務組合に帰属をさせるというものでございます。併せましてよ

ろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 愛媛県市町総合事務組合、内山衛生事務組合加盟しとって、３月末で脱

退と。これの財産というのは組合の職員の退職金と理解してよろしいんでしょうか。事務組合に

帰属させる財産、これの性格を質問したいと思います。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 退職金等につきましてはですね、そのまま引き継いでおります。で

すから組合は内子町ということです。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、一括議題としております。「議案第９１号」「議案第９２号」及び「議案第９３号」

の３議案を一括して採決します。 

これらの議案をいずれも、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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「議案第９１号」「議案第９２号」及び、「議案第９３号」の３議案は、いずれも原

案のとおり可決されました。 

 

日程第２１ 議案第９４号 第５１号小田小・中学校校舎改築工事に係る工事変更請負契約につ

いて 

○議長（下野安彦君） 「日程第２１ 議案第９４号 第５１号小田小・中学校校舎改築工事に

係る工事変更請負契約について」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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 小田小・中学校校舎改築工事に係る工事変更請負契約についてでござい

ます。本議案につきましては、追加変更による設計変更に伴い、工事請負額の変更について議会

の議決を求めるものでござます。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、ご決定賜わりますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、議案第９４号について説明させていただきます。

議案書８２ページをお開きいただいたらと思います。それとですね、説明資料４の４０ページも

併せてお開き願ったらと思います。それでは、議案第９４号、第５１号小田小・中学校校舎改築

工事に係る工事変更請負契約についてご説明申し上げます。平成２４年９月２１日付け契約締結

のみだし工事につきまして、次のとおり工事変更請負契約を締結するため、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及び、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。まず契約の目的でございますが、第５

１号小田小・中学校校舎改築工事に係る工事変更請負契約。２番目と致しまして、契約金額でご

ざいますが、元契約額が７億１，１９０万。変更契約額と致しまして７億１，９００万でござい

まして、増額の７１０万でございます。契約の相手方と致しましては、愛媛県喜多郡内子町内子

２０７７番地、山本・西渕・上野・小田小・中学校校舎改築工事特定建設工事共同企業体、代表

者、株式会社山本建設。支出予算科目につきましては、一般会計１０款の教育費、１項教育総務

費、３目教育諸費、１５節の工事請負費でございます。変更内容につきましては、説明資料４の
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方で説明申し上げますので見ていただいたらと思います。まず、３点主な変更点がございます。

まず一点は、小・中学校の構造材でございますけれども、町有林からの木材の支給量が減となり

ましたので、木材の購入量が増えてございます。ちなみに購入材につきましては、２７１㎥が３

４８㎥に増えたということで７７ほどの増となっております。第２点目と致しましては、特別支

援クラスルームに黒板を４台追加致しました。この分につきましては、下の図面で申し上げます

と、左の方になりますが、ちょうど４か所赤い着色で記載しております。ここに黒板追加という

ふうになっておりますが、この分でございます。３点目で図書室にカウンターを２台追加したと

いうことでございますが、この分につきましては図面の右側でございますが、２階平面となって

おりますけれども、ここの赤い着色でございます。この分につきましては、生徒さんが貸し出し

業務等をするのにそこに座ってやるということで、そのような理由で追加を致しておるところで

ございます。ちなみに工期でございますけれども、２４年の９月２２日から着工致しております

けれども、完成につきましては２６年の２月１７日でございます。現在の進捗率につきましては、

おおむね９０％近いものが出来ている現状でございます。建物の一部の内装を残しているのと、

あと外構が残っておるような状況でございます。以上説明とさせていただきます。よろしくご審

議の上、ご決定賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第９４号 第５１号小田小・中学校校舎改築工事に係る工事変更請負契約につ

いて」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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２２ 議案第９５号 第１０１号Ｈ２４年災林道面谷線災害復旧工事に係る工事変更

請負契約について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２２ 議案第９５号 第１０１号Ｈ２４年災林道面谷線災害復

旧工事に係る工事変更請負契約について」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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本議案につきましては、実施段階での工事内容変更に伴い、工事請負額
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の変更について議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、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（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、議案第９５号の説明をさせていただきます。議

案書１の８３ページ、並びに資料４の４１ページをお開き願ったらと思います。それでは、議案

第９５号、第１０１号Ｈ２４年災林道面谷線災害復旧工事に係る工事変更請負契約についてご説

明申し上げます。平成２５年３月８日付け契約締結のみだし工事につきまして、次のとおり工事

変更請負契約を締結するため、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。まず、契約の目的でございますが、第１０１号Ｈ２４年災林道面谷線災害復旧工事に

係る工事変更請負でございます。契約金額でございますが、元契約額につきましては、５，３０

２万５，０００円でございます。変更契約額は６，１８０万円でございまして、８７７万５，０

００円の増額となってございます。契約の相手方は、愛媛県喜多郡内子町中川３２３９番地、西

岡建設株式会社、代表取締役、池田誠規。支出予算科目でございますが、一般会計、１１款災害

復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費、２目、林業施設災害復旧費、１５節、工事請負費でご

ざいます。変更の内容につきましては、説明資料でご説明させていただきます。まず、主な変更

内容と致しましては、３点上げてございます。まず、１点でございますが、土工の切り取り部分

でございますが、この分に関しまして、機種変更をしたということでございます。内容につきま

しては、土質が非常に脆弱であったということで、高所斜面掘削に変更致しております。図面で

言いますとちょうど下の図面のですね、左の方になりますが、ちょうど掘削するのにですね、機

械が乗る施工幅というものが作業幅がございます。その作業幅の部分においてですね、ちょうど

黄色で着色しておりますけれども、そういう形の中で崩壊を起こすということで安定した作業が

できないということでございます。それによりまして、写真の真ん中どころにありますけれども、

高所斜面掘削というのがあるんですけれども、これに変更して施工をするということでございま

す。この分につきましては約３，０００㎥ほどあります。そういうことで非常に金額的にします

と約５３０万。請負として約３９０万程増えているという状況になっております。続きまして、

この分は減っているような分なんですが、現地の取り合わせによりまして、法枠工施工面積が変

更の減となっております。ちょうど右のですね、下の図面の右の所に赤で着色してありますが、

ここに現場の法枠工というのを２００の大きさでやっていくんですが、そこの分の面積が減った

ということでございます。３番目に残土運搬距離の変更ということでございますが、この分につ

きましては、当初２キロということで見ておりましたけれども、この場合にですね、当初捨てる

場所が確定してない場合には２キロというような取り決めがございます。現場に入って入札後で

すね、場所が確定致しましたので、変更さしていただいたということでございます。以上３点が

変更理由でございます。今現在のですね、工期の関係になりますけれども、２５年の３月の９日

から仕事を始めておりますが、着工でございますが、２６年の２月２８日が完成という予定にし
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ております。今の仕事の進捗状況でございますが、約６０％ほど進んでいるような状況でござい

ます。以上、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（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第９５号 第１０１号Ｈ２４年災林道面谷線災害復旧工事に係る工事変更請負

契約について」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩します。４時３０分より再開します。 

 

午後 ４時２１分 休憩 

 

午後 ４時３０分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

  日程第２３ 議案第９６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２３ 議案第９６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第

６号）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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第６号）についてご説明致しま

す。平成２５年度内子町一般会計補正予算（第６号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２億１，９８２万６，０００円追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１００億２，５００万

９，０００円とするものでございます。歳入につきましては地方交付税１億８，９８５万９，０

００円。災害復旧費分担金１，４１８万円。災害復旧費国庫負担金２，４４７万８，０００円。

及び県負担金５，２００万円。繰入金の減額、３，９８０万円。町債の減額、７，５５０万円な

どでございます。歳出の主なものは、自立支援給付費等心身障害者福祉費２，１３６万円。せせ
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らぎの直売所販売システム３７０万３，０００円。住宅管理費に２０８万７，０００円。農林水

産施設災害復旧費９，５４０万円。公共土木施設災害復旧費４，５８０万円。教育振興費基金積

立金２，８６５万３，０００円等でございます。その内容は、副町長に説明を致させますので、

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 議案書２の１ページをお開き下さい。平成２５年度内子町一般会計補

正予算（第６号）です。第１条、歳入歳出の予算にそれぞれ２億１，９８２万６，０００円を追

加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１００億２，５００万９，０００円とするもので

ございます。 

７ページをお開き下さい。第２表、地方債の補正です。まず過疎対策事業債７，１３０万円を

減額致しまして、３億９，４００万円と致します。 

次のページ、８ページをお開き下さい。廃止です。公共事業等債４２０万減額致します。廃止

です。 

１１ページをお開き下さい。歳入の予算です。８款１項１目、地方交付税１億８，９８５万９，

０００円を追加致しまして、５１億３，６２５万円と致します。１０款１項７目、災害復旧費分

担金、２目の農林業施設災害復旧分担金１，４１５万円でございます。現年災補助農業施設災害

復旧事業分担金等でございます。１２款１項４目、災害復旧費国庫負担金２，４４７万８，００

０円でございます。１２款２項４目、農林水産業費国庫補助金、５１０万円でございます。地域

の元気臨時交付金等でございます。県営の滝の奥ため池整備事業の負担金。県営の中山間整備事

業計画作成負担金等でございます。 

次のページお開き下さい。１２ページ、１３款２項９目災害復旧費県補助金５，２００万の補

正です。現年発生農業施設災害復旧費補助金４，６５０万円。現年発生林業施設災害復旧費補助

金５５０万等でございます。 

次のページ、１３ページです。１５款１項２目の指定寄附金、先ほど条例議決いただきました

けどが、一般管理寄附金２，８６５万２，０００円でございます。１６款１項１目、基金繰入金、

３，９８０万の減額でございます。１９款１項２目、民生債７，０８０万の減額でございます。

入札減と事業費の確定等によるものでございます。五城保育園の整備の起債でございます。 

１５ページから歳出です。２款１項７目の財産管理費１９７万４，０００円の補正ですが、主

なものは１５節の工事請負費、町営下町駐車場、郷の谷川の横にありますが、舗装改修費等でご

ざいます。１０目の町営バス管理費、２８５万１，０００円の補正ですが、主なものは１５節の

工事請負費、知清バス停の新設工事でございます。１５７万５，０００円の補正です。 

１６ページお開き下さい。３款１項５目の心身障害者福祉費。２，１３６万円の補正ですが、

主なものは２０節の扶助費１，７５８万の補正でございます。自立支援給付費ということで、主

なものは利用者の増によるものでございます。施設の入所者等が５名増、日中活動サービス利用

者が２名増、就業訓練の給付が７名増ということで、いずれも利用者の増による補正でございま
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す。 

次のページ、３款１項８目の介護保険費４５７万８，０００円の補正ですが、これは介護保険

事業特別会計への繰り出し金でございます。 

１８ページをお開き下さい。６款１項１１目の農地費でございます。２４１万４，０００円の

補正ですが、主なものは負担金補助及び交付金でございます。補助金農林土木事業補助１５０万。

これは災害復旧でございます。農業施設補助金ということで１３か所でございます。 

次のページ、７款１項１目の商工総務費、４２３万９，０００円ですが、主なものは１８節の

備品購入費３７０万３，０００円でございます。これは小田のせせらぎの販売管理システムが老

朽化しておりまして、それの更新でございます。３７０万３，０００円の補正予算でございます。 

２０ページをお開き下さい。８款５項１目の住宅管理費、２０８万７，０００円の補正ですが、

修繕料ということで、これは町営の住宅、門松、岡、柿原、宇都宮団地の屋根の雨漏りの修繕で

ございます。セメント瓦をガルバリウム鋼板に変えるものでございます。１０款１項３目の教育

諸費でございます。２８節の繰り出し金５５万５，０００円の減額でございますが、これは小田

寄宿舎の寮生が１７名から５名増加致しまして２２名となりました。収入が増えますので、繰出

金を５５万５，０００円減額致しております。２２ページはお目通しを下さい。 

２３ページ、１１款１項１目の農業施設災害復旧費８，３１０万の補正でございます。議案説

明資料の４２ページをお開き下さい。平成２５年度農林土木事業補助災害関係、１２月補正予算、

位置図、事業の位置図を示しております。お目通しを下さい。補助農業施設災害復旧工事、単独

の農業施設災害復旧工事等でございます。それから２目の林業施設災害復旧費、１，２３０万円

でございますが、これも議案説明資料４２ページに事業位置図を示しております。林業関係の施

設災害復旧費でございます。 

２４ページをお開き下さい。１１款２項１目の公共土木施設災害復旧費４，５８０万の補正で

ございます。これは議案説明資料の４３ページに事業実施位置図を示しております。町道関係の

災害復旧予算でございます。町道百合谷線他、町道合計で８路線、それから河川が４か所、合計

で工事請負費が４，５５０万の補正でございます。１３款１項１目の基金費、基金の積立金でご

ざいます。内子町教育振興基金積立金２，８６５万３，０００円の補正予算でございます。あと

お目通しをいただきたいと思います。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを致しま

す。以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 一点だけ、１３ページの町債の分ですかね、保育園整備事業債、入札

減等事業費の減で７，０８０万、金額的にかなり大きいような気がするんですけど、内容をちょ

っと説明していただいとったらと思います。 

○政策調整班長（安川徹君） 議長 

○議長（下野安彦君） 安川政策調整班長。 

○政策調整班長（安川徹君） この町債につきましては財源の変更でございまして、主に過疎債
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を活用しておりまして、過疎債の上限も、借入額の上限がございますので、一般財源を充てるこ

とにして、こちらの方の財源の変更をさしていただいたものでございます。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） ということは、財源変更ということですか。先ほどの副町長の説明で

は事業費等入札減によってというふうな説明だったので、あまりにもちょっと金額が大きいので

ちょっと。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

○副町長（稲田 繁君） すみません。入札減と事業費の確定とですね、それから歳出のですね、

１７ページをお開き下さい。そこにですね、３款２項２目、保育所費、補正額５７５万７，００

０円の減額補正をしております。これが入減等の減額でございます。その横に財源の内訳補正を

記載しております。地方債６，４５０万の減、一般財源５，８７４万３，０００円に振り替えて

おります。これが先ほど、安川班長が説明したとおりでございます。よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 一点だけ、１８ページ、６款３目の青年就農給付金があるわけであり

ますが、実際にこれは何人なのか。ちょっとそれだけ。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 当初予定しておりましたのが９名でございます。で、今回一人

の追加でございます。で、基本的には当初から該当要件には当たっておったんですが、国からい

ただく補助金の枠ですね。で、県全体で調整されまして、実は今回１名減額で最初もらっておっ

たんですが、今回追加をいただきまして今回、これ佐々木さんという養鶏業者なんで、ご主人の

方は最初認めてもらっておったんですけど、奥さんの追加の分。基本的には一人年間１５０万な

んですが、今回７５万というのは、夫婦の場合は女性の場合は半額の７５万ということで、奥さ

んの方が今回認めていただいた追加補正ということでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 今の説明によりますと、男性と女性で半額というような差がつくのは

どういう理由か。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 言葉を修正さしていただきます。基本的には夫婦の場合には、

一人１５０万でもうひと方が半分の７５万ということでご理解いただいたらと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより、「議案第９６号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第６号）について」の採決

に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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。 

 

○議長（下野安彦君） ただ今時刻は、４時４５分を過ぎております。審議内容から考えますと、

午後５時までに終了することは難しいと思われますので、内子町議会会議規則第９条第２項の規

定により、会議時間を議事終了時まで延会することを宣告致します。 

  日程第２４ 議案第９７号 平成２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２４ 議案第９７号 平成２５年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、内容を保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い致します。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

〔鉾岩洋子保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） それでは議案第９７号、ピンク色の表紙をお開き下さい。平成

２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算についてご説明を致します。 

それでは、１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ３，０６９万１，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３億９，３７３万３，０００円とするもの

でございます。今回の補正につきましては、実績見込みにより介護給付費、地域支援事業費の増

加が予想されることから、それに伴う補正が主なものとなっております。それでは補正内容につ

いて歳入からご説明致します。 

７ページをお開き下さい。３款使用料及び手数料、地域支援事業使用料、４２万円の増。これ
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は配食サービス利用増によるものでございます。４款、国庫支出金、５款、支払い基金交付金、

８ページの６款、県支出金につきましては、介護給付費、地域支援事業費の補正によりそれぞれ

の負担率に応じ増額をするものでございます。次に１０款繰入金１項１目、介護給付費繰入金、

これは介護給付費の増額補正により４４２万７，０００円と１０款繰入金２項３目、地域支援事

業繰入金。地域支援事業費増額補正により１５万１，０００円をそれぞれ一般会計から繰入を増

額するものでございます。 

次に歳出になります。９ページになります。２款保険給付費につきましては、本年度４月から

９月までの実績に伴った推計によりそれぞれ増額をするものでございます。主なものとしまして

は、２款１項１目、居宅介護サービス給付費２，５００万円の増額。２款１項９目、居宅介護サ

ービス計画給付費３９０万円の増額。２款２項１目、介護予防サービス給付費５３０万円などと

なっております。その他の経費につきましても実績に伴った計上でございます。 

次に１０ページの５款地域支援事業費ですが、２項５目、任意事業費１００万円増額をしてお

ります。配食サービス利用者増によるものでございます。次に９款予備費、１項１目、５８８万

９，０００円を減額をするものでございます。以上で内子町介護保険事業特別会計補正予算の説

明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第９７号 平成２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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２５ 議案第９８号 平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（下野安彦君） 「日程第２５ 議案第９８号 平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補

正予算（第１号）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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）につきまして、
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内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致

します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） それではオレンジ色の表紙からになります。議案第９８号、平

成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ９３万８，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，１３３万７，０００円とするものでございます。今

回の補正につきましては、寄宿舎生の人数を当初１７名で計上致しておりましたが、先ほどの一

般会計での補正予算でも説明ございましたが、５名増の２２名となることから寄宿舎使用料及び

給食委託費の増額が主なものとなっております。 

それでは７ページをお開き下さい。歳入でございますが、１款寄宿舎事業収入、１項１目、使

用料でございますが、寄宿舎生実績見込み５名の増に伴いまして、１４１万円の増額でございま

す。２款繰入金、１項１目一般会計繰入金、先ほどありましたが、一般会計からの繰入金につき

ましては使用料の増に伴いまして、５５万５，０００円の減額でございます。３款諸収入１項１

目、雑入でございますが、これにつきましては寮室使用料、各個人の光熱水費になりますが、こ

れの増加によりまして、補正額と致しましては８万３，０００円の増となっております。 

次に歳出でございますが、９ページをお開き下さい。１款１項２目の施設管理費でございます

が、これにつきましては全体の光熱水費でございますが、寮生の増加によります光熱水費、２９

万３，０００円の増額でございます。同じく３目の給食費につきましても、寮生給食の委託料６

４万５，０００円の増額でございます。以上で、平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算

（第１号）の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致し

ます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野議員。 

○９番（才野俊夫君） 寄宿舎生が増えるということは大変喜ばしいことなんですが、この５名

が増えた内容ですね、１年生、２年生いう学年。それとどういう理由で寄宿舎生が増えたのか分

かればご答弁願います。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

○学校教育課長（片山哲也君） 寄宿舎生の内訳でございますが、１年生は当初７名を見越して

おりましたが、今現在１１名。２年生が８名のところを８名は変わりません。３年生につきまし

ては、２名の所が現在３名となっております。それぞれ家庭の事情だと思いますが、詳しい内容

につきましてはちょっと把握をしておりません。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第９８号 平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」

の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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２６ 議案第９９号 平成２５年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２６ 議案第９９号 平成２５年度内子町公共下水道事業特別

会計補正予算（第２号）について」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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、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、ご決定賜ります

ようお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは水色の表紙になります。議案第９９号、平成２５

年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明をさせていただきます。１ページ

をお開き願います。第１条で歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２億９，８９４万２，０００円とするものでございます。主な補正内容につきましては、

組み替え補正でございまして、終末処理場における修繕料の補正、また浄化センター維持費の委

託業務の入札減少によるものでございます。 

７ページまでお開き願ったらと思います。歳出でございます。１款１項２目の終末処理場管理

費でございますが、組み替えでございます、補正額はございませんが、１１節の需要費修繕料１

５７万５，０００円でございますが、終末処理場における２台のポンプの修繕それから更新を考

えているところでございます。次に１３節の委託料でございますが、１５７万５，０００円の減

額でございまして、浄化センター維持管理の入札減少金でございます。以上、平成２５年度内子
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町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明とさせていただきます。よろしくご審議の

上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第９９号 平成２５年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」の採決に入ります。 

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（下野安彦君） 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２７ 議案第１００号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号） 

について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２７ 議案第１００号 平成２５年度内子町水道事業会計補正

予算（第３号）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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、

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、ご決定賜りますようお願

い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、また水色の表紙になりますが、議案第１００号、

平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）のご説明をさしていただきます。 

１ページをお開き下さい。第１条で平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）は次

に定めるところによるものでございます。第２条でございますが、収益的支出の補正ということ

で、２５年度内子町水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する

ものでございます。支出でございますが、２款第１項の営業費用、補正予定額と致しまして８０

万円。水道事業費用の合計と致しましては、２億１８２万２，０００円でございます。次に、第

３条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費と致しまして、予算第７条に定めた
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経費の金額を次のとおりに改めるということでございまして、１、職員給与費、既決の予定額が

２，１６１万２，０００円でございますが、補正予定額と致しまして、８０万円補正致しまして

２，２４１万２，０００円とするものでございます。主な補正につきましては職員給与費の補正

でございます。 

次に３ページまでお開き願ったらと思うんですが、この分に関しましては、水道事業会計補正

予算の実施計画書でございます。詳しい説明につきましては、最後のページの１１ページでご説

明さしていただいたらと思います。まず、収益的支出でございますが、２款１項の営業費用とい

うことで４目の総係費、補正予算が８０万でございます。２節の手当てでございますが、時間外

手当５０万円でございます。この関係につきましては、２６年度から移行します、会計制度の見

直しを今しておりますが、その分の整備の事務でございます。５節の法定福利費でございますが、

３０万円の増額でございます。これにつきましては職員共済組合負担金ということで負担金の率

の改正等によるものでございます。関係資料につきましては５ページ、６ページに記載しており

ますので、またお目通しを願ったらと思います。 

次に４ページまでちょっとまた戻っていただいたらと思います。４ページにつきましては、資

金計画書でございます。一番下の段になりますけれども、翌年度の繰越金につきましては、８０

万円減額となりますので、７億４，９７９万２，０００円となる見込みでございます。次に７ペ

ージから後ろにつきましては、予定の貸借対照表でございますので、また併せてお目通しを願っ

たらと思います。以上、平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより、「議案第１００号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について」

の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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２８ 議案第１０１号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２８ 議案第１０１号 内子町固定資産評価審査委員会委員の

選任について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町固定資産評価審査委員会委員の大倉德美氏が平成２６年２月１５

日任期満了となるため、引き続き大倉德美氏を選任致したいと存じますので、規定により議会の

同意を求めるものでございます。大倉德美氏は内子町中川１６６０番地にお住まいで、済生会小

田病院の職員として長年お勤めされた後、中川自治会役員等を歴任され平成２３年２月２６日か

ら同委員に選任。人権・識見ともに申し分なく、内子町固定資産評価審査委員会委員として再任

するに適任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） 本案に対する、質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、質疑を終結します。 

お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。本案を原案のとおり、これに同意する事にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり、これに同意することに決定しました。 

 

日程第２９ 議案第１０２号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２９ 議案第１０２号 内子町固定資産評価審査委員会委員の

選任について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町固定資産評価審査委員会委員の藤本博明氏が平成２６年２月１５

日任期満了となるため、引き続き藤本博明氏を選任致したいと存じますので、規定により議会の

同意を求めることでございます。藤本博明氏は、内子町内子１６７１番地にお住まいで、愛媛県

立高校の教員として長年お勤めされた後、中央自治会役員等を歴任され、平成２３年２月１６日

から同委員に選任。人権・識見ともに申し分なく、内子町固定資産評価審査委員会委員として選

任するに適任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（下野安彦君） 本案に対する、質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ありませんので、質疑を終結します。 

お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。本案を原案のとおり、これに同意する事にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり、これに同意することに決定しました。 

 

日程第３０ 議案第１０３号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３０ 議案第１０３号 内子町固定資産評価審査委員会委員の

選任について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町固定資産評価審査委員会委員の西永善矩氏が平成２６年２月１５

日任期満了となるため、後任として西岡芳則氏を選任致したいと存じますので、規定により議会

の同意を求めるものでございます。西岡芳則氏は、内子町重松甲１４９７番地第２にお住まいで、

手すき和紙製造業の傍ら、現在は内子町民生児童委員、内子町社会福祉協議会理事としてご活躍

いただいており、人権・識見ともに申し分なく内子町固定資産評価審査委員会委員として選任す

るに適任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 本案に対する、質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、質疑を終結します。 

お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。本案を原案のとおり、これに同意する事にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり、これに同意することに決定しました。 
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日程第３１ 議案第１０４号 内子町教育委員会委員の任命について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３１ 議案第１０４号 内子町教育委員会委員の任命について」

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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町教育委員会委員の池田幸江氏が、平成２６年２月１５日任期満了

となりますので、引き続き池田幸江氏を任命致したいと存じますので、法の規定により同意を求

めるものでございます。池田幸江氏は、内子町五十崎甲１３８１番地１にお住まいで、同委員を

歴任され、子どもたちの学力向上、学校行事への訪問活動など精力的に取り組まれるとともに、

内子町女性消防団班長としても指導的立場で活動されており、内子町教育委員会委員として引き

続き任命するに適任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（下野安彦君） 本案に対する、質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、質疑を終結します。 

お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。本案を原案のとおり、これに同意する事にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり、これに同意することに決定しました。 

 

日程第３２ 諮問第４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（下野安彦君） 「日程第３２ 諮問第４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（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 人権擁護員の城戸正善氏が平成２６年３月３１日で任期満了となるため、

石井隆義氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。石井隆義氏は、内子町立山５７１７番

地にお住まいで、これまで培われた人権教育等、行政活動の経験から豊かな知識と教養をもたれ、
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人権・識見ともに申し分なく、人権擁護委員候補者として推薦するに適任であると存じます。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申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、質疑を終結します。 

お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。「諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は、

これを適任と決することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案はこれを適任とすることに決定しました。 

 

日程第３３ 議第４号議案 内子町議会会議規則の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３３ 議第４号議案 内子町議会会議規則の一部改正について」

を議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 提出者、内子町議会議会改革特別委員会、林 博委員長登壇願います。 

〔林 博議会改革特別委員長登壇〕 

○議会改革特別委員長（林 博君） それでは、議案書１、８９ページをお開き下さい。議第４

号議案、内子町議会会議規則の一部改正について、提案を致します。地方自治法の一部改正、並

びに一問一答方式の導入に伴い、内子町議会会議規則の一部を改正するため、内子町議会会議規

則の一部を改正する規則を別紙のように定めることにつき、地方自治法第１０９条第６項及び、

内子町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出を致します。平成２５年１２月１９日提出。

提出者、内子町議会議会改革特別委員会委員長、林 博。改正点をご説明致します。議案説明資

料４４ページ、新旧対照表で説明を致します。お開き下さい。右側が現行、左が改正しようとす

るものであります。「第１７条第１項」及び「第７３条第２項」は、地方自治法の一部改正によ

る改正で、「第１１５条の３」及び「第１０９条の３項」にそれぞれ改めるものでございます。

一問一答方式の導入に伴い、第５１条の２、「質疑又は質問の趣旨の確認」の一条を加え、第６

３条中、「第５５条質疑の回数及び」を削るものでございます。施行期日は公布の日から施行し、

ただし「第５１条の２」及び「第６３条」の改定規定は、平成２６年３月１日から施行するもの

であります。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

林 博委員長、席にお戻りください。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議第４号議案 内子町議会会議規則の一部改正について」の採決に入ります。 

 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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり、可決することに決定しました。 

 

日程第３４ 受理第５号 ＴＰＰ交渉からの撤退を求める請願書 

○議長（下野安彦君） 「日程第３４ 受理第５号 ＴＰＰ交渉からの撤退を求める請願書」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、所管の常任委員会に付託して、閉会中の継続審議とする

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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、受理第５号は、所管の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３５     議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（下野安彦君） 「日程第３５ 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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに決定しました。 

 

日程第３６      常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（下野安彦君） 「日程第３６ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題としま
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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。 

お諮り致します。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

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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。 

 

○議長（下野安彦君） 以上をもちまして、今期定例会の会議に付議された案件の審議はすべて

終了しました。 

 お諮りします。今期定例会の会期は１２月２５日まででありますが、残余の会期は、特別な案

件の発生しない限り、休会にしたいと思います。これにご意義ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、残余の会期は休会とすることに決定しました。 

なお、会期終了をもって自然閉会となりますので申し添えます。 

本日はこれにて散会します。 

午後 ５時２２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６８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 

議 

 ４ 
内子町議会会議規則の一部改正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
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 

議認 

６ 

平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定

について（総務常任委員会付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
認定 

議認 

７ 

平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について（総務常任委員会

付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
認定 

議認 

８ 

平成２４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（総務常任委員会付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
認定 

議認 

９ 

平成２４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（総務常任委員会付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
認定 

議認 

１０ 

平成２４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（総務常任委員会付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
認定 

議認 

１１ 

平成２４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（総務常任委員会付

託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 認定 

議認 

１２ 

平成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について（総務常任委員会付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
認定 

議認 

１３ 

平成２４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（総務常任委員会付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
認定 

議認 

１４ 

平成２４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（総務常任委員会

付託） 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 認定 

報告 

１１ 
専決処分の報告について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
受理 
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議認 

１６ 

平成２５年度内子町一般会計補正予算（第４号）の

専決処分の承認を求めることについて 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
承認 

議認 

１７ 

平成２５年度内子町一般会計補正予算（第５号）の

専決処分の承認を求めることについて 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.19 
承認 

議案 

７６ 
内子町自家用有償旅客運送条例の制定について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

７７ 

内子町デマンドバスの運行に関する条例の制定に

ついて 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

７８ 

内子町有代替旅客自動車運営審議会条例の制定に

ついて 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

７９ 
内子町税条例の一部改正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８０ 
内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８１ 

内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正に

ついて 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８２ 
内子町介護保険条例の一部改正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８３ 

内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部

改正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８４ 

内子町伝統工芸等振興拠点施設条例の制定につい

て 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８５ 

内子町いかざき小田川はらっぱ基金条例の一部改

正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８６ 

内子町いかざき小田川はらっば基金運営協議会条

例の一部改正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８７ 
内子町教育振興基金条例の制定について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８８ 
内子町社会教育委員設置条例の一部改正について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

８９ 

八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する

事務の変更及び規約の変更について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 
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議案 

９０ 

八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分に関

する協議について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９１ 

愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び組合規約の変更について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９２ 

愛媛県市町総合事務組合からの構成団体の脱退に

伴う財産処分について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９３ 

愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体

から脱退に伴う財産処分について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９４ 

第５１号 小田小・中学校校舎改築工事に係る工事

変更請負契約について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９５ 

第１０１号 Ｈ２４年災 林道面谷線災害復旧工事

に係る工事変更請負契約について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９６ 

平成２５年度内子町一般会計補正予算（第６号）に

ついて 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９７ 

平成２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９８ 

平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（１

号）について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

９９ 

平成２５年度内子町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

100 

平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第３

号）について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

101 

内子町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

102 

内子町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

103 

内子町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

議案 

104 
内子町教育委員会委員の任命について 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 

諮問 

４ 

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 

25.12.19 

平成 

25.12.20 
原案可決 
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３ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

５  
ＴＰＰ交渉からの撤退を求める請願書 

平成 

25.12.19 

平成 

25.12.20 

常任委員会

付託 
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議員提出の議案 

 

議第４号議案 

 

内子町議会会議規則の一部改正について 

 

 内子町議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のように定めることにつき、地方自治法第 109

条第 6項及び内子町議会会議規則第 14条第 3項の規定により、提出する。 

 

平成 25年 12月 19日提出 

 

提出者 内子町議会議会改革特別委員会委員長 林 博 

 

（提出の理由） 

地方自治法の一部改正並びに一問一答方式の導入に伴い、内子町議会会議規則の一部を改正す

るものである。 

 

（別紙） 

内子町議会会議規則の一部を改正する規則 

内子町議会会議規則（平成 17年内子町議会規則第 1号）の一部を次のように改正する。 

第 17条第 1項中「第 115条の 2」を「第 115条の 3」に改める。 

第 51条の次に次の 1条を加える。 

（質問又は質問の趣旨の確認） 

第 51条の 2 法第 121条第 1項の規定により会議に出席した町長、教育委員会委員長、選挙管

理委員会委員長、農業委員会会長及び代表監査委員は、議長の許可を得て、議員の質疑又は質問

の趣旨について確認することができる。 

第 63条中「第 55条（質問の回数）及び」を削る。 

第 73条第 2項中「第 109条の 2第 4項」を「第 109条第 3項」に改める。 

附則 

（施行期日） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 51 条の次に 1 条を加える改正規定及び第 63

条の改正規定は、平成 26年 3月 1日から施行する。 

 

 


