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平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２６年１２月 ４日（木） 

○開会年月日   平成２６年１２月 ４日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

  １１番  林     博 君        １２番  山 崎 正 史 君 

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  宮 野 照 三 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  土 居 好 弘 君 

会計管理者  三 原 美津夫 君     建設デザイン課長  橋 本 健 一 君 

町並・地域振興課長  安 川   徹 君     産業振興課長  小野植 正 久 君 

小田支所長  正 岡 和 猶 君     環境政策室長  大 森 豊 茂 君 

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

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

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  矢 野 昌 記 君 

 

○議事日程（第１１号） 

平成２６年１２月 ４日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 平成２６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 受理第 ４号 国民健康保険の広域化に反対し、国庫負担の復元を求める請願書 

（産業建設厚生常任委員会付託） 

日程第 ８ 議認第 ４号 平成２５年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について（予算決

算特別委員会付託） 

日程第 ９ 議認第 ５号 平成２５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

（予算決算特別委員会付託） 

日程第１０ 議認第 ６号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

日程第１１ 議認第 ７号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

日程第１２ 議認第 ８号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

日程第１３ 議認第 ９号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

日程第１４ 議認第１０号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

日程第１５ 議認第１１号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１５ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（下野安彦君） ただ今から、平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会を開会致しま

す。 

本定例会には、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育委員会の委員長、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。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（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、７番池田 洋助議員、

８番山上 芳子議員を指名します。 
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日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○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。 

 本定例会の会期は、去る２７日開催の議会運営委員会において協議され、本日から１２日まで

の９日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（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１２日までの９日間に決定しました。なお、本日の「議

事日程」は、お手元に配布しております議事日程第１１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、お手元に配布しているとおりであります。ご覧頂いた事と思います

からご了承下さい。 

その中で、去る１１月７日に高知市で開催されました、四国地区町村議会議長会研修会におい

て、宮岡徳男議員が、２０年の永きにわたり地方自治の振興発展に寄与されたとして、四国地区

町村議会議長会地方自治功労者表彰を受けられました。ここで本人に伝達をいたしたいと思いま

す。 

宮岡徳男議員、演壇前においでください。 

表彰状、愛媛県内子町議会議員、宮岡德男殿。あなたは町村議会議員として２０年の永きにわ

たり地方自治の振興発展に寄与され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。

平成２６年１１月７日。四国地区町村議会議長会会長、村田秀作。 

〔議長より表彰伝達〕 

○議長（下野安彦君） これをもって、「諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（下野安彦君） 「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を町長より受けることにしま

す。 

 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

 

 みなさんおはようございます。どうぞよろしくお願い致します。平成２

６年１２月内子町議会定例会にあたりまして町長としてのごあいさつ、並びに行政報告を申し上

げさしていただきます。本日、ここに平成２６年１２月内子町議会定例会を招集いたしましたと

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

ございます。本定例会に、町長として提出いたします案件は、議認１件、条例の制定及び一部改

正８件、補正予算４件、人事案件１件の合計１４件でございます。それぞれの案件につきまして

は、その都度、ご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申
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し上げます。 

さて、先月１６日に執行されました愛媛県知事選挙においては、公約の柱に、防災・減災や少

子高齢化対策、経済活性化等を掲げられた現職の中村時広氏が４３万９，６１９票を獲得し再選

を果たされました。中村知事は、２０１０年の知事就任以来、県営業本部の新設や知事自らのトッ

プセールスにより、かんきつや養殖魚などの一次産品や工業製品・技術など、愛媛が誇る県産品

の販路拡大や知名度アップにより、精力的に経済活性化に努めてこられました。また、他県では

取り組みの例があまりない自転車を活用した観光振興や、「チーム愛媛」と銘打ち、県下２０市町

との連携強化に努められるなど、大きな成果を上げられておられます。今後も、「みんなでつくろ

う、笑顔あふれる愛媛県」の公約のもと、厳しい行財政状況ではありますが、農林産品のブラン

ド力の向上やものづくり技術の活用による地域活性化、防災対策をはじめとする安全・安心への

取り組み、移住促進や子育て支援の総合的な対策になお一層ご尽力を頂くとともに、南予地域を

ターゲットとした活性化イベントにも、南予地区の玄関口に位置する内子町としては多いに期待

を寄せるところであります。 

それでは、早速当面いたしております事務事業等についてご報告申し上げ、ご理解をいただき

たいと思います。ご報告いたします内容は、１、地方創生にむけた取り組みについて。２、教育

委員会制度改革について。３、第３回内子町伝統芸能まつりについて。４、内子町国際交流協会

設立２０周年記念事業について。５、内子町まちづくり応援大使の委嘱についての５点でござい

ます。 

 まず、はじめに地方創生に向けた取り組みについてご報告いたします。 

ご案内のように、国において１１月２１日の参議院本会議において、人口減少の克服や地域の

経済活性化の基本理念を示した「まち・ひと・しごと創生法」が賛成多数により可決、成立いた

しました。今年の６月２４日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」では、

人口急減・超高齢化への流れを変え、望ましい未来像に向けた改革・変革を進めていくための最

大の筋道として、「人口急減・超高齢化に対する危機意識を国民全体で共有し、５０年後に１億人

程度の安定した人口構造を保持することを目指す」とされており、今回の創生法成立により、「ま

ち・ひと・しごと創生本部」によって、長期ビジョンと２０１５年度から５年間の人口減少対策

の取り組みを示す総合戦略が策定されることになります。 

愛媛県では、努力義務とされている地方人口ビジョンと地方版総合戦略の策定に、県並びに２

０市町全てが足並みを揃え、取り組むべきと考えており、今回の衆議院解散に伴い、スケジュー

ルの遅れが懸念されているところではございますが、まず、愛媛県が先行して、県の目指すべき

方向性を謳い込んだ計画を本年度内に策定し、来年度において、各市町が策定にあたる予定でご

ざいます。内子町においても、人口減少に歯止めをかけ、住みよい環境を確保し、将来にわたっ

て活力のある町づくりを目指すための内子町総合戦略は、内子町総合計画を中心に策定する予定

としておるところでございます。 

 次に、教育委員会制度改革についてご報告致します。このたび「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律」が本年６月２０日に公布され、平成２７年４月１日から施

行されることとなりました。今回の改正では、教育の政治的中立性、継続性･安定性を確保しつつ、

地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育
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委員会の連携の強化、地方に対する国の関与等の見直し等、制度の抜本的な改革が行われるもの

でございます。改正法の主なものとして、まず、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」

の設置をするというもので、任期は３年となっております。首長が直接、教育長を任命すること

により任命責任が明確になるとされています。次に、「総合教育会議」の設置でございます。この

会議は、首長が招集し、会議は原則公開で、構成員は首長と教育委員会となります。会議の役割

につきましては、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の

根本となる大綱の策定、教育の条件整備など重点的に講ずべき施策、児童･生徒等の生命･身体の

保護等緊急の場合に講ずべき措置等について協議調整するものでございます。この改正に伴う条

例改正案につきましては、平成２７年３月定例会に上程する予定でございます。なお、法律の施

行日は、平成２７年４月１日ですが、経過措置として、新教育長への移行につきましては、在職

している教育長の任期満了後となります。それまでは、現行制度が適用されますので従来どおり

でございます。条例改正の内容や新制度の詳細につきましては、今後、全員協議会等でご説明さ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

続いて、第３回内子町伝統芸能まつりについてご報告致します。内子町では、町内で継承され

ている伝統芸能等を披露するとともに、末永く後世に伝えていこうと、平成２４年より、地域で

活躍している伝統文化継承団体が集い、連絡会を組織して「内子町伝統芸能まつり」を開催して

います。３回目となる今年は、１１月９日に内子座において３部構成で開催致しました。まず、

第１部では、姉妹都市盟約を締結している沖縄県宜野座村の宜野座区二才団、３０名の団員の皆

さんが、沖縄県指定無形民俗文化財の「京太郎」や「蝶千鳥」などの４演目を披露していただき

ました。第２部では、「伝統芸能への挑戦」と題して、内子座創建百周年記念事業の一つとして、

大蔵流狂言師・茂山千三郎氏の指導により町内の子どもたちが挑戦しています日本の伝統芸能「狂

言」の演目「菌」を、内子小学校の３年生から５年生、１３名の児童が演じました。また、小田

の臼杵地区に伝わる「獅子舞」と「おねり」が、この度、愛媛大学生により十数年ぶりに復活が

叶い、その中の「おねり」を実演して頂きました。第３部では、町指定文化財の「中川万歳」を

はじめ、長浜豊年踊りをアレンジした御祓・豊年踊り、廿日市や五十崎に伝わる獅子舞などの披

露があり、どれも素晴らしいものでありました。先人たちが守ってきた伝統や文化、芸能などを

次世代に伝えることは、今後の内子町のまちづくりにとって重要なことだと思っています。 

 続いて、内子町国際交流協会設立２０周年記念事業についてご報告致します。町並み保存運動

に取り組んでいた昭和６１年、中世の美しい町並みを保全しているドイツ・ローテンブルク市か

ら当時の市長をお招きし、町並み保存と歴史的環境保全の在り方を学習した「内子シンポジウム

８６」をきっかけに始まった、町民レベルでの国際交流、地域間交流の気運の高まりにより、町

民の皆様からの寄附１億円と、町からの１億円の出損金を合わせた２億円を原資に、平成６年に

内子町国際交流協会が発足しました。それから２０年が経過し、先月の２９日、内子座におきま

して、内子町国際交流協会設立２０周年記念式典とシンポジウムを開きました。会場には、長谷

川淳二愛媛県副知事をはじめ、フローリアン・イェーガー大阪神戸ドイツ連邦共和国副総領事、

クリスティアン・ゲルティンガードイツ・バイエルン州駐日代表、岡崎昌之法政大学院教授、ロー

テンブルク市と内子町を結びつけていただいた瀧口勝行国際経済フォーラム代表など、町内外よ

り約２００名の方々をお迎えして盛大に開催することができました。当日は、ヴァルター・ハル
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トルローテンブルク市長からもビデオメッセージが寄せられ、協会の設立や運営に多大な功績の

あった河内紘一初代理事長をはじめ８名の方へ「功労者表彰」が、長年にわたり協会の理事、運

営審議会委員、プランナー等で尽力いただいた２９名の方々に感謝状を贈るなどの記念式典を行

いました。町理事者や職員相互の交流、市民レベルの交流、次代を担う青少年の交流など、２０

年間の歩みの基調報告を行った後、パネルディスカッションでは、岡﨑昌之法政大学院教授のコー

ディネーターにより「内子町の国際交流―今後に向けての展望―」と題して意見交換が行われま

した。ローテンブルク市との交流は人と人とのつながりの大切さや、町民、市民レベルでの取り

組みの重要性、歴史的町並み保存と活用の核をこれらの核を共通理解することができました。 

内子町では、２０年以上も前から「まちづくりは人づくり」ということで国際交流やまちづく

りに取り組んで参りました。今後ともローテンブルク市との交流をはじめ、国際交流を通してお

互いの個性を認め合い、活かせていけるよう取り組んで参りますので、議員各位におかれまして

も、引き続きご支援・ご協力のほどお願いを申し上げます。 

 最後に、内子町まちづくり応援大使の委嘱についてご報告申し上げます。先の９月議会におい

て、平成２７年２月７日、土曜日に、内子座等で開催する合併１０周年記念式典についてはご報

告をさせていただきました。その記念式典に、女優の竹下景子さん、写真家の関口照生さんご夫

妻をお招きし、お二人へ「内子町まちづくり応援大使」を委嘱させていただくことと致しました。 

議員の皆様もすでにご存知のことと思いますが、竹下景子さんは、内子座文楽や朗読会、五十崎

泉谷の棚田を訪れられるなど、内子町へは度々お越しいただいており、特に内子町のまちづくり

を理解して頂いているお一人でもございます。その竹下景子さんご夫妻に、内子町の応援大使と

なっていただき、今後、日本全国に向けて内子町の素晴らしさを発信して頂きたいと考えている

ところでございます。このことにつきましては、現在、担当課において諸準備を進めさせていた

だいております。また、記念式典のご案内は、まもなく行う予定にしておりますので、議員各位

におかれましても、ぜひご臨席を賜りますようお願いを申し上げます。以上、５件の事柄につい

てご報告申し上げましたが、今後の活力ある内子町を創造していくために、引き続き議員各位の

ご指導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」を終わります。 

 

日程第 ５ 平成２６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２６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） 報告する前にですね、ちょっと一カ所訂正がありますので監査

報告の３をちょっと見ていただいたらと思います。２ページですが、２ページの監査日程ですが、

真ん中からちょっと下のところ最後のところで、監査日が平成２５年１０月２９日となっており

ますが、これは２５を２６と訂正していただいたらと思います。よろしくお願いします。 

それでは、去る１０月２１日から１０月２９日までの間、定例監査を実施しましたのでその報
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告を致します。結論から申し上げまして、各部署における財務に関する事務処理及び事業の執行

は適正に処理されているものと認められました。ただ、改善されまた評価出来る事項も数多く見

られましたが、今後、なお検討と留意されたい事項も見受けられましたので、配布しております

「３監査報告」の資料により、ご報告申し上げさしていただきます。 

まず、ページ２の下段（１）の随意契約でありますが、地方公共団体の契約は原資が税金であり

ますので、より良いもの、より安いものを調達しなければならなくなっております。したがって、

競争原理を取り入れた競争入札が原則ですが、競争入札によらず任意で決定した相手と契約する

のがこれまで私がいつも言っております随意契約でございます。これまでも申し上げますとおり、

３ページ下段それから４ページにかけて記載しておりますが、自治法施行令第１６７条の２では、

一定の要件、つまり９つのケースの場合に随意契約が出来る事になっております。このことにつ

きましては、この要件を十分理解されて、事務処理が定着しているとそのように私は思っており

ます。ただ、ここで申し上げたいことは、①の「企画・計画的な委託業務については価格が安い

だけを優先し業務執行したのではですね、これは期待した結果、あるいは成果品が得られないこ

とも考えられます。このような場合は、一般論ではございますが、中段に説明しておりますプロ

ポーザル方式、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、つまり複数の指名業者に提案、概略

の提案かもしれませんがしてもらい、提案書とヒアリングの結果をもとに、優れた提案業者と施

行令第２号によりまして随意契約をするという方法でございます。契約締結後は、町・業者ある

いは関係者による協力の協ですけれども協同によってですね、さらによい結果が、成果が期待で

きるものではないかと思うわけであります。ただ、この場合は指名業者が行政、あるいはケース

によっては内子町に置かれている実態をよく分かっていることが求められますので、したがって

指名業者が選定される場合もあり、特命随意契約となることも考えられます。次に②ですけれど

も、シルバー人材センター等からの役務の提供を受ける委託契約が見受けられました。これは経

験豊かな高齢者の雇用促進と生きがいづくりにつながるところもあり、評価できることでありま

す。ここで申し上げたいことは、このシルバー人材センター等の活用は契約額が５０万円を超え

ても越えなくても施行令第３号により随意契約が可能となっております。これは積極的に活用し

てほしいという趣旨の条文かもしれません。 

次に、ページ４ページです。中段（２）ですが、業者選定でございますが、先ほど申し上げま

したとおり、地方公共団体の契約は競争原理により競争入札、比較見積による執行となっており

ます。したがって、業者の選定は、請負工事・委託業務執行のスタート地点であり、とても重要

な業務と思うわけであります。前年度の監査報告では、南予・中予地区の不祥事発生のこともあ

りましたので、監査報告の中で「内子町競争参加資格審査会要綱では、５，０００万円以上の工

事の指名競争入札または随意契約に係る業者の選定をおこなうことになっているが、結果として

議会承認が必要な高額契約事案に限定されていると思える。５，０００万円以下であっても重要

かつ必要と思われる事案の業者選定は審査会に諮るべきで、諮るかどうかは金額の多寡ではない

と解する。」としておりました。本町では、検討された結果、この要綱を改正し５，０００万以下

でも審査会に諮る事が出来るようにしたいとのことでありますので、今後の要綱改正とその運用

を期待したいと思うわけであります。 

次に５ページ下段から６ページにかけての長期継続契約でありますが、多くの業務が民間に委
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託され、事務の効率化が図られております。部署によっては、すでに長期継続契約が活用されて

おりますが、他にもですね、長期継続契約が可能ではないかと思われるものも見受けられますの

で、町条例に基づき活用の可否について検討されたいと思うわけであります。一方、この長期継

続契約の特典を活用し、契約金額の割引がおこなわれているケースも見られました。これはとて

も評価できます。契約における発注者、受注者双方のメリットは、これは割引という形になるか

もしれませんが、町財政運営への一助につながることであり、したがって今後の活用を期待した

いと思うわけであります。 

次に６ページ下段からページの７ページですね、ここに基金、積立金の運用についてでござい

ますが、昨年度の監査報告では金融機関への定期預金が主体運用であるが、地方自治法や地域財

政法では金融機関への預金のほか、国債証券による運用も認められている。このため公金の運用

であることを鑑み、担当部署だけでなく関係部署による運用知識、それから手法・方針等を学ぶ

勉強会、つまり基金等運用検討会を立ち上げてはどうかと問いかけていたところでございますが、

この問いかけの趣旨は法令の範囲内で少なくともどれがいいのか、これがいいのかということで、

経済比較等により最も確実な有利な方法による保管・運用を期待したことによるもので、その理

由は１つは３町合併により財政規模が大きくなっていること。それから２つ目は平成２７年度か

ら地方交付税が逓減すること。それから３番目が身近な公益法人、先ほどちょっと出ましたが、

国際交流協会が事業基金の運用で成果を挙げていることなどによるものであります。本町では効

果的な基金運用及び活用のため、基金に携わる部署が中心に学習会が立ち上げられ、すでに学習

が行われておることは評価できることであります。今後、この活動の成果が本町の財政運営の一

助につながりますことを期待しております。また、この学習会に公営企業会計の上水道事業が参

画していることは評価できます。 

最後にですね、８ページ下段、９ページにかけての各種補助団体についてでございますが、各

種団体の活動に補助金等を通じて支援・奨励することは、地域の活力、人材育成、町行政の円滑

な推進等など、とても重要なことと考えます。従いまして、各団体の補助金の審査や査定に併せ

て団体の実態、悩み、それから思いですね。そういう大切なことが見落とされないように留意し

ながら、今後とも各種団体の指導と育成に努めていただきたいということでございます。ただ、

③に記載しておりますが、部署によっては職員が団体の役員、あるいは出納事務を担当しており

ます。これは本町のように高齢化、過疎化が進んでいる小規模自治体としての悩み、実績など、

多様な背景があるとは思いますけれども、今一度職務に専念する義務の免除を規定している地方

自治法、町条例・規則と照らし合わせて問題はないのか、それから全体の奉仕者である公務員と

して他の団体との公平性の面で問題ないのか、そこら辺りをですね、内子町の置かれている実態

を勘案し、前例にとらわれることなくですね、検証と整理をしていただきますことを申し上げた

いと思うわけであります。 

終わりに今後とも多様な町民のニーズ、つまり要求、要望は迅速・適切に対応されながら、ニー

ズに応えられない場合は、その理由を丁寧に分かりやすく説明し理解していただく、これが親切

行政であると私は思っております。今後とも内子町の良さと個性が活かされた内子町形成のため

なお一層努められることを望み、監査報告と致します。 

○議長（下野安彦君） ただ今の監査報告に対する質疑があれば許します。 
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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。  

以上で、監査報告を終了しました。 

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。 

 質問は、通告により一括質問、一括答弁を行い、再質問から一問一答と致します。議員の発言

時間は会議規則第５６条第１項の規定により４０分以内とします。発言残時間は前方左側の壁に

設置しております残時間表示版でご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめて質問されま

すよう、議員各位のご協力をお願い致します。また、理事者におかれましては、議員の質問の趣

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

 議事整理の都合もありますので、通告者以外の関連質問はご遠慮願います。質問通告者は、３

名であります。受付順に、質問を許します。 

 それでは最初に、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） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） さて、安倍総理の電撃とも言える解散、そして総選挙が１２月２日、告

示されました。大義なき解散との報道も一部にはありますが、私は安倍政権のこれまでの政策、

アベノミクスに対し、国民の評価を受けるという確固たる信念と決意のもとの解散と受け止めて

います。そして東日本大震災からの復興、原発の再稼働、消費税増税、地方創生などこれからの

日本のありようを左右する意義のある選挙であると思います。その選挙戦のさなか、今回おこな

われます１２月議会に当たり質問を致します。平成１７年に合併をして来年には１０年という一

つの節目を迎えることになります。これまでの総合計画も最終年度になり平成２７年度からの新

たな総合計画の策定作業が昨年度から進められています。この総合計画ですが、これまでは地方

自治法第２条第４項で、「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地

域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うよう

にしなければならない。」と、法的に義務付けされ、おおむね１０年の地域づくりの方針を示す基

本構想と、これを受けて作られる５年程度の行政計画を示す基本計画、３年間程度の具体的施策

を示す実施計画の３つを合わせたものが総合計画というもので、地域の将来像やなすべき施策や

体制、プログラム等が記述されるのが一般的なものです。平成２３年５月に国の地域主権改革の

下、「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、この基本構想の法的な策定義務がなくなり、

策定及び議会の議決を経るかどうかは、それぞれの自治体の独自の判断に委ねられることとなり

ました。このことは、基本構想や総合計画の必要が無くなったということではなく、基本構想及

びこれを含む総合計画全体についても、それぞれの自治体の自主性の尊重と創意工夫の発揮を期

待する観点から措置されたと捉えるべきと考えます。改正前の地方自治法で規定されていたのは、

基本構想を議会の議決を経て策定することのみであり、総合計画の計画構成や各計画の内容など

については、法改正以前から、各市区町村が自由に決定することが可能でした。法律が改正され

てから、他の市町村の総合計画を見てみますと、過去の経緯にとらわれることなく、総合計画に
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独自の工夫を導入する例が見られはじめています。例えば、基本構想、基本計画、実施計画とい

う一般的な三層の計画構成に対し、二層以下に簡素化する事例も見られますし、基本構想を策定

せず、長期計画を最上位とする計画を策定している自治体もあるようです。また、地域の実情に

合わせた独自の構成や形式内容を盛り込んだ計画、例えばこれまでの体系的、網羅的な計画では

なく優先的、重点的に実施する施策・事業だけを示す計画や、首長の任期と連動させた計画にす

るなど、これまでの画一的なものから独自性を持った計画を策定しているところがあるようです。

内子町では、９月議会において、内子町総合計画策定条例が提案をされ、議決されました。内容

を見てみますと、基本構想、基本計画、実施計画の三層構造となっており、この中で「基本構想

を策定し、変更するときは議会の議決を経るものとする。」と書かれています。形の上では従来通

りの考え方を踏襲したもので、特に内子ならではの独自性を持ったものではありません。私は今

回の法改正をこれまでの形式にとらわれず、町民の町民による町民のための総合計画を作るチャ

ンスと捉えるべきと考えています。民間企業においても経営理念とか社是、経営方針があり、業

務を計画的・効率的に遂行するために、しっかりとした経営戦略・戦術があります。そして必ず

数値目標といつまでにという達成時期が設定されます。計画戦略を立て実施をし、点検・評価を

し、改善見直しをして次に計画へと進む、このＰＤＣＡサイクルによって事業が進められていま

す。このように計画を策定することは、自治体に限らず民間でも当然のこととして行われていま

す。その意味では、地方自治法改正により義務づけがなくなったからといって、総合計画に類す

る計画を一切策定しない市区町村が出てくる可能性はまずないと言えると思います。そこで大切

なことはＰＤＣＡサイクルの中で必ず町民の評価を受けるということです。急速に進行している

少子化、高齢化やＩＴの更なる進展など、社会経済情勢の急速な変化と経済の低迷による厳しい

財政事情の中で地方自治体は医療、福祉などの分野を始め、教育環境など多様化する住民ニーズ

に対応することが求められています。さらに、東日本大震災など想定外の災害や自治体消滅の危

機にどう対応するかなど地方自治体を取り巻く環境は大きく変化をしています。行政が果たすべ

き役割、責任はこれまで以上に重要性を増しています。そして、内子町がこれからも内子町であ

り続ける為にもしっかりとした総合計画のもと、将来に夢と希望の持てる内子町をめざして行か

なければなりません。 

そこで、総合計画について何点か質問致します。まず、基本構想の策定義務の廃止の趣旨をど

う認識されているか、伺います。次に、平成１７年に３町が合併し、平成１９年度に２６年度ま

での８ヶ年の総合計画が策定されました。当初は１９年度・２０年度・２１年度までを前期基本

計画とし、２２年度から２６年度までを後期基本計画とされておりましたが、後期基本計画は２

３年度からの４年間となっております。地方自治法が改正され施行されたのが平成２３年８月１

日です。当初、総合計画の中の議決された基本構想の中にはプロジェクト１０が明記されていま

した。ところが、後期基本計画として策定された総合計画を見ますと、プロジェクト１０が基本

構想の中から外され、基本計画の中に組み込まれています。当然その時には議決を経て変更され

るべきと考えますが、議決はなされたのか伺います。次に、先ほど触れましたが、地方自治法改

正により義務づけがなくなったからといって、総合計画に類する計画を一切策定しない市区町村

が出てくる可能性はまずないと思いますし、やはり策定をするべきと思います。ただ、ここで重

要なのは、施策の検証・評価はどのようになされているのかということです。前期計画から後期
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計画へ見直された時、検証がどのような方法でなされたのか、結果はどうであったのか、そして

それを誰が評価したのか伺います。また、平成２７年度からの新しい総合計画を策定されていま

すが、その前に今ある後期計画について今年度は総仕上げの年です。当然、これまでに検証作業

は行われたと思います。プロジェクト１０について具体的にその検証内容・結果を伺います。次

に、内子町が現在策定中の新しい総合計画の中で最優先に取り組むべき施策をどう考えておられ

るのか伺います。私は自治基本条例とかまちづくり基本条例といったものを作って、そこでまち

づくりの理念と内子町が目指す将来像を示す基本構想を定義をし、その上で町長が選挙で町民に

約束をした公約、マニュフェストを任期中に実現するための基本計画を策定するといった考え方

もあると思いますが、それに対して町長のご所見を伺います。最後に現在進められている総合計

画の策定ですが、昨年５月に、２９０万４，３００円で随意契約により地域総合研究所、いわゆ

るＣＳＫに委託されました。今年度においても、２８８万３，６００円でＣＳＫに委託されてい

ます。このＣＳＫですが、聞くところによると、旧内子町の時代から今日まで３０数年間にわた

り内子町のまちづくりに関わっておられるそうです。もちろんまちづくりには継続性も大切です。

しかし、一般的に見て３２年間もの長きにわたり同じ会社としかも、随意契約という競争の原理

の働かない形で委託されるというのはいかがなものかと感じます。どこかで新しい風を吹き込む

のもまちづくりには大切と考えますが、町長はこのことをどう考えられるのか伺います。以上で

質問を終わります。 

○議長（下野安彦君） 森永和夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 森永議員から総合計画につきまして、何点かご質問をいただきました。

まず、私の方からは総合計画とマニュフェストの関係、あるいは自治基本条例の関係、そしても

う一点はＣＳＫとの随契等々に関するご質問、この２点につきまして、私の方からお答えをさし

ていただきたいと思います。残りのご質問につきましては、担当の総務課長の方から答弁をさし

ていただきますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

まず第１点の総合計画をどのように位置づけるかというその手法につきましては、議員ご指摘

のように、いろんな手法があるだろうというふうに私も理解しておるところでございます。内子

町では従来から総合計画を町の最上位計画として策定致しまして、町民の皆さんと行政が協同し

てまちづくりを進めるということで今日までやって参りました。その作成手法につきましては、

町民の中のキーパーソンの方々との協議、各地の地域づくり懇談会での意見交換、自治会ごとの

地域づくり計画との調整、議員の皆さんとの意見交換、審議会等での協議等々、様々な場で協議

し積み上げて来ているところでございます。最終的には町総合計画策定条例に基づきまして、審

議会において審議会に諮り、議会で議決を求めるということになろうかと思います。従いまして

総合計画をこれ以外の所、例えば議員ご指摘の自治基本条例の中に同じように位置づけるという

ことにつきましては、策定条例等の関係でかえって分かりにくくなるということも考えられるの

かなというふうにも捉えているところでございます。公約との関係で言いますと、実施計画の段

階で反映させているところでございます。基本計画の中に公約を位置付けるということにつきま
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しては、行政という立場もありますし、町民の皆様の様々な思いをくみ上げてきたという経緯か

ら、この総合計画が町民の皆様の様々な思いを積み上げてきたという経緯からすれば、私は多少

違和感をもつというところでございます。 

それからもう１点、ＣＳＫとの関係でございますけれども、内子町はこれまで先人が残した貴

重な文化や伝統、美しい町の風景や営みを大切にしながら、小さくても「きらりと光るエコロジー

タウン内子。住んでよし、訪ねてよし、美し内子」のまちづくりを進めて参りました。その結果、

まちづくりにおいては全国でも一定の評価を受けるような町になったというふうに私は捉えてい

るところです。これは職員や町民の皆さんの努力とともにＣＳＫの適切なアドバイスがあったと

いうことも大変大きな要素だというふうに私は捉えております。具体的に申し上げますと、高次

元農業への取り組み、今でこそ六次産業への取組みと言ってますけど、六次化という言葉が使わ

れておりますけど、この当時高次元農業という言葉を使って今日までやって参りました。エコロ

ジータウン構想、歴史的町並み保存の面においては、１０年以上も先の時代を見据えた先進的な

取り組みを提案して頂いた結果、今の内子町があるんではないかというふうに思います。議員ご

指摘の、３２年間の長きにわたり、同じ会社と随意契約をすることは、競争の原理からいかがな

ものかというご質問でございますけれども、しかし、その反面、長きにわたって内子町の歩みを

把握されている会社だからこそ、安心して内子町の指針づくりを任せられるものではないかと、

総花的な自治体名を入れ替えればどこでも通用するような総合計画では決してないと、そういう

ふうな計画にしてはいけないんじゃないかというふうにわたしは考えているところです。今でも

十分に時代の潮流を分析され、常に将来を見据えた上でアドバイスを頂いておりますので、どう

ぞご理解を賜りたいというふうに思います。以上で私の答弁に代えさせていただきます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは私の方からはですね、１番から５番について説明をさせて

いただきます。基本条例の廃止の趣旨をどう意識されているかというご質問でございますが、先

ほどもご質問の中に答えが出ていたようには思いますけれども、地方自治法の一部を改正する法

律が平成２３年５月２日に公布、同年８月１日に施行されたことにより、市町村における総合的

かつ計画的な行政の運営を図るための、方向性を示す総合計画における基本構想の策定義務が条

文より削除されたことはすでにご案内の通りだと思います。総合計画は、どの自治体においても、

まちづくりの最上位計画として位置付けられ、地域の目指すべき姿、方向性を明確にするもので

あり、法的な策定義務がなくても策定されるべきものであり、改めて法律で義務づけしなくても、

今や各自治体の自主的な判断により策定されるべきであるとの解釈によるものであると考えます。 

 しかしながら、一方では、最上位に位置するが故に、計画の内容が総花的だということ。また、

これまでの各自治体における総合計画を見ると、施策や事業の優先順位や財源の裏付けが不明確

だという指摘もあり、従来の総合計画のあり方を改めて問うための廃止であるとも言えるのでは

ないかと考えております。言い換えれば、従来の決まり切った形から脱却し、改めて総合計画の

位置付けとその内容を見直し、自らの責任と判断において、その自治体にとって、真に必要で有

効な総合計画の策定とその運用の仕組みを、独自の判断で決定できることになったということで、
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地方分権にふさわしい改革ではないかと認識を致しております。 

 続きまして２番目の議決を経て変更されるべきだと考えますが、議決はされたのでしょうかと

いうご質問でございます。議員ご指摘のように平成１９年度に策定した総合計画の基本構想には

プロジェクト１０が明記されており、平成２３年度からの後期計画からは、プロジェクト１０の

部分は基本計画の中に組み入れております。その際、議決をしたかとの質問については、議決は

致しておりません。 

それでは続きまして３番目でございます。施策の検証、評価はどのようにされているか、前期

計画から後期計画へ見直された時、検証がどのような方法でなされたのか、結果はどうであった

か、そしてそれを誰が評価したのかというご質問でございますが、前期計画から後期計画に移行

した際、どのような方法で誰が検証し、その結果がどうであったかでございますが、まず、見直

しを行った部分は、プロジェクト１０と各課で取り組む「私たちの課の仕事」の見直しでござい

ます。まず、私たちの課の仕事については、その計画に基づき、具体的には毎年度の実施計画書、

新年度予算書に種々の事業として反映をさせており、その課程では常に毎年の取り組みについて

達成効果や問題点など、もちろん町民の声も参考にさせて頂きながら、それぞれの担当課におい

て、職員が評価・分析・検証を積み重ねております。その結果を年度初めの理事者との経営拡大

会議で今後の方針を協議し、新年度予算に反映をさせております。プロジェクト１０については、

各課職員による事業評価に加え、ＣＳＫの助言も受けながら、町民や団体とのヒアリングを通し

て広く意見を集約し、一つひとつの達成度合いを計りつつ見直しを行いました。その結果、ある

程度、日々の業務として定着したプロジェクトは、一般事業として各課のシートに落とし込み、

まだまだ進捗が足らないものにつきましては、継続または一部見直しを行っております。 

続きまして４番目ですが、これはですね、プロジェクト１０について具体的にその検証内容・

結果を伺いますということでございます。これは後期計画の分でございます。昨年度から今年度

にかけて策定作業を進めている第２期内子町総合計画においても、前期計画から後期計画に移行

する際に行った同様の評価手法により、各課の事業並びにプロジェクト１０についての検証を

行っております。具体的にというご質問でございますので、事務事業は多岐にわたりますので、

それぞれのプロジェクトについて、簡単にご説明を致します。後期計画プロジェクト１０の１、

よみがえれ農林業プロジェクトでは、じゃばらや薬草など新規作物の推進がありますので、継続

と致しております。２番目、耕作放棄地再生プロジェクトでは、農業を志すＩターン者への農業

研修支援が挙げられますので、このプロジェクトも継続と致しております。３番目、元気商店街

プロジェクトでは、まちの駅ＮＡＮＺＥの整備支援などございましたけれども、ソフト面の充実

を図るべきとしております。４番目、うちこんかいプロジェクトでは、移住体験住宅の整備、空

き家の修繕事業などを実施致しましたが、更に積極的に進めていくべきと致しております。５番

目、内子ツーリズムプロジェクトでは、ビジターセンターの整備などを実施致しましたが、町並

み保存地区の空き家増加問題等がございまして、新たな課題が出ておりますので、それの対策が

急務となっております。６番目、歩きたくなるまちプロジェクトでは、ねき歩き事業を実施致し

ました。更に進めていく必要ありとしております。７番目、内子の食プロジェクトでは、内子の

食材を使った和食の学習会などを実施しておりますので、これも継続と致しました。８番目、美

しい内子プロジェクトでは、景観づくりフォーラムの開催や屋外広告物の設置や色彩の指導を致
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しましたのでこれも継続です。９番目、文化の道しるべプロジェクトでは、内子町誌の編纂事業

をただ今実施しております。これも継続としております。１０番目、自治力強化プロジェクトで

は、自治会や地域づくり担当職員の学習会の開催や、地域づくり事業補助金の改正により地域間

連携、コミュニティビジネス創出の取り組みの支援を致しました。これも継続としております。

以上が検証及び評価でございます。それぞれのプロジェクトについて、簡単に説明させていただ

きましたが、それぞれのプロジェクトにはいくつもの事業があり、充分達成できたもの、達成で

きなかったものもあります。次期計画に引き継いでいく事業もあれば、新たな視点で取り組まな

ければならない事業もあります。現在、各課で調整をはかりながら新たなシンボルプロジェクト

と枝葉にあたる各事業について検討しているところでございます。 

続きまして５番目ですが、内子町が次の総合計画で優先的に取り組むべき施策をどう考えてい

るかというご質問でございますが、次期総合計画では、少子高齢化が急速に進行する中で、町の

課題である農林業再生、着地型観光の体制づくり、子育て支援の強化、情報通信技術の活用、コ

ミュニティ再構築、安全安心のまちづくりなどを進めていく上で、戦略を２つ掲げております。

まず一つ目は、農業の衰退を食い止める攻めの農業を推進する。持続可能な森づくり産業として

の森業を振興する。商業者と行政が協働して、特色と賑わいのある商店街をつくるなどの稼ぐ力

のある内子町をめざすでございます。２つ目は、情報通信技術を積極的に活用し、民間にできる

ことは民間に、ＵＩＪターン者の増加、子育て支援策の強化充実による人口定住、町民の安心・

安全を守る広範で総合的な災害対策を構築する。などの、住み続けられる内子町をめざすでござ

います。具体的な取り組みにつきましては、プロジェクト１０並びに各課で作成する「私たちの

課の仕事」に落とし込む予定としております。以上でございます。 

○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） まず、最初の町長の答弁に対してなんですけども、今回の質問について

は総合計画についてということで、いろいろ重複している部分があるんですが、その中でもです

ね、６番目の質問で、例えばまちづくりの理念とかまちづくり基本条例などで定義をして、その

上で、町長が選挙で町民に約束した公約を実現するための基本計画にされたらどうですかという

ことを、答弁に対してなんですが、町長はですね、これまで過去の２回の選挙でパンフレットに

プロジェクト１０を掲げておられるんですよね。ということは、プロジェクト１０が町長の公約

とも言えるんです。私はそれはそれでいいと思うんですよ。ただ、総合計画の期間があるがゆえ

に任期途中で、それを、総合計画を変えるそのことが結局、町長が最初に公約として掲げられた

プロジェクト１０が任期半ばで変更されるということにもなっておるんですよね。２回ともそう

なんです。現在もそうです。そういったことを考えるとですね、私は基本計画というのは何回も

いいますが、町長のやろうとされる公約的なものを、４年間の間に実現するために重点的な施策

に取り組むということは大いにそうすべきだと私は思うんです。そうするとそこに基本構想とい

う部分、またまちづくりの理念という部分があります。まちづくりの理念とか内子が将来目指す

べき将来像というのはそんなにこう、どなたが町長になられても時代が多少変わってもですね、

あんまり変わらないと思うんですよ。そういった町づくりの一本筋の通った理念に基づいた基本

構想というのを、なんらかの形で定義をすることによって、またそれに則した町長の考えなり、
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やりたいことを４年間にやるというようなことを考えると、やはり基本計画の部分については町

長の任期に連動した形でつくられるというのも、私は筋の通ったやり方なんではないかなと思う

んですがその点については町長、どう思われますか。 

○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） やっぱり私はですね、先ほど申したように基本構想、町の基本計画とい

うのはやっぱり町民のいろんな思いを吸い上げて作ってくるべきものだと思うんですね。町長の

公約というのは自分が選挙に出る、あるいは当選した時にこういうふうな町をつくりたいという

思いを町民の皆さん方に公表してお約束をするということですから、その作成過程っていうのは

違ってくるというふうに私は思ってるんです。たまたまそれは重なる部分もあります。若干違う

部分も出てくるというのは当然だろうというふうに思うんですね。ですから自分の思いっていう

のを計画の中に入れるっていうのは、それは実施計画の段階で、入れこんで行けるものは入れこ

んで行く、修正すべきものは修正していくと。問題は何が一番大事かといったら、結果どうなっ

たかということが一番大事でございます。私はそういう姿勢でやってきましたし、これからもそ

ういう姿勢でやっていきたいというふうに思っておるところでございます。以上でございます。 

○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） 総合計画の中の重点施策としたプロジェクト１０とですね、町長の公約

というのは一致しているわけですから、それを具現化するのが実施計画であってそれを考えると

ですね、やはり基本計画と町長の公約、町長の場合は一致してますが、普段はどう整合させるか

ということが問題になるんですけれども、それはそれで私は町の考え方というのは別に否定する

わけじゃないんです。実施計画というのはそれを当然具現化するための実質的な予算付けになる

わけですから、やはり私は連動する方がいいと思います。それは考え方が違うのでかみ合わない

と思いますので、それはそれでいいんですが。 

次にですね、総務課長の方のご説明の中であった検証、評価です。私、全協でも何回かその話

はしてきよるんですけれども、前に私が議員になる前の全協あたりでもですね、前期計画から後

期計画に移行する時に、各議員さんから、誰が検証したのかといったようなことは何人もの方が

言われておるんです。私も当然、今回の質問にも言っておりますようにやはり検証する、当然、

職員の皆さんが検証されているというのは当然十分分かるんです。検証された結果をですね、や

はり町民の皆さん方から評価してもらうというのも大事だと思うんです。それで今のプロジェク

ト１０について課長の方からご説明がありましたけれども、今の基本計画というのは、私は数値

目標もちゃんと書かれておるし、いろんな面で出来は素晴らしいものができておると思うんです

けれども、やはりそれに対して、例えば認定農業者数を２６３人の現状から目標２７０人にする

んだというふうなことをはじめ、いろんなところ目標数値が書かれています。それが結果どうで

あったのかとかいうこととかですね、それから内子ツーリズムプロジェクトにしてもこういう他

にもたくさん項目があって、いろんなことをすると書いてあるわけですから、それが実際どこま

でできたのか、どうなのかということはやはりとりまとめてですね、当然それは検証されとるわ

けですから、それをやはり広報あたりで町民の皆さん方にもみてもらって、それに対して評価を
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受ける。私はやはり以前にも言いましたが、そういったことを節目、節目にですね、やはりアン

ケートという形で、多くの町民の皆さん方からの声を聞くということが私は大切だと思っており

ます。それに対して今後そういったことでアンケートといったことは考えておられないですか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） ただ今のご質問でございますが、私の方もですね、検証につきまし

ては、それは適正におこなっているということは自負しておりますけれども、それが町民の皆様

にその結果が知らされてない、これは今のところやっておりません。それから町民の声をですね、

知る為にはアンケート調査をやったらいいんじゃないかというご指摘でございますけれども、こ

れも現状では、この分につきましてのアンケートというのは実施をしておりませんというのが現

状でございます。今後におきましては他の面ではアンケートでやっている部分もございますので、

総合計画がらみのアンケートにつきましても時期を見て、今がその時期なのかもしれませんが、

やる可能性は探っていきたい。その変わりといってはいけませんけれども、地域へ出向きまして、

ほとんどが夜なんですけれども、各地域の自治会等でおこなわれる懇談会などにも参加をさせて

いただきまして、現在の状況とか今後どういうふうなことになっていくかというふうなことにつ

いて、お諮りをして住民の皆さんのお声をいただいているというのが現状でございます。 

○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） これまでもですね、昨年、９月の議会ですけれども町民の意見集約につ

いては毎年実施をしておる地域づくり懇談会や地域づくり計画書といったものを参考にして参っ

たりとかですね、今年の９月議会でも町民への説明責任を果たすため地域づくり懇談会で説明し

ていくとかですね、いろいろと答弁されております。今、日程を組んで地域づくり懇談会という

のをなされているのは聞いておりますし、私どもの旧五十崎でもですね１２月の１６日ですかあ

るようになっております。ただ、私は総合計画を作るのに町民の声は聞かれておるんですかといっ

たことを以前に質問した時に、そういった今言った地域懇談会等でいろいろと意見を聞いて行く

んだということで、今なされているんだろうと思うんですけれども、しかし現実的にはすでに総

合計画はほぼ策定されてますよね、実際には。そうすると、じゃあ地域懇談会の中で説明をされ

ています。それに対してどういう意見が出たのか。そういうことをちょっとお聞きしたいんです

けども。 

○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） 今、地域懇談会をずっとやってます。それは確定ということではないん

ですね。まだ流動的な部分があります。最後は整理して議会に上程さしていただくということな

んですけど、まだ動いている部分がたくさんあります。理念と基本計画、実施計画との整合性と

かですね、地域の皆さん方からは、先般もある地域に行きましたら六次産業化というのは大切だ

と、それを急いでやってくれと。それからコンパクトシティなんかに対してもだんだん地域、年

取っていきよるんだから早くやってくれ、というような意見をいただいたりですね、いろんな意

見を今いただいているところでございます。 
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○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、これまでの地域づくり懇談会での町民の皆さん方からの

意見、そしてこれから進められる地域懇談会の中で、町民の意見を吸い上げて総合計画は最終的

には作られるという理解でよろしいんですか。そうするとですね、先ほどのＣＳＫさんの件なん

ですけれども、私、これホームページを見てもですね、１９８０年に設立された会社です。その

設立して１年半か、そこらの時から内子町との関わりが持つようになったんですね。当時設立し

て間もない会社というのは実績も私あんまりないと思うんですよ。そういった中でＣＳＫさんと

の関わりというのができたというのは、どういう経緯があって出来たのかをちょっとお伺いした

いと思うんですが。 

私の質問はですね、長きにわたってＣＳＫさんと関わっておられますが、それに対してどう考

えておられるかということですよ。ということは、その質問に関連することになってくるんです

よね。なぜ実績のない会社と長きに渡って契約をされておるのか。しかもこれ町長、先日の全協

においてＣＳＫさんの社長来られた時にもですね、社長がはっきりとここ１０数年来、内子町以

外総合計画の実績はないと言われておるんですよね。私としたら設立間もない、実績もない会社

と、そしてまた現在ここ何十年間、総合計画の実績のない会社と内子がなぜそこまで契約にこだ

わられるのか。先程町長言われたように、いろんなことで当初は内子町のまちづくりに対してい

ろんなアイディアというのもたしかにあっただろうと思うんですけど、それにしてもですね、長

すぎますよ。いくら地方自治法施行令見ても内子町の契約に関する規則を見てもですね、先ほど

も監査報告にもありましたが、なぜ単独１社でですね、やられるのか。地方自治法施行令見ても

随意契約の限度額は５０万円ですよ。それが２８０万もの金額で競合２社以上の見積を取らなけ

ればいけないというようなことも書いてありますが、それすらされていない。そういうことに対

して私、ものすごく違和感を感じるんですよね。これ通告まではしてないですけどもどう説明さ

れるのか。じゃあ法律でも限度額５０万となっておるものが、なぜ２８０万いくらかで、どうい

う根拠を持って契約されているのか、その説明をお伺いします。 

○議長（下野安彦君） 理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） ただ今の随契の関係で答弁さしていただきますが、５０万というふ

うな金額が出て参りましたけども、地方自治法施行令の第１６７条の２の第６号というのがござ

います。その第６号によりまして、今回２８０万というものにつきましては第６号を根拠として

契約をさしていただいております。 

○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） 第６号というのは、その他特別の理由がある時ということですか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 第６号はですね、競争入札にすることが不利と認められる時という
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場合でございます。 

○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） 競争入札に付することが不利と認められる時ということでありますが、

でしたらですね、先ほど監査委員さんの報告にもありましたように、例えばプロポーザルにする

とか、そういった方法もあると思います。そしてまた多額の税金を使うわけですから、見積、徴

収を２社から取るとか、あると思うんですよ。そしてこれ予算計上が２５年度予算がですね、２

９０万５，０００円です。契約が２９０万４，３００円です。２６年度の予算が２８９万ですか。

それが２８８万３，６００円となっているんですよね。この予算計上の金額というのはＣＳＫさ

んからの見積をとって計上されとるわけですか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） ご指摘のとおりでございまして、見積書によるものでございます。 

○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、この金額もＣＳＫさんのいいなりということですよね。

根拠はないですよね。見積もりが出てきた、それを予算計上して２５年度の契約は７００円安い

金額で契約されておるわけですけれども、いろんなこと見るとですね、やはり町民の皆さん方か

ら見てもですね、やはり不自然な印象を持つと思うんですよ。私はやはり今回ですね、こういう

質問をするのもですね、いろいろ考えたんですけども、私が一番に思うのは役場の職員の皆さん

方、内子町で言えばですね、本当シンクタンクですよ。優秀な職員の皆さんばっかりです。そん

な中でですね、もうコンサルに依存しなくても職員の皆さん方と町民の皆さん方の協同でですね、

自分達の町の計画くらいは作るようなことにしないと私はいけないと思うんです。そうすること

で職員の皆さんのモチベーションも上がるし、スキルアップにもつながるし、町民の皆さん方も

内子町に対して、もっと自分達の町のためにというような思いも強くなると思うんですね。今後

ぜひそういったことでコンサル抜きで職員の皆さんと手作りでですね、作った総合計画を作ると

いうことも今後考えていただきたいと思いますが、そのこと最後に町長にご所見をうかがって質

問を終わります。 

○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） 誤解がおありなんではないかなと思うんですけれども、ＣＳＫがどうい

う形でですね、この総合計画に関わっていただいているかっていうのは、決して丸投げしている

わけではないんです。骨格になるところ、大事な所、そして地域の課題等々は我々自身、町民の

皆さん方で組み上げていって、そして角々をＣＳＫの皆さん方で整理をしていただく、時代の潮

流、国の動き、世界の動きっていうものをそこの中に入れこんでいただいているということなん

で、丸投げしているかのように私は聞こえるんですけど、決してそういうことではない。むしろ、

町民の皆さん方や職員の方が主導権を握ってやらしていただいているんだということをまずご理

解をいただきたいと思います。それから随契の問題につきましては、一般の皆さん、コンサルの
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皆さん方の話も聞いて参りました。というよりもそういうことを仮に比較したとしてもですね、

今まで長きにわたって地域のことをよくわかってらっしゃるこのＣＳＫの皆さんの方が、コスト

的にも随分と安いなという判断も致したわけでございます。地域の実情、課題が良く分かってらっ

しゃる方にアドバイスをいただいたということでございます。ただ、森永議員のご質問にありま

したことにつきましては、今後の中でですね、整理をさしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩をします。午前１１時３０分より再開します。 

 

午前１１時２０分 休憩 

 

午前１１時３０分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に引き続き、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。 

〔宮岡德男議員登壇〕 

○１５番（宮岡德男君） 安倍首相による唐突な国会解散により衆議院総選挙が今戦われており

ます。国民の間からは今回の国会解散の大義がどこにあるのかとの疑問と、なんでこの時期にと

の不満の中での選挙戦になっていくと思うんでありますが、私は安倍政権が進めてきた２年間の

政治、消費税の８％への引き上げやアベノミクスによる格差拡大と景気の悪化、集団的自衛権行

使容認の閣議決定や原発の再稼働と海外への原発輸出や武器輸出の拡大など、また沖縄辺野古へ

の米軍新基地建設など国民世論の多数の反対を押し切っての強行策、そして鳴り物入りで登場し

た女性閣僚をはじめとした政治と金の問題などに見られる政治に対して、国民の批判の高まりの

もとで、国民世論に追い込まれての国会解散ではあったのではないかと考えておりますが、稲本

町長はこの２年間の安倍政権のもとで、町民の暮らしがどのように向上したと思っておられるか。

安倍政治の２年間の評価をどのようにもっておられるか、そのご所見をまずお伺いを致します。  

次に国と電力会社は鹿児島県川内原発の再稼働問題に、地域住民から出されていた安全対策等

が十分に解決もされていないままに、地元川内市と鹿児島県だけの承認で進められようとしてお

り、近隣自治体の意向を聞くこともなく、進めようとする今の電力会社と国の姿勢に対して川内

原発の次は伊方原発と言われている今、内子町民は伊方原発から３０キロ圏域に住民の一部が住

み、あの福島原発事故で立ち退き避難地域となっている地域、５０キロ圏域に、同じ状況の中で

暮らす内子町民の大きな不安を持っているわけであります。内子町としてこのような形で進めら

れる国や電力会社の姿勢にどのようなお考えをもっておられるか。対応をされようとしているか。

このことについては、度々この場でも町長のご所見を伺ってきたわけでありますが、現時点での

町長のご所見をお伺いを致します。 

 次に、教育行政に関わる通学費助成問題についてお伺いを致します。現在内子町で小学校、中

学校に通学をする遠距離の児童生徒に対して、補助規定に基づいて補助がなされておるわけであ
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りますが、バスの定期券が学校の先生から子どもに直接手渡されているともお聞きをするわけで

あります。しかし、同じ行政区内の子どもであっても規定距離に足りない子どもには、バスの定

期券は直接保護者が購入をして子どもに渡しておられるようでありまして、子どもにとって先生

から直接定期券を渡してもらえる子と、もらえない子どもにとっては、非常に複雑な気持ちを持っ

ているということを聞くわけであります。なぜ自分にはもらえないのか、そういうさみしい思い

をしているようであります。同じ行政区内でありますから通学距離はさほど大きな違いはないと

考えられ、規定に少し足りない児童生徒に対しての配慮があってもよいのではないかと考えるの

でありますが、このような実態が町内にはけっこうあるのではないかと考えられます。実態と併

せて改善についての考え方などについてお伺いを致します。住む場所によっては、遠距離であっ

ても制度の恩恵が受けられない子どもが残されているようにもお聞きをするわけでありますが、

この様な公平性に欠ける実態の改善も図られるべきではないかと考えますが、教育委員会として

どのようなお考えを持っておられるか。また、予算執行権を持っておられる町長のお考えも合わ

せて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て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） 安倍政権の２年間についての評価のご質問でございます。最大の課題は、

私も新聞論調等でよく出ておりますように、やっぱり日本経済の立て直し、デフレ経済からの脱

却であろうというふうに私は思っております。ご案内のように大企業は増収、増益になっている

ようでございますけれども、中小企業や内子町のような地方には、まだそのような実感が及んで

ないというのが現実だというふうに私は捉えております。ＧＤＰの中でだいたい６割が個人消費

ということでございますので、これの落ち込みが大きな原因かなというふうに思っておりますが、

しかし一方で日本経済のグローバル化による賃金の低下あるいは少子高齢化、人口減少による

マーケティングの縮小というものが大きく影響しているんではないかというふうに捉えています。

１５年間に渡るデフレ経済が続いているわけでございますから、それを回復させるには経済を大

きくしたり、様々な仕組みや見直し、制度の改革が必要になってくるわけでございまして、２年

間で無事回復するだろうということは、なかなか難しいことだというふうに思います。したがっ

てある程度の時間が必要でございますので、残りの時間で精いっぱいやっていただくように私は

期待しているところでございます。ただ、一方で懸念していることは、２年間で国の借金が４１

兆円を増えまして総額が１，０００兆円を超えました。特に、日本の社会保障制度を持続的なも

のにするということは大変重要であるというふうに思います。その財源の消費税１０％の実施時

期を伸ばしたことによって、これがどういうことになるのか心配なところでございます。少子高

齢化は否応なく進んで参ります。そして、地方の疲弊へも余儀なくされているというのが現実で

ございます。子ども達にこの財政のつけを回すことがいいのかどうか、真正面から向き合ってほ

しい課題でもあるというふうに捉えているところでございます。 

それから川内原発の再稼働等々に関する原子力発電についてのご質問でございますけれども、

私は今までもこの議会で原子力発電につきましては、その依存度を将来において、だんだんやっ
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ぱ低くしていくべきだというふうに何回も申し上げてきたというのは、議員ご承知だというふう

に思います。そういうことの前提にたって、やっぱりありとあらゆる自然エネルギー等々も含め

てですね、精力的にそっちについての対応をやっていくべきだろうというふうにも思っていると

ころでございます。ただ、現実にゼロにするって言うことが本当に今可能なのかどうなのか。こ

れは難しい判断が求められているんじゃないかなというふうに思ってます。再稼働の同意の件で

ございますけれども、法律には明文規定はありませんけれども、電力会社と立地自治体との間で

交わされた安全協定を軸に、同意が再稼働の要件になっているということにつきましては、ご案

内のとおりでございます。県からは適宜、県の立場というものを、情報を入れてもらっておりま

すし、３０キロ圏内も含めて、広域調整を行うというのは、県の役割だろうというふうに認識し

ておりますので、そこは県と今後もしっかり連携してやっていきたいというふうに思います。一

方で福島の事故に見られますように、３年経っても復興住宅から出られないという現実を見ます

と、やっぱり国にしっかりと安全審査もやってもらわなくちゃなりませんけれども、国がいろん

なことで、避難計画も含めてもう少し前に出るべきだというふうに私は思ってます。もし、トラ

ブルが起こっても一人の犠牲者も出さない、一人の泣き寝入りするような人も出さない、そうい

う覚悟をもって国は前に出て説明もしてほしいということを私は強く願っているところでござい

ます。それから教育行政につきましてのご質問がありました。合併致しましたり、統廃合致しま

したり、した関係上、今までちょっと目が届かなかったような状態、登下校での課題等もあるの

かなというふうに思っておりますので、またそこは教育委員会でよく調査をしていただいて、町

長部局として対応しなくちゃならないものについては、予算等の裏付けを教育委員会と協議しな

がらですね、やらさしていただくということを、これからも対応さしていただきたいというふう

に思っているところでございます。以上で答弁に代えさせていただきます。 

○議長（下野安彦君） 議長。 

○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を申し上げます。同じ行政

区内で乗降しているのに助成されてない場合でございますが、内子町通学費補助金交付規則にお

いて、児童の通学距離は、住居から学校の所在地までの片道の距離が３キロメートル以上と規定

しておりますので、ご質問のような同じ行政区内でというような場合も出てきます。実態におき

ましては、バス通学している児童では、通学距離が満たないため補助対象となっていない児童が

大瀬小学校区に３名となっている状況でございます。この距離については２キロ少しというよう

な通学距離となっております。行政区で規定しますと、距離的には近くても補助対象となる場合

がございますので、現在のところ、距離を基準としたものを変更することは難しいと考えており

ます。行政区内で規定しますと今の２キロという範囲が出てきますので、そうなれば町内の不公

平感が増すというような実態となりますのでちょっと難しいと考えております。 

 次に、通学費補助金交付規則に該当する通学距離がある児童・生徒でも、徒歩通学や保護者が

送り迎えしている場合は、現行の通学費補助金交付規則では、助成できない状況でございます。

現状では、小学生１２名が該当する状況でございます。そこで、次のご質問にもございます、公
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平性を保つための案として、交付規則に該当する距離があれば、徒歩又は保護者が送り迎えして

いる場合でも補助ができる補助規定の改正案を教育委員会内で協議しております。改正となれば

、徒歩や保護者が送り迎えとなっている児童にも助成ができる見込みでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。以上、答弁とさしていただきます。 

○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） まず一点目の質問でありますが、町長には安倍政権になってからの２

年間で、内子町民の暮らしの向上がどのように変わったかについてのご所見を質問したわけであ

りますが、その件がちょっと抜けていたのではないかと思いますので、その点どうでしょうか。

どのように受け止めておられるか。 

○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） 特別にですね、先程言いましたように特別に良くなった、経済の効果が

出てきたという実感は持っていません。町民の皆さん方もそういうふうに捉えてらっしゃるん

じゃないかなというふうに私は捉えています。 

○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） 私は悪くなったという受け止め方の町民が多いのではないかと思うわ

けであります。それは、消費税は上がったけれども、年金は下がる、いろんな物価は上がるとい

うようなことで、我々庶民にとっては暮らしそのものは後退をした、このように受け止めておる

わけでございますが、その点については、町長は変わっていないと受け止めておられるのか。 

○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） 消費税の問題はですね、中長期的にみて、やっぱり日本の社会保障をしっ

かりと安定させる、持続的なものにするという観点に立てばやむを得ないというふうに私は思う

んですね。ただ、問題はそこから立ち直れてない面は確かにあるだろうというふうに捉えてます。

だけどいつまでもそういうことでですね、評価を短期間で出来るということに私は固執をするべ

きではない。先程言いましたように少し時間がかかると。これは時間がかかるというふうに思っ

ているところです。 

○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） たしかに時間がかかると言われるわけでありますが、今やっぱり庶民

の暮らしというのは、その時間が待てるような状況ではない実態が出てきていると思うんであり

ます。そういう立場から致しますと、私はあの消費税の引き上げや、アベノミクスのあの政治に

よって、景気が後退をしてきたと、私は今後も確かに大企業や富裕層にとっては、株をだいぶ持っ

ておられる方にとってはどんどんと民意はよくなるかもしれませんけれども、庶民にとってはそ

ういう実態にはなっておらんと私は思っております。しかし今日の質問はご所見を伺うというこ

とでございますのでこれ以上の議論は致しません。 



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 23 - 

 次に、教育行政についてお伺いを致します。先程のご答弁では、規定によって３キロ未満とい

うことでありますが、実際に子ども達にとって、同じ集落から通いながら学校の先生から定期券

をもらえる子どもともらえない子ども、その子ども達が受け止める気持ち、その問題はこの補助

規定の中、条例の中で義務教育の円滑な推進を図るということが謳われているわけでありますが、

子ども達にとって同じ集落から通いながら、先生からもらえる定期券と親が買ってきて親にもら

う定期券。そういう点での子どもの、そういう気持ちに対してどのような視点で見ておられるの

か。子どものそういう気持ちに対して。やはりそれは非常に温かみのない実態ではないかなと私

は受け止めるわけでありますが、たしかに規定は３キロとなっておりますが、同じ集落でありま

すから、そう１キロもそれも離れているわけではないわけで。特に近い場合は数十メーターであっ

ても地域によってはもらえる子ともらえない子が生じてくると思うんでありますが、そういうよ

うな状態を、放置をしておいていいものなのかどうなのか。これは出来ましたら、教育委員長に

ご所見を伺いたいと思います。 

○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。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 確かにですね、全地域をスクールバスとか定期バスで対応っ

ていうのが一番いいんですけど、現在の状況は無理ですよね。とすればですね、今回答弁致しま

したが、少なくともですね、距離以内に関しては、いわゆる親が送っている子も歩いている子も

通学費を出すような改正にしております。検討しておりますので、引き続きですね、今後通学費

の補助に関しましては、地域の実情等考慮しまして継続して協議を行ってまいりたいと思います。 

○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） よろしくその辺をご検討いただいて、子ども達が非常に公平感を受け

止めれるような施策をお願いをしたいと思います。 

次に、バスなど公共交通が通っていない地域の子どもたちへの状況、小学生が１２名というこ

とでありまして、この子ども達にとりましては、当然受けられるべき助成が受けられないままに

現状に至っているわけでありますが、実際に親が送り迎えが出来る子ども達にとってはこれはま

だよろしいですけれども、なかなか仕事の都合やいろんな状況の中で、親が送り迎えが出来ない

ような状況の子ども達にとっては、残念ながらそういう先程の答弁では今後そういう助成をして

いこうということでありましたけれども、お金だけで解決できない状況が起きていると思うんで

あります。それは旧町時代、北深地域で行われておりましたような、タクシーを使っての通学の

助成などが行われていたようでありますが、そのような対応のお考えはとられるお考えはないの

かどうなのか。 

○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、タクシーを使ってという。以前であればある程度ですね、

子どももたくさんおりましたから、そういう登校ということもあまり心配なかったと思うんです

が。やっぱり今、一人というような格好で報告でもあります。で、そういう中で子どもの安全と

いうこともあるわけですが、そういう中でですね、先ほど答弁したように通学費というようなこ
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とで、そういう検討をしていこうということで教育委員会でも協議をしております。そこについ

ては予算の方でもですね、何か継続していきたいと思っておるわけですが、今先程ありました個

別にですね、タクシーで運ぶということになるとですね、もちろん経費の問題があります。です

からこのことについてはですね、なかなか難しいんじゃないかと思っております。で、まずは不

公平感をなくすという格好で補助の方でまず対応さしてもらう。特殊な事情というものもあるか

もしれませんが、今のところはですね、タクシーで全ての子をですね、そういう該当しない子を

運ぶというのは難しいと思っております。 

○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） 小学生の場合、特に私は安全面で、山間部から通学する子ども達にとっ

て山道を、教育長言われましたように非常に子どもが少ないですから、一人で通学をするという

ような状況が多いと思うんです。その場合に、非常に安全面で、いろんな事件が、全国的で起き

ておりますようなことも起きんとも限らんと思うわけであります。それが起きてからでは、これ

は責任の問題なども含めて大変なことになろうかと思うわけであります。そういう点から言いま

すと、私は以前旧町時代やっていたあの北深地域からの、あの通学方式いうのは取り入れるべき

ではないかと思うわけでありますが、再度その点についてご見解をお願いします。 

○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） 先程も委員長からもですね、申し上げましたようにですね、今後、こ

の事についてはまた協議もしていきますので、協議の中でどういう格好になるかというのはあれ

なんですが、一応引き続いてそういう協議をして参ります。 

○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） 子ども達の安全と、やはり子ども達がすくすくと成長出来るような方

向でのご検討をよろしくお願いを致しまして、私の質問は終わります。 

○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５７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、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。 

〔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、質問通告書の通り、内子町公式ホームページ

リニューアル化について、ふるさと納税制度について、農業行政についての３項目にわたり一般
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質問を行います。 

まず、稲本町長と農業委員会上岡会長に、それぞれ総括質問を行います。最初に、内子町役場

公式ホームページリニューアル化について伺います。ほぼ毎日、パソコンを立ち上げる時に最初

に検索アクセスするのが、内子町のホームページと天気予報です。次に、新聞・テレビ代わりに

マスメディアにもアクセスします。他の自治体の情報入手先として、県内２０市町はもちろん、

全国各地の関心や興味のある自治体や団体のホームページも、現在ではすぐ見ることができます。

最近では、全国どちらの自治体もそれぞれに工夫を凝らし、日々リニューアル化され、アクセス

しやすくなっており、内容が分かりやすくなっています。そうした中、今年度ようやく、内子町

が公式ホームページをリニューアル化されると伺い 楽しみにしている一人です。それでは、稲本

町長に伺います。現在、進められている内子町の公式ホームページリニューアル化作業の進捗状

況とその詳細内容及び今後の見通しを伺います。次に、今回のホームページリニューアル化作業

において、基本理念、コンセプトをどこに置かれておられるか、目標や目的をどう設定して進め

られているのか、具体的な事例や数値を明示して、わかりやすく説明をお願いします。また、今

回のリニューアル化に当たり、内子町独特の試みがあれば、その内容を伺います。内子町ホーム

ページを利用・検索される多くの人々がおられます。町内に住まわれておられる町民の皆さんは

もちろん、内子町出身の方が故郷内子を検索する方もおられましょう。また新たに、内子町に興

味や関心を持たれる町外の多くの人々に、ホームページを通して、まず扉を開いていただいて内

子町を知っていただき、惹いては今後、直接内子町に訪れてみようと考えていただけるきっかけ

になる情報が的確に提供できれば、ホームページの価値も十分あると考えます。そういった町内・

町外の人々の意見やホームページに対しての様々な要望をどのようにして入手されているか、リ

ニューアル化作業にどのように反映されているか、当然考慮されて進められていることと存じま

すが、それらの手段と方法の具体的な内容を伺います。 

次に、ふるさと納税について伺います。本年の３月議会において、ふるさと納税、ふるさと応

援寄付金について、全国各自治体の取り組み実績を事例や件数・金額を挙げて一般質問を行いま

した。その折、稲田副町長より「いろいろと改善する点があると思うので取り組みを進めていき

たい」との答弁を頂きました。その一般質問をした今年の３月４日から、今日で２７６日が経過

しました。年末も近くなり、年度末までも残りが少なくなってきました。現在まで、ふるさと納

税について、部内でどのように協議をされたか、その結果、どう改善されたか、それらの具体的

な協議内容と、今日までの改善実績をまず伺います。改めて、稲本町長に伺います。内子町とし

て、ふるさと納税制度、ふるさと応援寄付金、そのものをどのように位置づけておられるか、ど

のように活用を進めていこうと考ええておられるか、稲本町長の所見を伺います。 

次に、内子町農業委員会上岡会長に農業行政について総括質問を致します。現在の農業を取り

巻く環境は、大変厳しい状況にあると推察致しております。農業従事者の高齢化や担い手、後継

者不足、併せて、今般の政府による現在の農協制度や、農業生産法人、農業委員会等の見直しな

どの農政改革は、単に農協の役職員や農業委員だけの問題ではなく、すべての農業従事者の権利

や営農を脅かす問題になるとも考えております。そうした厳しい環境の中で、本年４月に農業委

員会の会長に就任された上岡会長の所信をまず伺います。次に、我々町民にとって最大の関心事

でもある町内の耕作放棄地の現状について伺います。まず内子町内の耕作可能地の面積を伺いま



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 26 - 

す。その中で現在、耕作放棄地となっている面積を伺います。併せて近年、耕作放棄地面積増減

の推移状況を伺います。耕作放棄地となるに至った経緯は、それぞれいろいろな事情があったと

推察しますが、上岡会長におかれましてはその主要な原因をどう考えておられるか所見を伺いま

す。現在、農業委員会として耕作放棄地解消対策に取り組んでおられる事業・方策内容等を伺い

ます。それらの対策として取り組まれた事業の中で、特に成果があった事例等があれば、その実

施内容と成果実績を伺います。また、耕作放棄地の解消を図る上で、上岡会長のお考えの中で、

現状での大きな問題点があるとすればその内容を伺います。今後、農業振興策を実践するに当た

り、内子町農業の将来展望とその実施見通しについて上岡会長の所見を伺います。また実際に、

農業に携わっておられる町内農業従事者の皆さんへ、上岡会長より要望やメッセージ等があれば

伺います。次に各農業委員の皆さんは、それぞれ担当地区を決められて一部公表されておられま

すが、一般の町民には、ほとんど周知されていません。農業に直接関係がない町民からも、気軽

にいつでも相談が出来る仕組みを構築するためにも、各農業委員さんの氏名と担当地区等を幅広

く町民に分かっていただけるように配慮すべきと考えますが、上岡会長の所見を伺います。以上

のとおり総括質問をおこないます。 

○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。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 上岡農業委員会会長。 

〔上岡孝光農業委員会会長登壇〕 

○農業委員会会長（上岡孝光君） それでは、才野議員にお答えを致します。まず、内子町農業

委員会の会長としての所信を述べよということであります。現在の内子町の農業を取り巻く情勢

は、非常に厳しく農業者の高齢化、耕作放棄地をはじめ非常に厳しい状態が続いているのが状態

であります。そのような中、今年の５月１４日、第１回の定例会総会において不肖私が会長職に

選出され、その責任の重大さを非常に感じているところであります。農業委員会は、農業事業の

発展と農業者の地位向上を図ることとともに、進むべき方向を明らかにしていくことが、農業者

の代表者として選ばれた農業委員会の大事な役割だと考えております。農業委員会の会長として

も、公正、公平を基本理念として、研修等あらゆる立場を通して農業委員会の役割、法令業務の

適切な執行など農業者の立場に立って今後取組んでいきたいと思っております。 

次に、内子町内における耕作放棄地の推移と問題点等についてのご質問でございますが、農地

基本台帳登録の農地３,１５７ヘクタールを対象に、平成２５年度に農業委員会が実施した利用状

況調査では、再生可能な荒廃地が２１０ヘクタール、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地が５

７７ヘクタール、合わせて７８７ヘクタールが荒廃地となっております。その割合は農地の約２

５％となっております。また、農林業センサスで１５年間の耕作放棄地の推移を見てみますと、

耕作放棄地が約４倍に増加している状況にあります。なお、この集計は私ども農業委員会が今年

度おこなっております農地の全利用調査、現地の一筆一筆調査で、今の発表致しました数値は少

し悪い方向に変わっていくんではないかなと私は考えております。また、耕作放棄地や荒廃農地

の増加は、農業生産額の減少だけでなく、病害虫の発生、鳥獣害により周辺の農地に悪影響を及

ぼすものと考えております。このように耕作放棄地が拡大している要因は、農業従事者の減少と

高齢化といった就業構造の問題や農業生産額の停滞が考えられます。２０１０年の農林業センサ
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スでは、内子町の農家戸数は２,１３２戸、就業人口は２,２０１人となっておりますが、３０年間

で、農家戸数が４０％、農業就業者が６３％も減少しております。そして６５歳以上の農業就業者が６

４％を占めるなど、若年壮年層の担い手が不足しております。農業生産額についても、２９億８，

０００万円と２年続けて３０億円を下回っている状況であります。このような中、耕作放棄地の

解消対策は非常に困難な状況でありますが、いずれに致しましても労働力の確保や農地は、農業

生産の基軸となるため、関係機関と連携をして、今後、耕作放棄地対策を含め、継続して農業振

興をしていくために農業委員会としても努力をして参りたいとこのように思っております。 

次に内子町の将来の展望と見通しということですが、このことは今年政府が、６月２４日に閣

議決定において、大規模な生産性の高い農業の実現を目指すとともに、企業化を推進するという

ことが国の方向性として決定されております。その事が将来内子町のような条件不理地の農業に

対して、非常に悪影響が及ぼすのではないかと大変憂慮を致しております。何の対策も行わなけ

れば、今後も農業従事者の高齢化と減少が進み、多くの農産物の価格低迷と生産資材価格等の上

昇により所得の減少など、農業及び農村をとりまく情勢はさらに厳しいものとなっていくのでは

ないかと考えております。しかしながら、消費者の食の安全性の関心もこれまでになく高く、今

まで取り組んできた安全で安心な農産物づくりや、中山間地のハンディキャップがあるものの、

技術的なものが今後活かされて品の高い農産物の生産が図れるものと思われます。また、景観保

全等農村の多面的機能や都市との交流等も定着してきており、生産基盤の強化やブランド化、ま

た先程来言われました六次産業化の推進、法人化やＩターン者の受入、販路の開拓等、町が現在

まで実施されてきた施策を、今後より強力に進めていくことが農業の元気を少しずつでも取り戻

していく一つのきっかけとしたいと考えております。また、農業を行われています農家の皆さん

には、土地の活用や集約化等、農地に関するものであれば何でもけっこうですので、農業委員会

にご相談をいただきたいと思います。また、農家の皆様も農作物の生産販売にあたりましては、

限界意識をもった取組みをしていただきたいとこのように思っております。 

次に、最後に担当地区農業委員のことですが、才野議員から言われましたように平成２６年も

今度の改選にあたりましても、６月号において、広報誌において農業委員会の委員さんの顔写真

をつけて広報誌に載せておりますので、そこをもう一度ご確認いただきたいと思いますし、地域

の農業委員さんが誰だか分からないといった状況がありましたら、事務局の方まで照会いただけ

ればなお、そこら辺の適切な対応ができるかと思っております。以上で私の答弁を終わります。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 私の方からはですね、内子町役場ホームページリニューアル化作業

の進捗状況の詳細等を伺うということに対しまして、まず一番目の問題からお答えしたいと思い

ます。このことにつきましては、先の９月議会において業務委託予算をお認めを頂き、現在その

作業に着手しているところでございます。委託業者の選定につきましては、前回と同様に企画提

案によるプロポーザル方式を採用し、今回３社からご提案を頂きました。１０月２９日に本庁舎

において審査会を開催し、慎重なる採点の結果、現在の委託業者である福泉株式会社に決定を致

しました。１１月１９日に福泉株式会社と委託契約を締結し、同日に今後の作業スケジュールの
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確認、ホームページの構成、各ページのデザイン設計、外部サイトとの連携等について、詳細な

打合せと意見交換を実施しております。現在、事務局において各委員、各課からの意見・要望の

集約を行うと同時に、ホームページの顔ともなるトップページのデザイン、カテゴリー等につい

て内部協議を進めているところでございます。今後のスケジュールにつきましては、１２月第２

週頃までにトップページのデザインも含め、基本的な設計業務を完了し、その後３月の第３週に

かけて、現在のデータ移行と調整を行います。また、２月中旬から下旬にかけて職員研修を開催

し、３月下旬にリニューアルページのアップを考えているところでございます。続きまして、今

回のリニューアル化作業で目標及び目的、どのようなコンセプトで臨むかというようなところの

ご質問に対してでございますが、この度のホームページリニューアルの大きな目的と致しまして

は、昨今の情報通信技術の進化や、閲覧端末機器、幅広いユーザーの多様化に対応するため、ま

ず企画・デザイン面において、パソコン以外の端末でも、質・形を損なうことなく同じように閲

覧できるということ、また誰もが使いやすく、特に高齢者や障害者などハンディを持つ人にも、

健常者と同じように使える環境を整えるということがひとつの大きな狙いでございます。もう一

つ重要であると考えている点は、内子らしいデザインとすることで、他にはないオリジナリティ

を高めたいと考えております。また、災害時トップページを用意したいと考えています。次に、

職員が一つひとつのページを作っていく際の使いやすさ性も重要であると考えております。誰も

が簡単にウェブサイトのコンテンツ管理を実現するソフトウエアを最新のものに更新することと

しております。その他、ウェブサーバーのクラウド化、地図情報検索機能、また防災行政無線情

報も掲載する予定としております。３番目にホームページを利用される町内外の人々の意見、要

望をどう入手し、反映するか、その手段と方法を伺うということに対してでございますが、現行

の内子町ホームページのトップページ並びに、各課等のページには、メールフォームとして、「お

問い合わせ」を設けております。ホームページ掲載事項に対するご意見をはじめ、町政全般に対

するご意見、ご要望等について、多数の方にこの「お問い合わせ」を利用して頂いており、平成

２６年度は１１月末現在で、総務課代表メールにご意見等を寄せられた件数が６４件ございまし

た。また、これ以外にも、直接担当課へお問合せを頂いておりますが、いずれの照会やご意見に

つきましても、迅速かつ丁寧にご回答を申し上げており、今後においても同様の姿勢で取り組ん

でいきたいと考えております。この度リニューアルを進めているホームページにおいても、メー

ル機能を継続し、広くご意見を頂く予定としております。 

 続きまして、ふるさと納税制度を本年３月議会から現在までに改善した内容詳細、進捗状況と

いう点でございますが、議員お尋ねの３月議会以降変更した点ということでございますが、以前

は、寄付を頂いた直後にお礼状をお送りし、翌年度の夏に、お礼の品である農産物等を送ってお

りました。しかし、これではご寄付いただいた時期とお礼送付の時期が１年以上も開くこともあ

るため、現在は、寄付後速やかにお礼の品を送るよう改善を致しました。また、お礼の品に地酒

など内子町で製造されたものも追加致しております。更に、現在内子町ホームページのリニュー

アルを進めており、ふるさと納税においても、発信情報やデザイン等の見直しを今年度中に行い

ます。チラシについても次年度に刷新し、これまで以上に積極的なＰＲをするよう努めて参りた

いと思っております。また、応援者にとっては、寄付した額のほぼ全額が税額控除されるという

税制上のメリットと同時に、お礼の品は楽しみの一つであり、それを目的とされておられる方も



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 29 - 

多くいらっしゃると思いますので、今後においてもさらに品揃えの充実を随時図りたいと考えて

おります。なお、今後は気軽に納付して頂けるクレジットカード納付というものを検討して行き

たいと思っております。続きまして、ふるさと納税制度をどのように位置づけ活用する考えか改

めて伺うということに対しましては、ふるさと納税の位置付けにつきましては、これまで同様、

厳しい財政事情の中において自主財源の確保とともに、農産物や加工品等の特産品をはじめとす

る内子町のＰＲ手段として、大いに活用を図っていきたいと考えております。活用方法について

は、これまでにご寄付いただいた約１，６００万円のうち、５００万円は、寄付者のご意向によ

り、町内の幼稚園及び小・中学校の図書の購入に充てさせていただいておりますが、来年度より

読書感想文コンクールの中に賞を設け、図書券を副賞とする考えでございます。残りの約１，１

００万円は、環境まちづくりや総合計画シンボルプロジェクトの事業実施のためとして積み立て

ておりますが、今後は、活用項目を細分化することにより選択肢を増やしていきたいと考えてお

ります。寄付された方がいつまでも内子を忘れないでいて下さるような、目に見え、形ある物を

作っていきたいと考えておりますので、そのための検討組織を来年度から設置したいと考えてお

ります。以上でございます。 

○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） 上岡会長に再度質問させていただきます。会長としての所信を重く受け

止めました。なかなか厳しい農業行政の中でですね、今後も尽力していただきたいと思います。

耕作放棄地の推移ということですが、１５年前からですかね、相当増えとるということをお聞き

しました。その中でですね、私らの方で放棄地解消のために実践されて、内子町で効果があった

事例があれば聞きたいということで質問させていただいたんですけど、その点についてお答えい

ただきたいと思います。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 上岡農業委員会会長。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 現在までに農業委員会として耕作放棄地解消に取り組んだ事

例が１２２アールであります。その中の大半が桃、梨とかキウイとかそういったもので、一部が

畑作のピーマンとなっておるのが今までの実績といいますか、耕作放棄地に対する実績でありま

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） 耕作放棄地の解消がなかなか思うように進んでないということも大変な

ことだと思います。それに対していろいろとですね、努力されていることに対して敬意を表しま

す。また、今後もですね、内子らしい内子にあった作物を選んでがんばっていただいたらと思い

ます。今後の問題として会長もですね、高齢者と若者の担い手が少ないということを先程も言わ

れました。内子町のうちこんかいプロジェクトということで、町を上げてＩターン、Ｕターンを

促進するようにされていますが、農業委員会としてですね、それらの情報発信をどのようにされ

ているのか。農業委員会として独自の情報発信の方法がありましたら、お聞かせ下さい。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 上岡農業委員会会長。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 今、才野議員が言われたことは農業委員会にとりましても至

上命題だと思っておりますが、そのことは必要に応じて広報誌等で町内の皆さんに周知を徹底し

て行く考えでおります。以上です。 

○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） 広報誌等でですね、またこまめな発信をしていただいたらと思います。

農業委員会の委員さんの役割ということで６月号にこういうふうな形でですね、委員を紹介され

てその担当地区というようなこと、それからまたそれぞれ各委員さんのコメントも掲載されてお

るわけなんですが、これでは６月号でしか出てないと。やっぱり今後ホームページをリニューア

ル化されればですね、ぜひ農業委員会の枠をうっていただいてですね、農業委員会さんはこうい

う形ですよ、ということはいつでも検索できるような形にされたらどうかと思うんですが、いか

がでしょうか。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植産業振興課長。 

○産業振興課長（小野植正久君） ご意見ありがとうございます。ホームページのリニューアル

もなされるということでございます。そういうこともあわせてですね、農業委員会に関してのい

ろんな情報等もですね、そのホームページを使いながらまた皆さんにお知らせをする、発信をし

ていく、そういうようなことをやっていきたいというふうに思っております。 

○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） ぜひ、それ進めていただきたいと思います。 

 次にですね、先に戻りまして一番目の質問事項でありますホームページリニューアル化につい

て質問させていただきます。今回のホームページのリニューアル化が去年の段階では今年度から

ということだったんで、私はもう本年早々に立ちあげられて、年の半分くらいの９月頃から実際

にされるんかと思ったら９月からスタートされたということで、ちょっと意外な感じもするんで

すが、それはさておきまして一応来年度に向けては、内子らしい内子独自の体制を整えたホーム

ページを出来るものと期待しております。その中でいろいろと町民の方、それから町外の方から

の要望とかお考えを６０数件ですかね、いただいてそれらをまた参考にしたということもいただ

きました。またぜひそれらもね、取り入れる所は取り入れていただいて、より見やすい感じにし

ていただきたいと思います。今回のリニューアル化の基本理念というのをお聞きしまして、総務

課長の方から内子町の理念というものをお聞きしました。ぜひそれらも内子らしい、内子の特色

あるホームページとしてですね、全国にまた全世界に発信できるようなことに努めていただきた

いと思います。そのリニューアル化についてですね、重なる質問にはなるんですが、町長として

ですね、今回のホームページをですね、町長自身の考えとしてですね、ここを最重点として考え

ているという所見がありましたらお伺いしたいと思うんですが。 

○副町長（稲田繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 
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○副町長（稲田繁君） 才野議員さんのご質問にお答えを致します。今どの市町村もですね、情

報発信の大きな柱としてホームページを持っておるわけなんですけどが、揶揄もするとですね、

画一的とも言われております。どの町のホームページをのぞいてもですね、同じような構成になっ

ておる。いわゆる特色がないというふうに言われております。そんな中でですね、内子町のホー

ムページリニューアルの作業にかかっておりますけどが、一つは使いやすさというのは当然なん

ですけどが、内子らしさ、そういったものを前面に出して行こうというふうなことで今取り組ん

でおります。それはですね、機能性とデザイン性といったものを重視したような形で今取り組ん

でおりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。 

○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） それでは、ふるさと納税について質問さしていただきます。２６年度に

おける現在までのふるさと納税の申込件数とその金額をまず伺います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） ２６年度はですね、２４件ございまして、現在まで２１０万９，０

００円となっております。 

○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） 確認します。２４件で２１０万９，０００円。去年のですね、今現在の

数字はないんですけど、２月現在で３２件の４００万ほどが２月にあったんですけど、どうもそ

れから比べたら目減りしていると思うんですが、そこらの原因はどういうふうに考えておられる

んでしょうか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） これも原因ということをまだ分析まではしておりませんけれども、

おそらくこれはＰＲ不足が原因じゃないかなというふうに思っております。 

○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） おっしゃるとおりＰＲ不足だと思っております。今全国、市というか、

ふるさと納税に対する本がですね、昨日も書店で３冊ありました。その中にはですね、各ランキ

ングという物もありましたし、どういう特典があるかというようなことも書かれてありました。

その中でですね、一つの情報誌の中に各、日本全国の全自治体にアンケートを実施して内子町も

それに回答されております。その回答内容をご存じでしたら教えて下さい。 

○政策調整班長（山岡敦君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡敦君） 私の方からお答えをさしていただきます。ただ今の才野議員さん

の質問、アンケートの結果をご存じかというこということにつきましては、大変申し訳ございま

せんが、私の方では知り得ておりませんが、現在、ホームページでですね、全国のふるさと納税
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に関するポータルサイトがございまして、そのポータルサイトには全国の各市町のふるさと納税

に対する取組み、それからどういったようなお礼の品があるかとか、どういったようなことで使

いたいと募集をしているのかが、このポータルサイトを構築された折には全国市町にアンケート

を取られたというようなお話を伺っておりますので、その結果がその本で出版されておったり、

このホームページで紹介されているというふうに理解をしておりまして、このポータルサイトを

見る限りでは、若干、内子町の取組みは弱いなというふうな感想を受けました。以上です。 

○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） 詳細は知らないという事ですが、たぶんこの出版社は内子町に問い合わ

せて内子町からの回答を載せておられるんですが、それに自治体からの何かコメントはあります

か、というところでなしということで、ありませんでした。県内の市町でもそれぞれの市町がで

すね、ぜひ内子の我々の町のまちづくりに協力して下さいとかいうようなことをですね、コメン

トされてます。やはりですね、そういうアンケートに対して積極的に内子町のＰＲをされるのも

一つの方法じゃないかと思います。またそれでですね、確認されてですね、次の機会にはぜひ内

子町のＰＲをしていただきたいと思うんですがいかがでしょうか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 先程は失礼致しました。その様にまた勉強さしていただいたらと思

いますけれども、内子町のホームページでよく見ていただきたいところはですね、ふるさと応援

寄付金というコーナーを設けておるんですけれども、この中身につきましてはいろいろございま

して、協力依頼とか、それからお申し出書とか、それから寄付金のお礼の項目ですとかですね、

それから、お名前の発表していい方につきましてはお名前も出させていただいておりますので、

この中を十分またグレードアップしていきまして、内子町のまちづくりに対して応援をしていた

だける方を積極的に多くしていきたいというふうに、またそういった勉強もさしてもらってホー

ムページリニューアル化も踏まえましてがんばっていきたいと思います。 

○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） 総務課長がおっしゃいましたようにですね、せっかく今年度ホームペー

ジのリニューアル化をされます。それにあわせてですね、先程の農業委員会の内容ですとかそれ

からふるさと納税に対してもですね、ぜひ効果があるようなことでホームページを刷新していた

だきたいと思います。それらを含めてですね、稲本町長から改めてお考えご所見をお願いします。 

○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） お答えします。課題山積の内子町でございますけれども、ホームページ

も含めて、ふるさと納税も含めてですね、町民の皆さんだけじゃなくて町外の皆さん方に、より

多く内子町を知っていただくという手段としては大切なツールだというふうに私は思っておりま

す。これからも一生懸命ですね、可能な範囲のＰＲはしていかなくちゃいけない、ホームページ

を通じてですね、やって行かなくちゃならないというふうに思ってます。と同時にもう一つは農
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業の事がありますので、一緒にお答えさしていただきますけれども、内子町にとって農業は大事

な基幹産業でございます。国にとっては、農業は源でございますので、同じようにですね、大変

な課題はいっぱいあるんですけれどもやっぱりみんなと力を合わせて、少しでも前進できるよう

にですねがんばっていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（下野安彦君） 以上で、一般質問を終結します。 

 

○議長（下野安彦君） これから議事日程に従って提出議案の審議に入ります。 

日程第 ７ 受理第４号 国民健康保険の広域化に反対し、国庫負担の復元を求める請願書

（産業建設厚生常任委員会付託） 

○議長（下野安彦君） 「日程第７ 受理第４号 国民健康保険の広域化に反対し、国庫負担の

復元を求める請願書について」を議題とします。 

この請願書は９月定例会において、産業建設厚生常任委員会に付託し閉会中の継続審査となっ

ていたものであります。産業建設厚生常任委員長から、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。 

池田洋助産業建設厚生常任委員長、ご登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田産業建設厚生常任委員長。 

〔池田洋助産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） それではご報告申し上げます。平成２６年９月第７

２回内子町議会定例会において産業建設厚生常任委員会に付託された、受理第４号「国民健康保

険の広域化に反対し、国庫負担の復元を求める請願書」について、去る１１月１０日に当委員会

を開催致しました。委員７名全員の出席のもと、三根生住民課長より、国民健康保険事業の広域

化の現状について説明を受け、紹介議員である才野俊夫議員より趣旨説明をいただき、審査を行

いましたので、審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。本請願内容は、「市町村が運営する

国民健康保険について、財政運営の責任を担う主体を都道府県に移行するという、いわゆる広域

化は行わないこと。さらに国保財政安定のため、国庫負担割合を従前の約２分の１に復元を行う

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、      

「保険安定基盤制度による町の負担も毎年２，３００万円程度あり、２５年度決算ベースで人件

費も含め１億８，９８９万円余り一般会計から繰り入れを行っている現状にある。今後の高齢化

等を考えると財源的に町単独での運営は厳しくなっていくと思われる。事業体を広域化に持って

行き、将来に渡って不安の少ない、安定した事業体にする必要がある。」との意見。また、「国民

健康保険については、設立当初５割近い国庫負担であったものが、４分の１になっており、この

ことが国保財政が厳しくなった要因である。全国知事会、市長会でも国庫負担の増額を国に求め

ており、今回の制度改革の前にまず、財政基盤の強化を国に求めて行くことが議員としての責務

である。」などの意見がありました。採決を行った結果、この請願の採択に賛成する委員は少数で

ありました。よって、受理第４号は「不採択とすべきもの」と決定致しましたので、ここに、ご

報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） ただ今の委員長報告に対する質疑はございませんか。 
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○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） 池田委員長に質問致します。ただ今、委員長報告で今回の請願に対して

ですね、不採択ということになりまして、紹介議員として少しやるせない思いがあります。と申

しますのはですね、請願項目は２件あったと思うんですね。国民健康保険の広域化はおこなわな

いことと、もう一点、国庫負担割合を従前の負担割合に計画的に復元することの２件があったと

思います。委員長にも報告がありましたように当初はですね５割近い４９％、５割近いものが国

の補助であるということが、現在４分の１程度になっているということで、その場合にですね、

広域化になった場合に、広域化された愛媛県での国民健康保険の持ち出し、保険料の金額がです

ね、今の国の２５％では行き詰まって各県内の町民それぞれですね、金額的に高くなっていくと

ということが予想されておるんですね。国民健康保険そのものがですね、国民の４割であります

とともに、高齢者とか自営業者とかいう方々の、いうたら弱者が加入されとる保険ですから、そ

ういった面でなかなかこのままでは広域化されてもそれが安定にはつながらない。金額的に被保

険者の負担が増えるというふうに。 

○議長（下野安彦君） 才野議員にお伝えします。質疑でございますので、質疑として、討論で

はございませんので、よろしくお願いします。 

○９番（才野俊夫君） 一応前段で話をしているわけですが、質問させていただきます。という

ことでですね、負担割合がですね、計画的に増やさなければ広域化に行き詰まるということに対

して委員長のご答弁をお願いします。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ただ今、委員会報告の質疑でございまして、私の意

見を述べる場所ではないと今思いますので、あとの賛成、反対討論の中でご意見を述べさしてい

ただきたいと思いますのでよろしいでしょうか。 

○議長（下野安彦君） 他にありませんか。 

○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） 池田委員長にお伺いをしますが、委員会の中での審議についてであり

ますが、この国保の場合、実務が非常に複雑でありますし、特に一人一人の被保険者の所得の把

握をしないと保険料は決められない仕組みになっていると思うんであります。そういうものから、

また高額療養費や高齢者の医療費負担などもこれがちゃんと把握できなければ、決める事ができ

ないというような仕組みではないかと思うわけでありますが、また、国保の被保険者というのは

非常に出入りが激しいわけでありまして、これを県単位にして果たして都道府県の実務として正

しく把握ができるのかどうなのかと。この件などについてご議論がなされたのかどうかこの点を

まず一点お伺いをします。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ただ今の宮岡議員のご質問なんですが、今の議論に

ついては特にはされなかったというふうに記憶をしております。私どもの意見としてはとりあえ

ず今の数字の把握についてはですね、事前に、先程あったように三根生課長から説明があったと

思いますので、その部分で説明は若干あったかなというふうに思っております。議論自体はその

点については触れられなかったんじゃないかなと思います。 
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○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） もう一点、住民であります被保険者にとって何が一番大事なのかとい

う点でありますが、これはあくまでも払える保険料で安心して使える医療、この２点が非常に大

切でありますし、それこそが住民の命を守るということでありますが、この点についてのご議論

はいかがでしたでしょうか。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） それに関係するかちょっとあれなんですけど、今の

国保の現状という点ですね、数字的な問題は資料等が私どもには配布されておりましたので、そ

れを見た段階でそれからご意見をいただいたので、直接それについての意見はなかったように思

います。 

○議長（下野安彦君） 他ありませんでしょうか。 

〔「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。 

池田洋助産業建設厚生常任委員長、席にお戻り下さい。 

これより討論に入ります。 

 この請願に対する委員長報告は不採択です。委員長報告に反対者の発言を許します。 

○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） この請願は、国保の広域化を阻止してほしいという請願であります。

先程も私委員長に質問をしたわけでありますが、この広域化によって住民の命や健康を守ってい

く上で、果たして都道府県の広域化をして、住民のそういうものが守られるかどうかというのが

問われていると思うんであります。先程も申しましたように、所得を、把握をしなければ保険料

も決められませんし、また高額療養費や高齢者の医療費負担なども決定できないというのがこの

制度の仕組みではないかと思うわけであります。また、国保に加入しておられる方々は、非常に

出入りが激しい、これは現場で仕事をしておられる方が一番よくご存じではないかと思うわけで

ありますが、これを都道府県が全部把握していくというような実務が出来るかと言えば、それは

無理なことではないかと思うわけであります。それは、結局は市町村が今まで通り実務をやらな

ければならないいうことになると思うんであります。それと第二点のやはり住民や被保険者の願

いがどこにあるのか。これはやはり先程申し上げましたように、払える保険料で安心をして使え

る医療。この２点であります。これこそが住民の命を守るということであります。そのためには、

国の交付金、以前は４８％の国の助成が来ておりましたけれども、現在ではお聞きしますと２５％

ということであります。こういう状況を改善することなくして国保会計の正常な運営はできない

と思うんであります。そういう立場から、私はこの内子町議会が本請願を採択をして、国に対し

て意見を送りつけて、国の助成を元に戻させるということは、私は理事者の皆さんと我々も同じ

ような気持ちではないかと思うわけであります。今までにも理事者は、この事に関しては全国町

村会長会などで、そういう要請をしていくということも言ってこられました。そういう立場から

しましても本請願を採択をして、意見をあげるということが、私は住民の立場に立つならば当然

果たさなければならない責務ではないかと思うわけであります。そういう立場から委員長報告の
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採択をしないという報告に反対を表明をさせていただきます。以上です。 

○議長（下野安彦君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 私は、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。議長の報告にもあ

りましたように国保会計２５年決算ベースにおきまして、約１億９，０００万、一般会計から繰

り入れておる非常に厳しい状態であります。内子町においては、今後さらに進むであろう少子高

齢化、そうした人口構成を考えて行きますと、やはり広域化をして安定的な運営を図るべきであ

るというふうに思うわけでございます。よって、不採択とすべきだと思います。 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、委員長報告のあった「受理第４号 国民健康保険の広域化に反対し、国庫負担の復

元を求める請願書」の採決に入ります。 

委員長報告について、起立により採決をします。 

 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不採択とすることに決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩します。午後２時１０分より再開します。 

 

午後 ２時００分 休憩 

 

午後 ２時１０分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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  日程第 ８ 議認第 ４号 平成２５年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について（予

算決算特別委員会付託） 

  日程第 ９ 議認第 ５号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

  日程第１０ 議認第 ６号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

  日程第１１ 議認第 ７号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

  日程第１２ 議認第 ８号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

  日程第１３ 議認第 ９号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

  日程第１４ 議認第１０号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

  日程第１５ 議認第１１号 平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

○議長（下野安彦君） 「日程第８ 議認第４号 平成２５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９ 議認第５号 平成２５年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の 

認定について」「日程第１０ 議認第６号 平成２５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１１ 議認第７号 平成２５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１２ 議認第８号 平成２５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１３ 議認第９号 平成２５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１４ 議認第１０号 平成２５

年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１５ 議認第１１号 

平成２５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８件を

一括議題致します。この議認８件は９月定例会において、予算決算特別委員会に付託し、閉会中

の継続審査となっていたものであります。 

 予算決算特別委員長に、委員会審査の経過並びに結果について報告を求めます。山崎予算決算

特別委員長、登壇願います。 

○予算決算特別委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎予算決算特別委員長。 

〔山崎正史予算決算特別委員長登壇〕 

○予算決算特別委員長（山崎正史君） それでは、平成２６年１２月定例会におきまして予算決

算特別委員長としてご報告を申し上げます。去る９月１１日の本会議において、閉会中の継続審

査として予算決算特別委員会に付託されました、議認第４号「平成２５年度内子町一般会計歳入

歳出決算の認定について」から、議認第１１号「平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」の８件について、審査の結果をご報告申し上げます。お手

元に配布されております議案資料の１番の４ページ、５ページに詳細について書かれております
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が、去る９月２６日、２９日、３０日の３日間の日程で本予算決算特別委員会を開催し、平成２

５年度各会計の決算について、歳入歳出決算書、「わが町の家計簿」および各課で作成された決算

説明資料等に基づき、「事業執行にあたり決算が当初の目的を達成しているのかどうか、どのよう

な行政効果を得たのか」を基本として審査を行いました。審査した結果、２５年度における各会

計決算は、予算の議決目的及び施策に基づき、いずれも適正に執行されていると認められ、よっ

て議認第４号から議認第１１号は、原案のとおり認定すべきものと決定致しました。今回、予算

決算特別委員会として初めての決算審査でありましたが、それぞれの事業において、各担当課長

より詳細な説明を受け、議決した予算に対し、その執行状況の適否を確認することができました。

審査期間中におきましては、それぞれの委員から滞納の問題並びに基金の利用の在り方、補助金

が適正に利用されて有効な効果を収めているか等々意見、要望等について十分検討した上、今後

の町政運営に反映させていただきたいことを申し添え、委員長報告に代えさせていただきます。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。  

〔「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。 

 山崎委員長、席にお戻り下さい。 

議認第４号から議認第１１号までの８件は、一括して討論、採決を行いたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 異議なしと認めます。 

よって、議認第４号から議認第１１号までの８件は、一括して討論、採決を行うことに決定し

ました。 

議認第４号から議認第１１号までの討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

採決を行います。議認第４号から議認第１１号に関する委員長報告は、認定とするものです。

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、議認第４号から議認第１１号までの決算認定８件は、委員長報告のとおり認定されま

した。 

 

○議長（下野安彦君） 以上で本日の議事日程は、すべて終了致しました。 

明日５日は、午前１０時から本会議を開きます。日程は全議案に対する審議であります。 

本日は、これをもって散会致します。 

午後 ２時１７分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２６年１２月 ４日（木） 

○開会年月日   平成２６年１２月 ５日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂  

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

  １１番  林     博 君        １２番  山 崎 正 史 君 

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  宮 野 照 三 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  土 居 好 弘 君 

会計管理者  三 原 美津夫 君     建設デザイン課長  橋 本 健 一 君 

町並・地域振興課長  安 川   徹 君     産業振興課長  小野植 正 久 君 

小田支所長  正 岡 和 猶 君     環境政策室長  大 森 豊 茂 君 

政策調整班長  山 岡   敦 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      

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  矢 野 昌 記 君 

 

○議事日程（第１２号） 

平成２６年１２月 ５日（金）午前１０時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 
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日程第 ３ 議認第１５号 平成２６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 ４ 議案第８５号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ５ 議案第８６号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ６ 議案第８７号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第８８号 内子町移住体験施設条例の制定について 

日程第 ８ 議案第８９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 ９ 議案第９０号 内子町国民健康保険条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第９１号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第９２号 内子町営住宅条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１３ 議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１４ 議案第９５号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第１５ 議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１６ 議案第９７号 内子町教育委員会委員の任命について 

日程第１７ 受理第 ５号 「農業改革」の名による農業・農協つぶしをやめ、地域を守る請願

書 

日程第１８ 受理第 ６号 住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス体制の充実を求

める請願書 

日程第１９ 受理第 ７号 自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待遇の抜本的改善

を求める意見書に関する請願書 

日程第２０ 受理第 ８号 ＪＡグループの改革に関する請願書 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２０ 

 

午前１０時００分 開会 

 

○議長（下野安彦君） ただ今から、昨日の本会議に続きまして、平成２６年１２月内子町議会

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、９番才野 俊夫議員、
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１１番林 博議員を指名します。 

 

  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１２号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。  

 

日程第 ３ 議認第１５号 平成２６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３ 議認第１５号 平成２６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２６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致します。平成２６年度内子町一般会計補正予算（第４号）は、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ１，４１２万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１０４億１，３３６万７，０００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。歳入歳出の専決につき

ましては、平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙に伴う予算を計上したものでござい

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） それでは、議案書１の８ページをお開き下さい。平成２６年度内子町一

般会計補正予算第４号でございます。第１条、歳入歳出にそれぞれ１，４１２万８，０００円を

追加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０４億１，３３６万７，０００円とするもの

でございます。 

１４ページをお開き下さい。歳入の予算です。衆議院総選挙に関わる歳入予算でございまして

全額、県の支出金から収入がございます。１３款３項１目の総務費県委託金、１，４１２万８，

０００円でございます。衆議院議員選挙費委託金でございます。 

次のページ１５ページをお開き下さい。歳出の予算でございます。これも選挙に関わる歳出の

予算でございます。総額で１，４１２万８，０００円。主なものは、１節の報酬、投票所の投票

管理者等に支払う報酬でございます。１３１万６，０００円。職員手当、職員の時間外手当等で

ございます。合計で９０４万５，０００円。それから主なものは、１３節の委託料、１９０万円

でございます。ポスター掲示場等の設置委託費でございます。合計で１，４１２万８，０００円
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でございます。１６ページ、１７ページ、１８ページは職員の給与費等の明細でございます。お

目通しをいただきたいと思います。以上で、補正予算第４号に関わる説明でございます。よろし

くご審議の上、ご承認いただき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〕 

○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１５号 平成２６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。 

 本案を原案のとおり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、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

  日程第 ４ 議案第８５号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部改正について 

  日程第 ５ 議案第８６号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

  日程第 ６ 議案第８７号 内子町職員の給与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４ 議案第８５号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正について」「日程第５ 議案第８６号 内子町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」「日程第６ 議案第８７号 内子町職員の給与

に関する条例の一部改正について」を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正、及び内子町職員の給与

に関する条例の一部改正につきましては、平成２６年８月７日付けの人事院勧告に伴い改正をお

こなうため、これら３条例の一部を改正す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、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 議案第８５号、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に
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関する条例の一部改正、議案第８６号、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正、及び議案第８７号、内子町職員の給与に関する条例の一部改正は、平成２６年８月

７日付けの人事院勧告に伴う改正をおこなうため、３条例の一部を改正するものです。国家公務

員の給与等について人事院は、毎年官民の格差を調査し、民間と比較して給与等の改定を勧告し

ています。今年８月７日の勧告では、景気回復に伴い、民間の賃金水準が改善し、官民の格差が

拡大したとされ、公務員の給料、期末手当を７年ぶりに引き上げる勧告がなされました。これを

受け１０月７日、同改正を了承することについて閣議決定、今国会に給与に関する法律等の改正

を提案、衆参両院で可決公布されました。また、県内の状況を比較した愛媛県人事委員会におい

ても同様に給与等に関して引き上げる勧告がなされました。国及び県内の官民比較結果を受け、

これに準じ職員の給与等の改正につき、ご承認願いたく定例議会に議案を提出致しております。 

それでは、改正する事項の概要を説明致します。議案書１の１９から２０ページが特別職の期

末手当等の改正条例、２１から２２ページが議会議員の期末手当等の改正条例、２３ページから

３５ページが職員の給与改正及び期末勤勉手当等に関わる条例改正です。施行期日は、それぞれ

附則で規定致しております。なお、具体的な改正内容は、議案説明資料４で説明を致します。内

子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正、この条例の適応は町長

と副町長になります。 

それでは、まず議案説明資料４の１ページをお願い致します。期末手当です。本来勤勉手当に

ついては、常勤の職員の勤務状況や勤務成績に基づいて支給されますが、内閣総理大臣、国務大

臣などの特別職の国家公務員も職員に準じ改定されたことから、当町の特別職である町長、副町

長もこれに準じ改定をおこなうものです。改定率は、一般職の引き上げと同月数分を加算します。

改定の適応は、上段第１条、改正関係をご覧ください。２６年度は、１２月の期末手当を０．１

５カ月分引き上げます。次に、下段、第２条改正関係ですが、２７年度は０．１５カ月分の引き

上げを６月、１２月の各期に０．０７５カ月分を加算して支給することにしております。なお、

教育長は、期末手当の支給は特別職の例によるとされていることから、関連の内子町教育委員会

教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正は行いませんが、町長、副町長の改定に準じ、

同月数の引き上げをおこなう予定です。なお、通勤手当は職員に準じて改定致します。内容は、

職員の給与改定のところで説明をさせていただきます。 

次に、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正です。議案説明資料

４の２ページ、期末手当です。過去の期末手当の改定状況が特別職の改定に準じて改定されてい

る経緯があること。また、愛媛県や他の市町での改定予定を調査した結果、改定を予定されてい

る市町が多い事から手当の引き上げを行うものでございます。改定の適応は、上段下段ともに先

に説明した特別職と同じ内容でございます。なお、通勤手当は、常勤の職員に対して支給される

ものから支給の対象となっていないため、適応はありません。 

それでは、次に内子町職員の給与に関する条例の一部改正ですが、改正は勧告に準じ適応日を

異にするため、二本立てとしております。まず、平成２６年４月１日にさかのぼって適応する改

正内容です。議案説明資料４の３ページから８ページで説明致します。給与につきましては、調

査の結果については、年齢別にみると若年層では民間が高い状況となっていますが、５０歳代後

半層では公務が民間を上回る状況が続いているとしており、このため若年層に重点を置き、月額
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２，０００円を引き上げる一方、比較を上回る５０歳代後半の職員については据え置くとされ、

平均で０．３％の引き上げが勧告されており、これを内子町にも当てはめ、１級、一般職でいう

主事補級の給料を月額２，０００円引き上げ、以降、上位の号級者は順次引き上げ額が減じられ、

職員全体で月額２８万７１３円。一人当たり月額１，２５８円。年間で３３６万８，５５６円の

増額となります。なお、労務職についても改定の勧告があり、一般職と同様に関連規定を改正し、

引き上げを行います。勤勉手当は、民間事業所の期末手当は、年間で所得の一定ライン、給与月

額の４．１２カ月分に相当しており、国家公務員の平均給与月数３．９５カ月分が０．１７カ月

分下回っているとしています。支給月数の引き上げ分の期末手当、及び勤勉手当への配分にあたっ

ては、民間の特別給の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与とするため、引き上げ分

を勤勉手当に配分することとになりました。具体的な適応等につきましては議案説明資料４、４

ページ中段に記載の通り、２６年度は１２月の勤勉手当を０．１５カ月分引き上げ、０．６７５

カ月を０．８２５カ月に０．１５カ月の引き上げをおこなうものです。これにより期末勤勉手当

の年間支給月数３．９５カ月が４．１０カ月分となりました。改定額は、職員全体では１，０９

３万４，７１４円の補正が必要となり、一人あたりは４万９，０３５円引き上げとなります。 

次に通勤手当ですが、交通用具使用者にかかる通勤手当について。民間事業所における支給額

を平均で１０％以上下回っていることから、やむを得ず自動車等により通勤する必要がある職員

の負担に配慮するため、手当額を引き上げる必要があると判断し、議案説明資料４、３ページか

ら４ページに記載の通り距離に応じて１００円から７，１００円の幅で引き上げをおこないます。

職員全体で年間１０６万２，４００円の増額となります。平成２６年度改定による必要額合計は、

給与３３６万８，５５６円。勤勉手当１，０９３万４，７１４円。通勤手当１０６万２，４００

円。合計１，５３６万５，６７０円となります。次に、平成２７年４月１日から適応とする改正

内容でございます。給与につきましては、国家公務員の５０歳代後半で民間給与を上回っている

状況にあることを踏まえ、号級表の水準を平均２％引き下げ、特に５０歳代後半の職員が多く在

職する号俸の号級月額について最大で４％程度引き下げることとしていますが、人材確保への影

響等を考慮し、初任級にかかる号級等については、引き下げをおこなわないこととしております。

５０歳代後半層の引き下げは、月額５，０００円から１万６，７００円となり、急激な減額とな

るため、３年間は現在の給与を維持する措置が講じられる予定となっています。新しい給料表は、

議案書１の方ですが、２４ページから２８ページが平成２６年４月１日にさかのぼって改定する

分、３０ページから３４ページが平成２７年４月１日施行分でございます。続きまして、地域手

当については、東京都特別区等の民間賃金が特に高く、物価も高い状況を加味し、特定の地域で

勤務する職員に対して、地域手当の支給がされていますが、民間比較の結果、前回の見直し、平

成１８年時よりもさらに高くなっている状況にあるとして、支給割合の引き上げをおこなうもの

です。具体的には議案説明資料４の５ページ、上段をご覧ください。地域手当は、例えば東京の

特別区で勤務する場合、給料月額に率を乗じますが、その率を１８％から２０％にするものです。

適応は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に段階的に引き上げることとし

ております。次に、単身赴任手当は自宅からの通勤が困難なものに対して支給され、平成１０年

創設以来、額は改定されておらず、当時の基礎額が民間を下回っている状況を踏まえ、所要の改

善を行うこととしています。議案説明資料４の５ページ、下段の通り、２万３，０００円を３万
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円に引き上げ、また配偶者の住居への帰宅費用相当分を手当に加算するとして、交通距離の区分

に応じて、月額６，０００円から４万５，０００円までの範囲内で措置するとしておりましたが、

民間の措置基準に準じ４万５，０００円を超えない範囲内を７万円を超えない範囲内に引き上げ

るものです。適応は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に段階的に引き上

げることとしています。 

続きまして、管理職員特別勤務手当、議案説明資料４、６ページ上段をご覧ください。災害へ

の対処、その他の臨時、または緊急の必要により週休日に勤務した場合には、課長等の管理職に

ついては、一般職の時間外勤務手当に相当する手当として特別勤務手当が定額支給されています

が、平日における勤務については対象となりませんでした。しかし、近年の異常気象に伴う警報

等の早期発令により、災害対応への業務が増加しており、週休日等以外の日の午前０時から午前

５時までの間に勤務した場合には勤務１回につき、６，０００円を超えない範囲の額の管理職員

特別勤務手当を支給する手当が新設されたものでございます。以上で、説明を終わります。よろ

しくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○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） 予算の関係というよりもこの手当ですけど、民間との格差の是正とい

うことなんですけど、我々住んでる地域、よくマスコミなんかでも言われる、地域格差の中にお

ける給与所得の差っていうのが、地方とやっぱり都会圏等ではかなりあろうと思うんですが、そ

ういう場合に国、人事院勧告の中ではこういう制度をよく使って、人事院勧告の勧告があったか

ら給与が上がると。それを全国一律にある程度適応するということについては、地域、特に今、

経済かなり疲弊している地域の中で、果たして民間の方々がどう言いますか、今でも公務員の給

与は高いというような、地域の中では聞きますので、その辺はどの様に考えておられるのか。

ちょっとそこをお伺いしたいと思います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） お答え致します。今のご質問は、全国一律に適応するのはいかがな

ものかというご質問じゃったと思いますが、地方公務員といいますか、我々の労働者としまして

はですね、そういった勧告に基づいて、これを適応さしていただくという方法でしか給与改定と

いうのは他には手段がないと言いますか、そういったことでこれを適応して完全にやるか、少し

変えてやるかということだけのことなんですけども。先ほども説明致しましたが、２６年の４月

にさかのぼってする分につきましては、比較して少し低いから上げますよと。そしたら２７年の

４月からにつきましては、５０歳代の分についてはかなりの減額をしていくと。いうふうなこと

にしておりますので、後追い後追いになるわけですね。民間と比較してどうだったかということ

で、それが適応されるのは、公務員の場合は一年遅れてくるということもございます。地域間の

格差についての明確な回答というのは私もこれできませんけれども、一応、それの勧告に準じた

形で県の人事委員会もそれに追随をしておるということでやっておるわけでございます。 
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○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） 基本的にはですね、公務員の場合には皆さん方ご存じのように、労働三

権が保障されてないわけなんです。近代的な労使関係っていうのは、使用者側と労働者側が交渉

によって決めるということが大原則でございまして、公務員の場合にはそれが不十分な状態であ

る。争議権が保障されてない、その代償として人事院っていうのがあって、そこで調整していき

ましょういうことですから、労働基本権が完全に保障されれば、内子町も労働組合と使用者側が

きちんと話し合ってですね、今、議員が言われたような、この地域経済状況等々も反映したもの

が出来上がるんじゃないかなというふうに私は思っているんですけど、今の段階ではなかなかそ

こまでですね、調整することは難しい。ですから県の人事委員会に委託しているわけですから県

の人事委員会の勧告に従って、内子町も対応せざるを得ない、いうのが現状だということでござ

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） 勉強不足であれですが、一点だけ聞きたいんですけど、これは人事院

勧告の指導に従わないと、例えば罰則があるものかどうなのか。例えば、内子町の経済状況全体

の、住民の経済状況を考えた時に、例えば勧告に従わず据え置くとかいうふうな形がとれるのか

どうかだけ一点だけお聞きしたいと思います。 

○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） 人事院勧告はですね、勧告とおりにしなかったら罰則があるというもの

ではございません。ただ、勧告以上に上げた場合にはペナルティがあるというふうに認識してお

ります。ですから、人事院勧告でどの市町村でもほぼ人事院勧告に沿った給与改定がなされると

いうことでございます。 

○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） そしたら別段、据え置きにしても処罰はないと。ただ勧告以上に上げ

るとだめだというふうな考え方で。それともう一つ、人件費でありますから、交付税の関係も多

少あるのかなというふうに思いますけど、その辺は交付税で還元されてくるのか。大枠で来ます

からいつも交付税に関しては。その部分については全体でくるから細部については分からないと

いうような答弁が多いんですけど、やっぱりそういうふうなものに含まれるのかどうか。その点。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 今のご指摘でございますが、人件費につきましては、ある程度認め

てもらいます。だから議員おっしゃられたようにどの部分っていう特定はできませんけれども中

に入ってきます。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○１番（久保美博君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 内子町職員の給与改定が７年ぶりの人事院勧告による改定ということな

んですが、５０歳代後半は据え置き、あるいは引き下げということなんですが、これによるラス

パイレス指数はどのような状況になるんでしょうかね。 

○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） ラスパイレス指数というのは、ご承知のように国家公務員の基本給と地

方公務員の基本給を比較した指数でございます。当然、国家公務員も人事院勧告に沿って上がっ

ておりますので、内子町も上げることによってラスパイレス指数はたぶん変わらないだろうとい

うふうに思っております。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） この改定の前のラスパイレス指数は、どのような状況だったんですかね。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 上げたことによっては変わりませんけれど、上げる前についても９

７前後だったと記憶しております。正確な数字につきましては、のちほど説明させていただきま

す。 

○議長（下野安彦君） 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。 

お諮りします。議案第８５号から議案第８７号までの３議案は、総務文教常任委員会に付託す

ることにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第８５号から議案第８７号までの３議案は、総務文教常任委員会に付託すること

に決定しました。 

 

    日程第 ７ 議案第８８号 内子町移住体験施設条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第７ 議案第８８号 内子町移住体験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） 内子町移住体験施設条例の制定につきましては、内子町移住体験宿泊施

設の管理制度を指定管理者制度に移行するため、内子町移住体験宿泊施設条例を全部改正するも
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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、ご決定賜り

ますようお願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 内子町移住体験宿泊施設の管理及び運営を指定管理者制度に移行す

るため、本条例を制定するものでございますが、この施設は平成２３年度に長田第一集会所が地

元から返還されたことに伴い、内子町移住体験宿泊施設として整備したものでございます。施設

整備の目的は内子町に定住を希望される方で、特に長田地区への移住を検討されている方を優先

して入居していただいております。入居の期間は、原則１年を限度とすることとなっております。

これまでに２世帯が入居しており一世帯は長田地区に定住。もう一世帯は現在、当施設に入居中

でございます。第二期内子町行政改革計画の民間委託等の推進に基づき、指定管理者制度による

効率的で効果的な運営を進めていくため、平成２３年６月３０日で制定した内子町移住体験宿泊

施設条例を全部改正し、今回本条例を制定するものでございます。今回、上程しております移住

体験施設条例の内容は、第１条では内子町の移住促進事業の一環として一定期間内居住し、地域

との交流や地域の活性化を図るため、この施設を設置することと定め、第２条で名称は、長田移

住体験施設、位置は内子町五百木４１４８番地。第３条で指定管理者による管理とし、法人その

他の団体で町長が指定するものとしており、これを指定管理者と呼んでおります。第４条では、

１号から４号までで指定管理者がおこなう業務を定め、第５条では指定管理者の指定期間を５年

間とし、但し書きで再指定を妨げないとしております。第６条以下は指定管理者が行うべき業務

や細部にわたっての定義がなされております。第７条では議会の議決を経て指定管理者を指定し

なければならないと規定しております。第１５条では町長は指定管理者に利用料金を収入として

収受させることとしております。利用料金の定めは、第１４条第２項で規定しており、月額１万

円でございます。施行期日につきましては、附則で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施行するとし、準備行為の規定も設けておりますので、ご覧いた

だきたいと思います。よろしくご審議の上、ご決定たま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。 

○１０番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林 博議員。 

○１０番（林 博君） 今回、改正・制定をしようとするこの条例、今まで２３年に整備してか

ら数年間、町の方で管理をしてどういう支障ができてこういう指定管理者に移行をして行こうと

いうことになったのか。その点を一点お聞かせいただきたいのと、ここも内子町に入ってきてい

ただいた方を体験をしてもらうと。一年間この施設で内子町を体験していただくということなん

ですが、町内には他にも、そういう体験を目的とした施設を町として持っておるんですが、他の

ところは期間が短い所もあるように聞いております。なぜそこら同じ目的であるのに期間が違う

のか。そこらを聞かせていただきたいと思います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 
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○総務課長（宮野照三君） 一番目のご質問で何か支障があるのかということだったと思うんで

すけど、特に支障はございません。で、指定管理者制度に移行をしていくというのが、行革の中

で、民間で出来ることは民間でやるという範囲でこれを進めていこうという姿勢でございます。

２番の期間が短いところがあるということですが、今回の分も一年間でございますし、小田でやっ

ている分もですね、一年間で。失礼しました。６カ月と謳っておりますが、それを少し延ばすと

いうことにもしておりますので、またそこら辺が整合性がとれてないところでございますが、体

験をしていただくという意味ではだいたい１年間くらいというふうには理解をしております。 

○１０番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林 博議員。 

○１０番（林 博君） 同じ目的の施設であれば、やはり今課長が話があったように、やはり統

一したものにする必要があるんじゃなかろうかなというふうに思います。また、こういう指定管

理者にすれば当然、その地域の団体あたりが管理をやっていただけるんじゃなかろうかというこ

とを考えるわけで、なかなか先程あった小田地区にある施設も、地域の地元自治会との意思の統

一が出来てないような話を聞くわけです。そこらは今後十分、地元自治会ともしょうし、出来れ

ば他の施設もそういう目的のためには、指定管理者での管理ということも検討が必要ではなかろ

うかと思うんですが、そのことについてどう考えておられるか質問をしたいと思います。 

○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） 内子町にはですね、そういった内子町に来られる方のための施設が３箇

所ほどございます。その中にはですね、移住をしていただいて内子の農業に将来的には関わって

いただこうという施設につきましては、１年間というふうなことでやっております。田渡にある

施設につきましてはですね、農業も含めて内子に移住していただく。それは農業に限定しており

ません。ですから少し期間を短くしてですね、いろんな方に触れ合っていただいて、とにかく内

子の良さを知っていただきたいということで、たちまちは６カ月ということで切らしていただい

ておりますけどが、ただ、町長が認めた場合には延長も出来るという形で対応しております。そ

れから議員ご指摘のとおり、移住される方っていうのは内子になじんでいただくということも大

事なんですけど、それ以上にですね、地元の自治会、あるいは住民の皆さん達とですね、うまく

交流ができる。あるいは消防団に入っていただく、自治会の活動に参加していただく。そういっ

たことが非常に大事になってきますので、来ていただいてですね、本当に地域活動ができるのか

どうか、そういった見極めをしていくためにはですね、言われましたように、そういった施設を

指定管理者で管理していく、そういったことも検討して行く必要があるんじゃないかなと思いま

す。そういったことでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○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） 先程課長の説明の中で、住居期間が一年ということがあると言われたん

ですが、ここには以前の条例には謳ってあったんですけど、織り込んでないように思われるんで

すが、それと利用者の制限があったと思うんです。転勤による入居者とか就業未経験者とかいう
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のは入居出来ないというような謳いがあったと思うんですが、これは規則の方で織り込んで行く

おつもりでしょうか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 一番目の入居の期間、一年というのをですね、中に謳いこんでおり

ます。それから二番目の分につきましては、これには謳いこんでおりませんので、規則以下で必

要な分についてはまた定めていくようにしております。 

○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） 私の見落としかも分からないのですけれども、謳いこんでないように思

うんですが、どの辺に謳いこんであるんでしょうか。 

○議長（下野安彦君） 暫時休憩をします。 

 

午前１０時４６分 休憩 

 

午前１１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。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） それでは先ほどのご質問でございますが、入居の時期につきまして

は、私口頭で説明させていただいて１年間としゃべりましたけれども、これは廃止する方の条例

にはそういう規定がございました。今回の新しい方の規定の中にはですね、一年とか何年とかい

うことは規定しておりません。それにつきましては、入居の期間等についても指定管理者に全て

任しているということでございます。 

○議長（下野安彦君） ただ今の答弁でよろしいでしょうか。 

○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） やはり内子へ移住して来ようとする方が、一人でも多く体験をしていた

だくというような最初の理念で、こういう施設が出来たと思うんですよ。指定管理者に一任する

ということになれば１年なり２年なり、そこで居住される可能性もありますので、そういったこ

とは指定管理者に十分説明をしていただき、できるだけ多くの方が利用出来るような体制を作っ

てほしいと思います。以上です。 

○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。 

 お諮りします。「議案第８８号 内子町移住体験施設条例の制定について」は、総務文教常任

委員会に付託することにしたいと思います。 
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 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。 

よって、議案第８８号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第 ８ 議案第８９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８ 議案第８９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、内子町国民健康

保険運営協議会の答申を受け、国民健康保険税率等の改定を行うため、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を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い致します。 

○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８９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４３ページをご覧ください。平成２７年度、２８年度の内子町国民健康

保険税条例の税率改正をおこなうため、条例の一部を改正するものでございます。改正条例につ

きましては、議案書４３から４４ページに記載しておりますので、ご覧下さい。内子町の国民健

康保険は、平成２２年度に税率引き下げを行って以来、今年度まで５年間据え置いての運営をし

て参りました。その間、国保税の収入額は、引き下げの影響や被保険者数の減少により２５年度

決算で４億７８５万円となり、２１年度と比べ、約１億６，７００万円。２９％の減収となって

おり、国保財政の収入全体に占める国保税の割合も２１年度の２１．２％から２５年度は１６．

４％へと低下しております。一方、支出では医療費や後期高齢者支援金、介護納付金が軒並み増

加しており、実質単年度収支において、２２年度以降、毎年赤字決算が続いている状況でござい

ます。このままでは国保事業の円滑な運営が困難な事態となっております。国保制度は地域住民

の医療を確保する制度として国民皆保険制度の機関的役割を担っているものであり、将来にわた

り持続可能なものにしていかなければなりません。このような状況に鑑みまして、被保険者の皆

様が安心して国民健康保険を利用するため、国保事業の健全な運営が重要であり、やむなく税率

の引き上げを行うものでございます。町では、今年７月２３日に開催された国民健康保険運営協

議会の場において、保険税率引き上げの意向を示し、１０月２０日に開催された第２回、同運営

協議会において、平成２７、２８年度２カ年間の具体的な税率についてご審議をいただいたとこ

ろでございます。１１月１３日に、税率を平均で１４．５％引き上げとする内容の答申が町長に

提出され、それを受けまして、５年ぶりの税率改正を行うものでございます。 
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説明資料４の９ページをご覧いただきたいと思います。 

上の表が現行税率、下の表が２７、２８年度に予定している新税率で試算した保険税額でござ

います。予定している税率でございますが、下側の表、下から２行目の計のところをご覧いただ

いたらと思いますが、医療分、後期高齢者分、介護保険分の合計を太枠の一番下に記載しており

ます。所得割が１２．２９％で、差額の欄の行のとおり現行税率より２．５９％のアップでござ

います。資産割は５８．９％で１４．９％のアップ。応益割の内、均等割が４万３，７００円で

８，７００円のアップ。世帯別平等割は３万２，０００円で３，０００円のアップとなります。

全体では、この引き上げによりまして一人当たり年間国保税額は８万４，４０７円。世帯あたり

では１４万８，７９９円となり、現行税額と比べまして一人当たり１万７２１円。世帯あたり１

万８，９００円。率にして１４．５％の引き上げとなる見込みでございます。下の表の右側、試

算額の欄の下から２行目に町全体の保険税見込み額を記載してございますが、減免後の試算額は

約４億５，９３４万円となり、約５，８３０万円の増収を見込んでおります。今回の税率改正に

あたりましては、国保税の応能割、応益割の標準割合が、地方税法の規定によりそれぞれ５０％

となるよう割合が定められていること。また医療分、後期高齢者分、介護保険分でそれぞれの基

盤安定が図られるかどうかに留意し、一方、医療給付費等がどう推移するのかなど、収支のバラ

ンスについても十分検討を行ったものでございます。 

１０ページをご覧いただきたいと思います。 

税率改正で被保険者世帯にどのような影響があるのか、具体的な数字を参考までに３例のモデ

ル家庭で試算をしております。左側が現行の税率、右側が新税率での試算でございます。一番上

は、年金収入２００万円、固定資産税を年１０万円払っている６７歳の夫と、年金収入が７０万

円の妻との二人世帯を想定した例です。黒枠の中が世帯で納める保険税額でございますが、計算

式の説明は省略させていただきます。現行税率で年額１１万４，７４０円のところ、新税率では

１３万４，７９０円となり、約１７．５％のアップとなります。２番目は農家で４７歳の夫、４

５歳の妻、子ども２人の４人世帯。一番下は５７歳で所得なしの単身世帯を想定しての試算例を

記載してございます。数字に端数が生じておりますが、実際に課税する税額は１００円単位に丸

めた金額となります。１１ページから１４ページにかけて条例の新旧対照表をつけておりますの

で、ご覧いただきたいと思います。なお、この条例は平成２７年４月１日から施行し、平成２６

年度までの国民健康保険税については従前の例によるものでございます。以上で、内子町国民健

康保険税条例の一部改正についての説明に代えさせていただきます。今後とも国保事業の適正か

つ健全な運営に努める所存でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（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。 

お諮りします。「議案第８９号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について」は、総務文教

常任委員会に付託することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８９号は、総務文教常任委員会

に付託することに決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） 総務課長より先程のラスパイレス指数についての答弁を求めます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 先程のご質問のラスパイレス指数の関係ですが、平成２６年度は９

０．４となっております。先程申し上げました９７というふうに理解しておると答弁を致したわ

けでございますが、これは国家公務員が東日本の大震災の関係で給料を抑えていた時点では、内

子町はその分上がったような形で９７くらいまでいったんですけれども、今度それが元に戻りま

したので、内子町は９０．４になっております。 

 

日程第 ９ 議案第９０号 内子町国民健康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９０号 内子町国民健康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） 内子町国民健康保険条例の一部改正につきましては、健康保険法施行令

等の一部を改正する政令の施行に伴い、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９０号内子町国民健康保険条例の一部改正につ

いて説明させていただきます。改正につきましては、４６ページに第５条第１項中の改正の金額

が載っておりますが、説明資料の４の方で説明させていただきます。 

１５ページをお開き下さい。新旧対照表を載せております。新しい方で説明させていただきま

す。内子町国民健康保険税条例、第４章保険給付、出産育児一時金。第５条、被保険者が出産し

た時は当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として４０万４，０００円を

支給する。これが今までは３９万円のところが４０万４，０００円に変更になります。ただし町

長が健康保険法施行令第３６条の規定を勘案し、必要があると認める時は、規則で定めるところ

によりこれに１万６，０００円を上限として換算するものとする。というふうに、ここの部分は

３万円を１万６，０００円に減額するものであります。これにつきましては出産育児一時金の合

計額４２万はそのままで内容、中身について出産育児一時金の方が４０万４，０００円、それに

加算する部分を１万６，０００円として４２万円にするものであります。附則としまして施行期

日、この条例は平成２７年１月１日から施行する。経過措置としまして、施行日前に出産した被
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保険者にかかる内子町国民健康保険税条例第５条の規定による出産育児一時金の額については、

なお従前の例によるというふうに定め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。 

○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） 今の説明でですね、第３６条の規定を勘案し必要があると認める時は規

則で定めるところにより１万６，０００円を上限として加算するとありますが、こういった事例

は頻繁にあるものなんですか。 

○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。 

○住民課長（三根生憲一君） この加算部分につきましては、産科医療費保障制度における加算

分であります。この部分は、産科医療保障制度に加入している診療所および助産所に対してそこ

の部分を加算して支給すると。掛け金を支給するという形でやっておりますので、そこにかから

れた方については、全員加算額を上乗せして出しているというような状況にあります。 

○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。 

お諮りします。「議案第９０号 内子町国民健康保険条例の一部改正について」は、産業建設厚

生常任委員会に付託することにしたいと思います。  

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第９０号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１０ 議案第９１号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１０ 議案第９１号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正

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） 内子町子ども医療費助成条例の一部改正につきましては、子ども医療費

助成対象年齢、入院に係るものの延伸に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。内容

は保健福祉課長に説明致せますので、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（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居保健福祉課長。 

〔土居好弘保健福祉課長登壇〕 
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○保健福祉課長（土居好弘君） 議案第９１号、内子町子ども医療費助成条例の一部改正につい

てご説明を申し上げます。平成２４年度から内子町では、小学校卒業までの医療費の助成を行っ

て参りましたが、２７年４月１日より中学生の入院費に係ります助成をおこなうため、本条例の

一部を改正するものでございます。内容につきましては、説明資料４の１６ページで説明をさせ

ていただきます。右側が現条例、左側半分が改正後の条例というふうになっております。２条で

本条例において、子どもとはということで子どもを規定しておりますけれども、４行下でありま

すが、現在は出生日から１２歳に達する以後における最初の３月末までということで、小学生と

いう年齢までという事にしておりますが、改正後につきましては左側でありますが、出生日から

１５歳に達する以後における最初の３月末までにあるものということで、中学校卒業生までを規

定とすることにしております。 

続きまして、次のページ、１７ページであります。第４条です。第４条の１で、現在までは町

長は助成対象者が子どもにかかわる保険給付につき、一部負担金を負担した場合においては、当

該一部負担金に相当する額を助成するということにしております。改正後につきましては、第４

条の１につきましては同条でございますが、２を加えまして、町長は１２歳に達する以後におけ

る最初の４月１日から１５歳に達する日以後における最初の３月末日まで。要は中学生の間とい

うことでございますけれども、この間にある子どもの入院費にかかる保険給付につき一部負担金

を負担した場合においては、当該一部負担金額を助成するということにするものでございます。

続きまして７条でございます。現在の条例は医療費の助成につきましては、第４条で定める一部

負担金に相当する額を、保険医療機関に支払うことによって行うとしております。改正後の条例

につきましては第１項で、小学生につきましては、同じように保険医療機関に支払うこととして

おります。第２項に加えまして、第４条の２項で定める場合における医療費の助成は、助成対象

者から請求書に基づき、助成対象者へ支払うことによって行うことにしております。これにつき

ましては入院者、近隣の３カ年を調べましたところ、だいたい１０名程度ということであります。

さらにこの助成を医療機関等へ支払うためには、保険機構、または内子町のプログラムを、シス

テムを改修する必要がございまして、対象者も少ないということでこのことにつきましては、と

りあえず入院費につきましては、個人で支払っていただいて、その後請求書を役所の方へ提出を

していただき、手続きをして全額をお支払いするという手配にしていきたいということでござい

ます。附則と致しまして、この条例につきましては、平成２７年４月１日から施行する。２でこ

の条例における改正後の内子町子ども医療費助成費条例は、この条例の施行日以後に行われる診

療等に関わる医療費の助成について適応し、同日前に行われた診療等にかかわる医療費の助成に

ついては、なお従前のとおりとするということでございます。ご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（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） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） ２点について町長のお考えなどについてもお伺いを致したいと思いま

す。まず、一点目、今回、中学卒業までの入院費の助成をするということでありますが、調べて

みますと、これが出来ていなかったのは内子町と松山市のみでございまして、通院の分を小学卒



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 58 - 

業までやっておられたいうのは一面前進的な部分もあったわけでありますが、中学卒業までの入

院費というのは調べてみますと、内子町と松山市のみということで、松山もどうも次の議会には

やるんじゃないかというような声も聞いておったんですが、そういう部分をみますと、それと今

朝の新聞報道見ますと、砥部町が中学卒業までの通院費も含めて医療費の無料化をすると。今ま

で理事者の皆さんは、子どもが少ない町村は早くやっている中で、内子は一定度進んできたとい

うお話もしておられたと思うんでありますが、砥部町がそういう通院も含めて中学までやろうと

いう方向が出ておりますが、そういう点からしますと、数年前に当時の議会の全員一致で、中学

卒業までの医療費の無料化をという要請を致しまして、町長は小学校卒業までという決断をされ

たわけでありますが、今の流れから言いますと、やはり中学卒業までの通院を含めての医療費の

無料化というのは、決断をされる時期がきているのではないかと思うわけですが、それについて

のご見解をまずお伺いするのと同時に、第７条の２で、２項の部分で医療費の助成、入院費につ

いてのこれは、本人が支払ってそれを請求に基づいて本人に支払うというような条例のようであ

りますが、そういう部分の場合、特に入院費というのは非常に高額になるわけでありますから、

これは経済的に非常に困窮な方々にとっては大変なことでありますが、それに対しての経済的に

は、困難をきたしておられる家庭の子どもさんの入院をされた時には、どういう部分の、個人が

払えないような状況の時に助けていく状況、貸付金なりそういう部分は考えておられるのかどう

なのか。その２点について。 

○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） 宮岡議員にお答えを致します。議員の皆さん方のご意向というのは私も

十分分かっておりますし、町民の皆さん方からも中学校卒業までですね、対象にしてほしいとい

う要請も受けております。その辺の所は私も十分わきまえているつもりでございますけれども、

そういう中で、第１段として小学校卒業生までをまず対応致しました。これは通院も入院も含め

てでございますから県内でもわりといい方のですね、部類には入るんではないかなと私は思って

ます。その時にも申し上げましたし、あとの議会の中でも議員の皆さん方ご質問があって、中学

生になりますと、若干小学生と違って体力もあるでしょうというようなこと等、含めましてです

ね、少し様子を見させて下さいというお話を申し上げました。今回中学校の卒業生の入院までを

やろうという判断した背景は、一つはですね、今内子町で大きな歳出をしております小学校の耐

震化、こういったものが少し目処がついてきたということがあります。まだ大瀬小学校を残して

おるんですけれども、ほぼだいたい見えてきたかなと、ゴールが見えてきたというふうに思って

おります。そういうことを判断致しまして、本来ならば通院までですね、みるのがいいんだろう

というふうに思いますけれども、小学校までのあの今の状態を見た時に、最初１，４００万くら

いでいけるかなと思ってたら１，８００万。社保を入れますと３，０００万。もう倍以上の医療

費がかかっているわけですね。そういうようなものを見て判断した時に、一気に通院までという

のは少し様子を見ないといけないかな、という判断を私は今しているところでございます。今後

の推移として消費税等々もですね、どうなるか期待はしているところですけれども、そういう環

境が整えればなるべく早くですね、そういうふうな方向に持っていけるように努力をしていきた

いというふうに考えているところでございます。以上でございます。 
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○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） ２つ目のご質問でありますけれども、高額の医療が伴って個人

が支払うということでありますけれども、一定の所得の方につきましてはですね、限度額証明書

というのを受付の方に来ていただいて出しますと、ある程度までから越した部分については、あ

とでの支払ということになりますので、私どもで対応が出来るということになりますので、そち

らの方で対応出来たらなというふうに思っております。ただ、もし高額の医療で支払っていただ

いたということになった時にもですね、直ちに申請をしていただきましたら出来るだけ早急に、

その方々には町の方からお支払いをして行きたいというふうに考えておりますので、ご理解をい

ただけたらと思います。 

○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） ２点目の課長の説明に関してですが、やはりそういう仕組みについて

町民はほとんど知ってない部分が多いと思うんですが、そういう部分についてはやはり丁寧に、

やはり周知徹底をしていただくようなことをぜひやっていただきたい。このことを意見として言

わせてもらいます。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議員の言われるようにこれから新しい制度になって参りますの

で、取り行っていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○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。 

お諮りします。「議案第９１号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について」は、産業建

設厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第９１号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１１ 議案第９２号 内子町営住宅条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１１ 議案第９２号 内子町営住宅条例の一部改正について」

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町営住宅条例の一部改正につきましては、母子及び寡婦福祉法から
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母子及び父子並びに寡婦福祉法への改正、及び町営住宅用途廃止、地番表記の修正、及び団地名

の見直し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９２号、内子町営住宅条例の一部改正につ

いてご説明させていただきます。議案資料につきましては、４９ページ、それから５０ページで

ございます。説明資料と致しまして、資料４の１８ページから１９ページに記載をしております

ので、それぞれお開きを願ったらと思います。それでは今回の改正につきましては、次世代育成

対策推進法等による、母子及び寡婦福祉法が母子及び父子並びに寡婦福祉法へ改正されました。

その関係と、また用途廃止、地番表記の修正、団地名の見直しに伴いまして今回の条例の改正を

するものでございます。それでは説明資料４の方で説明さしていただいたらと思いますので、説

明資料の１８ページの方お開き願ったらと思います。新旧対照表でございます。左側が改正後、

右側が改正前となってございます。まず下の方の下段の方になりますが、８条の入居者の選考で

ございます。５項におきまして、旧につきましては寡婦ということになってございますけど、そ

れから母子家庭の母、及び父子家庭の父並びに寡婦というふうに改正致します。つまり父子家庭

を拡充するということに相成ります。それによりまして町営住宅に優先的に、先行して入居が出

来るということになります。 

次に１９ページになります。まず、２条の２の別表でございますけれども、右側の一番上にあ

ります水戸森というのがございますが、この関係につきましては、昨年度用途廃止をし、取り壊

しました。その関係で削除していただいております。それから下にさがりまして梺というのがご

ざいますが、これは漢字の修正ということでございます。それからさらに下の方にいっていただ

きまして、団地名の古田団地、宇都宮団地、上沖団地、岡団地でございますが、これにつきまし

ては住所の地番でございますが、これを修正さしていただいておるところでございます。なお、

附則と致しまして、この条例は公布の日から施行するということにしております。以上、簡単な

説明でございますけれども、よろしくご審議を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。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 参考資料の分の１９ページですね。位置の関係ですけれど、私は大瀬

出身ですから大瀬しか分かりませんが、国調の関係で、例えば左側が新だと言われたんですが、

内子町大瀬子１３３８番地２とかいうのは大瀬中央というふうに、おそらく国調が済んだから地

番が変わってるんじゃないかと思うんですが、改正をするのであれば、国調の関係で地番が変わっ

ている所はいっぺんに改正しないと、これまた条例を認めてですね、ほしたらまた間違っている

所があって、そしたらまた条例改正をやらないといけない。そういうふうなことはあまり思わし

くないのじゃないかと思うんですが。 

○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。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 大変申し訳ございません。一応全部確認したつもりでおっ

たんですが、どうもこのような状態になっておりますので、再度訂正さしてですね、今回改正さ

していただきたいというふうに思いますので。 

○議長（下野安彦君） 暫時休憩します。 

 

午前１１時４０分 休憩 

 

午前１１時５０分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

○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） ただ今、提案さしていただいております議案第９２号、内子町営住宅条

例の一部改正につきましては、都合により撤回さしていただきますので、よろしくお願い致しま

す。 

○議長（下野安彦君） ただ今町長の方から、内子町営住宅条例の一部改正についての議案第９

２号について、撤回をしたいという申し出がございました。 

 お諮りします。この撤回について皆さんご異議ありませんでしょうか。 

〔「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。 

 よって、議案第９２号は撤回となりました。 

 

○議長（下野安彦君） ここで、午前中の審議はここまでとし、午後１時より再開します。 

 

午前１１時５３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。 

 午後からの審議、中田議員から欠席届が出されておりましたので、お知らせをしときます。 

 

  日程第１２ 議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２１ 議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第

５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。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）についてご説明を致し

ます。平成２６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

５，６６２万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０４億６，９９９万５，０００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４，４２０万５，０００円、農林水

産業費県補助金３７７万８，０００円。衛生費県補助金３３０万円などでございます。歳出の主

なものは大瀬小学校改築に伴う木材加工委託費２，１４３万８，０００円。介護保険システム改

修業務委託８０７万９，０００円等でございます。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） それでは、議案書２の１ページをお開き下さい。平成２６年度内子町一

般会計補正予算（第５号）です。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５，６６２万８，００

０円を追加致しまして、歳入歳出の予算をそれぞれ１０４億６，９９９万５，０００円とするも

のでございます。 

７ページをお開き下さい。７ページ、第２表、債務負担行為の補正でございます。追加でござ

います。地方公会計制度対応支援業務委託ということで、これは現在ですね、自治体の会計とい

うのは現金主義、いわゆる単式簿記で会計を行っております。それをですね、発生主義、複式簿

記の会計へ移行を求められております。新しい地方公会計制度実施に向けて業務を委託するため、

平成２６年度から平成２９年度までの業務委託費でございます。それを債務負担行為を起こすも

のでございます。 

１１ページをお開き下さい。歳入です。８款１項１目、地方交付税４，４２０万５，０００円

補正を致しまして、５０億２，６４０万２，０００円とするものでございます。１３款２項、３

目の衛生費県補助金３３０万円でございますが、これは地域医療介護総合確保基金事業補助金と

いうことでございます。３３０万円。内容につきましては、歳出の方でご説明致します。 

次のページ、１３款２項４目の農林水産業費県補助金、一番上の欄でございますが、主なもの

は、２４節の認定農業者経営改善支援事業費補助金２５７万３，０００円でございます。これも

歳出の方で詳しくご説明を致します。 

次のページ、そこから歳出になりますが、１３ページから歳出になりますが、２款１項１目の

一般管理費６００万９，０００円の補正です。１３節の委託料、先ほど債務負担行為のところで

ご説明致しましたように、新しい公会計制度導入に向けての支援業務を委託するものでございま

す。１３節の委託料３３０万５，０００円でございます。 

次のページ、１４ページをお開き下さい。２款１項９目の企画費９７万４，０００円でござい

ます。これは来年年明けまして２月７日実施予定の、合併１０周年記念式典の費用でございます。

一つは式典時の講演料をですね、当初報償費で組んでおりましたけどが、委託料の方に組み替え

ております。それから費用弁償、式典の時の消耗品、食糧費、そういったものを予算計上さして

いただいております。 
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１５ページ、３款１項１目の社会福祉総務費２６７万円の補正ですが、主なものは２８節の繰

出し金、国民健康保険事業特別会計へ１１７万１，０００円繰出ししております。 

１６ページをお開き下さい。一番上の段です。３款１項８目、介護保険費８０７万９，０００

円の補正ですが、主なものは介護保険システムの改修業務委託費でございます。これは介護保険

法改正に伴いましてシステムを改修するものでございます。８０７万９，０００円の補正です。 

４款１項４目の環境衛生費、１７ページの上の段になりますが、需用費として３５４万９，０

００円補正を致しております。これはかかりつけ医の推進をするためにパンフレット、それから

カードケース等を購入するものでございます。３５４万９，０００円の補正です。 

１７ページ、４款３項１目の給水施設費８８万５，０００円の補正でございますが、飲料水供

給施設整備補助、これは立川簡易水道の配水地の改良工事を行うものでございます。事業費は１

９５万円でございますが、その内の５０％弱を補助するものでございます。 

次のページ１８ページでございます。６款１項５目の経営構造改善事業費でございます。２８

０万６，０００円の補正でございますが、これはからりの燻製工房、パン工房を増設致します。

増設は現在の研修ホールとして使っておりますが、その一部をですね、燻製工房１３㎡、パン工

房５㎡、合わせて１８㎡程をですね、それぞれの工房を増設するものでございます。設計の委託

料が２６万円、それから工事費が２６０万円計上致しましております。工事費につきましては、

町の一般会計で予算化をしておりますが、増設するにあたっては燻製機器、設備等の費用が必要

となっています。そういった機器の整備につきましては、からりが事業主体となって、直接国庫

補助金を受けて、国庫補助により整備する計画でございます。同じく９目の地域農政推進対策事

業費２５７万３，０００円でございますが、これは認定農業者経営改善支援事業費補助金という

ことで、認定農業者に対して、認定農業者がコンバイン、トラクターを整備する事業に対しての

補助金でございます。 

１９ページの７款１項１目、商工総務費でございます。７３８万円の減額となっております。

主なものは１９節の負担金補助及び交付金でございますが、７３４万８，０００円の減額です。

これは、内子まちづくり商店街協同組合が計画しておりました内子商店街の街路灯、ポケットパー

ク整備事業が不採択となりましたため、減額するものでございます。 

次のページ、２０ページをお開き下さい。８款２項３目の道路橋梁新設改良費でございます。

補正額は９万２，０００円ですが、その中の委託料、工事費、公有財産購入費、補償・補てん及

び賠償金、そういったものを組み替えて増減を致しております。これは今年度改良中の町道４路

線の予算の組み替えでございます。重松中線、瀧山線は地滑り対策が必要となったため、工事費

を減額致しまして、設計委託費を増額致しております。長田小学校線は工事費、補償費を減額致

しまして設計委託料、用地買収費を増額致しております。西横の地線につきましては、工事費を

減額し、測量委託費、用地費等を増額致しております。町道４路線の整備事業の予算の組み替え

でございます。下の段、８款３項１目の河川及び防災費、１２６万４，０００円でございますが、

１１節の修繕料でございまして、これは修繕料となっておりますが、五十崎の豊秋河原に町指定

文化財の榎木がございます。その榎木の樹勢が衰えているため、樹勢を回復するためにヤドリギ

の撤去、土壌改良、木を支えるための支柱の設置等を行うものでございます。２１ページはお目

通しを下さい。 
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２２ページ、１０款１項３目の教育諸費、３５万円でございます。これは大瀬中学校の校庭の

桜、メタセコイア等の枯れ枝を除去するための手数料でございます。３５万円。１０款２項３目

の学校建設費、２，１４３万８，０００円でございます。これは今年度から整備を致します大瀬

小学校の改築に必要な木材、町有林を伐採しておりますが、町有林で搬出した材木を製材するた

めの委託費でございます。２，１４３万８，０００円でございます。２３ページはお目通しを下

さい。 

２４ページ、１０款５項、一番上の段になりますが、伝統文化総務費でございます。前のペー

ジからの続きでございます。２４ページの上の段でございます。１３節の委託料、７３万４，０

００円。写真撮影委託、内子座となっておりますが、これは現在内子座の重要文化財指定に向け

て文化庁と協議をしております。文化庁の方から報告書の提出を求められておりまして、その報

告書を作成するために、現状の写真が必要だということで写真を撮影する委託料でございます。

７３万４，０００円でございます。２５ページはお目通しを下さい。２７、２８、２９、３１に

つきましては、調書、資料でございます。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、ご決定をお願いしたいと思います。以上でございます。 

○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。 

お諮りします。「議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」は、

所管の常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第９３号は、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１３ 議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１３ 議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）について」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２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、内容を住民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。 

○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〕 
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○住民課長（三根生憲一君） それでは、資料２の３１ページの次のオレンジの表紙からになり

ます。議案第９４号、平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

てご説明致します。 

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１１７万１，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億８，０３３万１，０００円とするものでご

ざいます。今回の補正額につきましては、人事院勧告等によります人件費の補正でございます。

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。９款１項１目、一般会計繰入金１１７万１，０００円の補正であり

ます。合わせまして１億５，２８５万１，０００円になります。この分につきましては、一般会

計の人件費の繰入金の補正でございます。 

次に歳出でございますが、８ページをお開き下さい。１款１項１目、一般管理費１１７万１，

０００円の増額補正であります。これは一般会計から繰り入れした職員の人件費によるものでご

ざいます。９ページから１１ページまでに、補正予算給与費明細書を記載しておりますのでお目

通しをお願いします。以上で、平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（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。 

お諮りします。「議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について」は、産業建設厚生常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第９４号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１４ 議案第９５号 平成２６年度内子町簡易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１４ 議案第９５号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会

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２６年度内子町簡易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。 
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〔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号についてご説明致します。水色の

冊子になります。まず１ページをお開き願ったらと思います。平成２６年度内子町簡易水道事業

特別会計補正予算（第２号）でございます。１条で歳入歳出予算の総額に変更なく歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億３，８６２万２，０００円とするものでございます。主な補正内

容と致しましては、現在行っております満穂地区上水道区域拡張事業におきまして、各布設管の

組み替えをおこなうものでございます。 

７ページでご説明申し上げます。お開き願います。歳出でございますが、１款１項２６目、上

水道区域拡張事業費でございます。これは組み替えでございます。まず、１３節の委託料でござ

いますが、３００万の増でございます。この関係につきましては、次年度分の測量を実施し、来

年２７年度の事業の早期完成を図りたいということでございます。続きまして、１７節の公有財

産購入費でございますが、３５万。並びに２２節の補償、補てん、賠償金でございますけれども、

この分については現地調査等によりまして精査して減額でございます。以上等を含めまして工事

請負については２２０万の減額と致しているところでございます。以上、平成２６年度内子町簡

易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。 

 お諮りします。「議案第９５号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

について」は、産業建設厚生常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第９５号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１５ 議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１５ 議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予

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２６年度内子町水道事業会計補正予算（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。 
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〔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９６号、平成２６年度内子町水道事業会

計補正予算（第２号）について説明させていただきます。水色の冊子になります。 

１ページをお開き願います。まず、第１条で平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２

号）につきましては次によるところでございます。まず、資本的支出の補正でございます。第２

条でございますが、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございまして、支出でござ

いますけれども、４款第３項、投資有価証券購入費ということで補正予定額を１億円としており

ます。よりまして、資本的支出合計は１億９，７０７万８，０００円となります。この資本的収

入額は資本的支出額に対しまして不足する額等につきましては記載のとおりでございますので、

よろしくお願い致します。主な補正内容と致しましては、資金運用等に伴う補正等でございます。 

続きまして３ページをお開き願ったらと思います。２６年度の内子町水道事業補正予算の実施

計画書でございます。支出でございますけれども、４款の３項、投資有価証券購入費ということ

で１目の投資有価証券購入費でございますが、１億円の補正を致しておるところでございます。

２６年度の現時点におきまして、普通預金等を含めまして本年度の資金確保等が見込めますので、

有利な運用を行いたいというふうに考えているところでございます。 

４ページをお開き願ったらと思います。４ページにつきましては、予定のキャッシュフローの

計算でございます。今回のですね、変更等によりますのは真ん中どころ２番のですね、（３）の有

価証券の取得による支出ということで、△の１億ということで記載をしております。よりまして、

一番下の方になりますけれども、資金増減額と致しましては、６，７７７万２，０００円減りま

して資金期末残高と致しまして７億６８万６，０００円となる予定でございます。 

 続きまして５ページでございます。これは貸借対照表でございますけれども、まず試算の部で

ございますが、今回変わりましたところはですね、５ページの今の下の（２）の無形固定資産と

いうのがありますけれども、その分につきましては次のページの６ページになりますが、イの投

資有価証券というところがございます。の投資その他の資産合計とありますが、これが１億円と

いうことでこの方に移ります。よりまして下の２の流動資産でございますけれども、現金預金と

いうものが１億円減りまして７億６８万６，０００円となります。それでですね、ずっと飛んで

いただきますけれども、８ページになります。一番下段の負債及び資本の合計、それから資産も

同じですが、金額には相違ございません。３４億４，８５５万４，０００円という予定に致して

おります。９ページにつきましては、参考資料、補足資料でございますので、またお目通しを願っ

たらと思っております。以上、平成２６年度内子町水道事業会計補正予算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。 

 お諮りします。「議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」 

は、産業建設厚生常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第９６号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） 本日、総務文教常任委員会、産業建設厚生常任委員会に付託しました、

各議案の委員会審査報告については、１２月１２日の本会議でお願いします。 

 

 

  日程第１６ 議案第９７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１６ 議案第９７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任命についてでございますが、内子町教育委員

会委員の城戸 彰氏が平成２７年２月１５日任期満了となりますので、引き続き城戸 彰氏を任

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。城戸 彰氏は昭和

２５年１１月２７日のお生まれ。６４歳でございます。現在内子町大瀬中央４６４７番地にお住

まいでございます。教育委員として人格識見ともに申し分なく、引き続き内子町教育委員会委員

として任命するに適任であると存じますのでよろしくご審議の上、ご同意いただきますようお願

い致します。なお、任期は平成２７年２月１６日から４年間、平成３１年２月１５日まででござ

います。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 本案に関して地方自治法１１７条の規定に準用し、城戸教育委員長の退

席を求めます。 

〔城戸 彰教育委員長退席〕 

 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。 

従って、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。 

従って、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。 

 城戸教育委員長の入場を求めます。 
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〔城戸 彰教育委員長入場〕 

○議長（下野安彦君） 城戸教育委員長にお伝えします。ただ今、満場一致をもって内子町教育

委員会委員の任命に同意されましたので、ここにお伝えします。 

 ご挨拶があるようでしたら許可します。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 城戸教育委員長。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 私の教育委員の再任に同意いただきましてありがとうござ

いました。昨日町長も言われましたが、これから教育委員会制度も改革されてきます。その中で

ですね、円滑な教育行政に努めて参りますので、どうぞ皆様、ご指導、ご鞭撻、ご協力をお願い

致しまして、簡単ですがご挨拶と致します。ありがとうございました。 

 

 

  日程第１７ 受理第 ５号 「農業改革」の名による農業・農協つぶしをやめ、地域を守る

請願書 

○議長（下野安彦君） 「日程第１７ 受理第５号 「農業改革」の名による農業・農協つぶし

をやめ、地域を守る請願書」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、産業建設厚生常任委員会に付託して、開会中の審査とし

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、産業建設厚生常任委員会に付託して、開会中の審査とすることに

決定しました。 

 

 

  日程第１８ 受理第 ６号 住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス体制の充実

を求める請願書 

○議長（下野安彦君） 「日程第１８ 受理第６号 住民の安全・安心を支える国の公務・公共

サービス体制の充実を求める請願書」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、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることにしたい

と思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、受理第６号は、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。
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  日程第１９ 受理第 ７号 自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待遇の抜本的

改善を求める意見書に関する請願書 

○議長（下野安彦君） 「日程第１９ 受理第７号 自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の

雇用・待遇の抜本的改善を求める意見書に関する請願書」を議題とします。 

請願の内容については、配布しております「請願書の写し」のとおりであります。 

お諮りします。 

 この請願については、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることにしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、受理第７号は、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

 

 

  日程第２０ 受理第 ８号 ＪＡグループの改革に関する請願書 

○議長（下野安彦君） 「日程第２０ 受理第８号 ＪＡグループの改革に関する請願書」を議

題とします。 

請願の内容については、配布しております「請願書の写し」のとおりであります。 

 お諮りします。 

この請願については、産業建設厚生常任委員会に付託して、開会中の審査としたいと思います。

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８号は、産業建設厚生常任委員会に付託して、開会中の審査とすることに

決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） 本日、産業建設厚生常任委員会に付託しました、受理第５号、及び受理

第８号の請願２件については、開会中に審査をいただき、請願審査報告については、１２月１２

日の本会議でお願いします。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

本日は、これをもって散会致します。 

 

午後１時３５分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 

 



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 72 - 

  



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 73 - 

平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２６年１２月 ４日（木） 

○開会年月日   平成２６年１２月１２日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

  １１番  林     博 君        １２番  山 崎 正 史 君 

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  宮 野 照 三 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  土 居 好 弘 君 

会計管理者  三 原 美津夫 君     建設デザイン課長補佐  大 野   哲 君 

町並・地域振興課長  安 川   徹 君     産業振興課長  小野植 正 久 君 

小田支所長  正 岡 和 猶 君     環境政策室長  大 森 豊 茂 君 

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

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

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  矢 野 昌 記 君 

 

○議事日程（第１３号） 

平成２６年１２月１２日（金）午後３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 
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日程第 ３ 議案第８５号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ４ 議案第８６号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ５ 議案第８７号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第８８号 内子町移住体験施設条例の制定について 

日程第 ７ 議案第８９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９０号 内子町国民健康保険条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第９１号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１１ 議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１２ 議案第９５号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第１３ 議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１４ 議案第９８号 内子町営住宅条例の一部改正について 

日程第１５ 受理第 ５号 「農業改革」の名による農業・農協つぶしをやめ、地域を守る請願

書 

日程第１６ 受理第 ８号 ＪＡグループの改革に関する請願書 

日程第１７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○追加日程（第１３号の追加１） 

追加日程第１ 議第４号議案 農業・農協改革に関する意見書について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１８、追加日程第１ 

 

午後 ３時００分 開会 

○議長（下野安彦君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（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 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。 
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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１３号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議案第８５号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部改正について 

日程第 ４ 議案第８６号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

  日程第 ５ 議案第８７号 内子町職員の給与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３ 議案第８５号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正について」「日程第４ 議案第８６号 内子町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」「日程第５ 議案第８７号 内子町職員の給与

に関する条例の一部改正について」を一括議題とします。 

 本議案は総務文教常任委員会に付託をしていたものです。審査結果について、委員長に報告を

求めます。中田委員長は委員会欠席であったことから、副委員長から審査報告を求めることとし

ます。大木総務文教常任副委員長、登壇願います。 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大木総務文教常任副委員長。 

〔大木 雄総務文教常任副委員長登壇〕 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議におい

て、開会中の総務文教常任委員会に付託されました、議案第８５号「内子町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、議案第８６号「内子町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」、議案第８７号「内子町職員の給与に関す

る条例の一部改正について」の３議案について、審査の結果をご報告申し上げます。 

審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、議案第８５号、議案８６号、議案８７号は、原案のとおり可決すべきものとするもので

ございます。議案について説明を受けた内容及び質疑等についてご報告を致します。 

議案第８５号については、平成２６年８月７日の人事院勧告に伴い、内子町特別職員で常勤で

ある、町長、副町長、並びに教育長の期末手当の率を０．１５カ月引き上げるものであります。

特に質疑はなく、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

議案第８６号につきましては、同じく人事院勧告で、特別職の期末手当及び一般職の勤勉手当

の改定が勧告されたことに伴い、内子町議会議員につきましても期末手当の率を０．１５カ月引

き上げるものであります。委員の質疑におきましては、「近隣市町の状況はどうか。」、「常勤であ

る特別職と常勤でない議員とを同率とした根拠はあるのか。」などの質疑が出されました。これに

対し、「調査の結果、県下ほとんどの市町において引上げる予定と聞いている。」との答弁があり、

また、「議員の期末手当は、現在も特別職と同率であり、過去の改定の際にも同様に取り扱ってき

た経緯もあり、今回も同率とした。」との答弁でありました。これに対し、「きちんと根拠を明確

にしてもらいたい」などの意見が出されました。採決の結果、議案第８６号は、原案のとおり可

決すべきものと決定致しました。 
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 続いて、議案第８７号におきましても、同じく人事院勧告に伴い、内子町職員の給与等を改正

するものであります。その改正内容は、若年層の給与を２，０００円程度アップさせ、５０歳後

半の職員は据え置く。労務職は、規程の改正で同じように取り扱う。勤勉手当の率を０．１５カ

月引き上げる。自動車等での通勤手当を１００円から７，１００円の幅で引き上げるというもの

であります。また、平成２７年４月１日からは、給料表の改正により平均２％の引き下げがなさ

れ、特に５０歳代後半は官民格差是正により最大４％の引き下げとなる。ただし、３年間は現在

の給料を補償するというものであります。質疑においては、「年代別の職員の構成はどうなってい

るか」との質問に対し、「職員２２３人のうち４０才未満が３５％、４０歳以上５０歳未満が３２．

７％、５０歳以上が３２．３％の構成であり、２７年４月１日からは８０％以上の職員の給料が

下がる。」との答弁でありました。それに対し、「町内への影響は」、「公務員の初任給は、民間と

比べて低いが、若年層を上げると言いながら、初任給の引き上げはないのか。」、「給料表での職員

分布状況」や「管理職員特別勤務手当において、災害時の出動状況、体制」など多くの質疑がな

されました。討論においては、議案に対する反対意見として、「初任給の引き上げがなされていな

い。民間との差が広がることとなる。」「８０％の職員が下がることとなり、特に子育て中の職員

が下がるということは問題がある。」「今後民間給与を上げない理由づけのひとつにもなる」とい

う意見がありました。賛成意見として、「大企業は除いて、民間の給与、特にこういった地域の中

で考えると、初任給など大企業と同じような給与体系とするのはいかがなものか。生涯賃金等も

民間よりも多く、今回下がるという案件については住民も違和感はないのではないか。」といった

意見が出されました。採決の結果、賛成多数により、議案第８７号は原案のとおり可決すべきも

のと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。  

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、これにて質疑を終結します。 

大木副委員長、席にお戻り下さい。 

議案第８５号、議案第８６号及び議案第８７号の討論、採決については１件ずつ行います。 

 まず、「議案第８５号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

改正について」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 議認第８５号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第８５号は、委員長報告のとおり決定することに 

賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立、全員です。 

よって、議案第８５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第８６号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に
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ついて」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 議案第８６号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立

願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立、全員です。 

よって、議案第８６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第８７号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○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） 私は内子町職員の給与に関する条例の一部改正について委員長報告は

可決でありますが、私は反対の立場で討論を行います。 

 まず、今回の人事院の勧告に対して、委員長報告にもございましたように給料表水準を平均２％

引き下げていくと。また、３級以上の高位号俸については最大４％を引き下げるという、２７年

以降についての問題も同じ内容の中で、この議案の中に含まれているわけであります。私はこの

給料表全体の水準を引き下げるということは、これは中央官庁や都市部のための地域手当や本所

手当などを増額するもので、手当のない愛媛の自治体職員には、給与引き下げだけが押し付けら

れる内容であると思うわけであります。また、この勧告については地方３団体、これが８月７日

に、地域間格差が拡大するとの共同声明を発表されております。地方６団体は、１０月２１日、

平成２７年度予算概算要求で国に意見表明要望を行っているようであります。この給与見直しは、

３つの問題があると思うんであります。道理のなさがあると思うんであります。まず１点は、地

域手当のない地方は、給与配分見直しがなく給与水準低下しかないということであります。２番

目には、政府の進める景気回復にも地方創生、地域経済活性化にも逆行をするものであると思う

わけであります。３点目には従来の給与決定原則を恣意的に変更をする。民間給与の低い住民圏

に合わせるというような中身があるわけであります。そういう人事院勧告に対して私は問題あり

と思うわけであります。特に、今この地域でも公務員と民間の給与の差があると。公務員の給与

が高すぎるという意見があることは承知を致しております。しかし、それは公務員の給与が高い

のではなくて、民間の給与が低すぎるというところにあると思うんであります。特に民間では、

社会保険そのものですら掛けられてないような状況が放置をされている。こういう状況こそ改善

をして、特に最低賃金１，０００円という部分をどうしても行うことが国には求められていると

思うんでありますが、その改善をすることによって公務員の皆さんとの給与の差いうのは縮めて

いく。このことこそ今求められていると思うんであります。そういう立場で今回のこの条例案に

ついては、私は非常に問題があるというふうに思っております。そういう立場からこの条例案に
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対しては、反対の立場で委員長報告に反対を致します。以上です。 

○議長（下野安彦君） 他ありませんか。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 私は、この条例案に賛成の立場で討論致します。宮岡議員の話の中に

もありましたように、こういう地域においては、民と官との格差があるというふうな実態を宮岡

議員も認められておるわけですよね。特にこういう田舎の小さい企業っていうのは、やはりある

程度の経営感覚を持ちながら、それは従業員に多額の報酬を与えて、それは地域の経済の活性化

に応えるのが企業努力でもあり企業義務でもあるかもしれませんが、そうすることによって地域

の企業っていうのが疲弊した場合には、そこに対する雇用が無くなります。雇用がなくなれば所

得が無くなる。所得が無くなれば、おのずと社会保障制度の中に頼っていかないといけない。そ

ういう実態も出てくるんじゃないかなと。特に大企業と地方の企業っていうのは、全然成り立ち

が違います。特に大企業においては内部留保の関係、よく宮岡議員も言われますが、地方の企業

に内部留保があるかって言えば、そういうものはほとんどないのが実情じゃないかなと。そうす

ればこの地域に住む方々全てが、やはり納得する形の中で、あくまでも地域的な平等性。物価指

数においても都会と田舎ではかなりの差があるはずです。それを均一的に都会だと、地方だと、

それを同等に扱うという部分にも多少の違和感を感じます。できれば、職員の方々にはこの条例

については納得できない部分もあろうかと思いますが、全体を見通した時に、やはりこういう体

系を作らないと、地域の格差、地域間格差、地域の中でまた官民格差、広がる。そういう話では

行政とかいうのは前に進んで行かないと思うわけです。それぞれがやはり努力しながら、我慢し

ながら、やはり地域を作っていく。地域を育てていく、それがやはり大事だと思います。そうい

う観点から私はこの条例は可決すべきと判断し、賛成を致します。 

○議長（下野安彦君） 他にありませんか。 

〔「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。 

議案第８７号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

 よって、議案第８７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 ６ 議案第８８号 内子町移住体験施設条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 議案第８８号 内子町移住体験施設条例の制定について」

を議題とします。 

 本案について、委員長の審査報告を求めます。 

大木総務文教常任副委員長、登壇願います。 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 大木総務文教常任副委員長。 

〔大木 雄総務文教常任副委員長登壇〕 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議におい

て、開会中の総務文教常任委員会に付託されました、議案第８８号「内子町移住体験施設条例の

制定にいて」の審議をご報告申し上げます。審査結果については、議案第８８号は、原案のとお

り可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質疑等につい

てご報告を致します。 

今回の条例制定は、町が管理・運営していた長田地区にある「内子町移住体験宿泊施設」を、

指定管理者制度に移行するため、既存の条例を全部改正し、新たに「内子町移住体験施設」とし

て条例を制定するものであります。委員の質疑においては、「入居期間については指定管理者が決

定するとあるが、町はある程度規制するのか。」との質問に対し、「長期に渡る入居は目的ではな

いので、規則で年限を入れていくことになる。」との答弁であります。「他の２つの施設は町で管

理しているが、長田の施設だけ指定管理者へ移行するメリットは何か。」との質問に対し、「長田

地区で農業を体験したいという人が多く、地区としてそういう人を受け入れ、管理をしたいとい

う要望があり、それを受けて、町としても指定管理者として地元に管理をしてもらいたい。」とい

うことであります。「他の施設で今後、地元からの要望があれば同じようにするのか。」という質

問に対し、「要望があればしていきたい。ただし、当面は町で管理運営をしていく。」とのことで

あります。採決の結果、議案第８８号は原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、

委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。 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、これにて質疑を終結します。 

大木副委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論を行います。 

〔「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。 

 議案第８８号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立、全員です。 

よって、「議案第８８号 内子町移住体験施設条例の制定について」は、委員長報告のとおり

可決されました。

 

  日程第 ７ 議案第８９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８９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。 
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 本案について、委員長の審査報告を求めます。 

大木総務文教常任副委員長、登壇願います。 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大木総務文教常任副委員長。 

〔大木 雄総務文教常任副委員長登壇〕 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議におい

て、開会中の総務文教常任委員会に付託されました、議案第８９号「内子町国民健康保険税条例

の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第８９号は

原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質

疑等についてご報告致します。 

今回の改正は、内子町国民健康保険運営協議会の答申を受け、平成２７年度から、国民健康保

険税の税率を５年ぶりに、世帯当たり１万８，９００円、率にして１４．５％引き上げるもので

あります。委員からの質疑は、「財政調整基金の残りはいくらあるのか。国保被保険者あたりどれ

くらいになるのか。」また、「広域化による基金の運用の変更、事務処理の状況、保険料等はどう

なるのか。」との問いに「２６年度末で基金残を９，９００万円と見込んでおり、１人当たりにし

て約２万円程度となる。」また、「広域化についての基盤整備等は、現在審議中であり、詳細につ

いては、現状ではわからない。」との答弁がありました。「値上げすることによって、県下での保

険料の状況はどうか。」、「法定外繰入をする考えはないか。」との質問に対し、「引き上げ後の額を、

２６年度の県下の均等割額と平等割額との合計額で比較すると、他市町の改定がないとした場合、

高い方から５番目となる。」という答弁でありました。「法定外繰入をしている町もあるが、行う

考えはないか。基金を入れると引上げることはないのではないか。」との質問に「５年間の据え置

きで、厳しい状況にあり、減免措置を町が率先して行う考えはない。」また、「財政調整基金は２

６年度予算で１億１，０００万円取り崩して繰入れており、年度末には９，９００万円となる。

基金を入れたことにより、２７年度への繰越金が１億１，０００万円程度見込まれ、基金から９

００万円を取り崩し、合わせて１億２，０００万円の財源を２７、２８年度の２年間で使い切り

２８年度末には繰越金ゼロ、基金９，０００万円と見込んでいる。その上で、２６．５％の引き

上げを１４．５％の引き上げに押さえている。」との答弁であり、さらに、「当面は基金の取り崩

しで運営を行っていくが、運営出来ないということになれば、最後には法定外繰入を行うことと

なる。」とのことでありました。討論においては、議案に対して反対意見として、「モデルケース

のように、子育て中の人をみると、所得の半分程度を負担することになる。消費税８％となって

おり、町民生活は破壊となる状況につながっていく。社会保障制度の目的に反するものである。」

との反対意見が述べられ、賛成意見として「国民皆保険で、すべての国民が医療を受けられる。

経済状況によっては、減免等の制度の利用も出来るわけで、ある程度の負担をしてもらわないと

いけない。５年間据え置いたことにより基金も減少し、上げないとなると国保運営が機能しなく

なるおそれがある。町の法定外繰入となると、すべての医療保険に対応できない。均等な税負担

は必要である。」と賛成意見が述べられました。採決の結果、議案第８９号は賛成多数により、原

案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。  
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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。 

大木副委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論を行います。 

○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） 私はこの議案８９号、内子町国民健康保険税条例の一部改正について、

委員長報告は可決でありますけれども、それに対して反対の立場で討論を行います。今回の改正

の理由の中に単年度赤字ということが非常に強調されておりますけれども、２５年度の決算にお

きましても実に１億５，６００万の黒字決算でありました。基金も先ほどの報告でもありました

ように１億１，０００万を差し引いた残りの９，０００万でも、被保険者一人当たり２万円にも

上る積立があるわけであります。この実態からして引き上げの必要性がないと思うわけでありま

す。特に基金につきましては、２０１５年度から財政共同化事業一元化によりまして、保険給付

費全体が都道府県単位での助け合い事業となりまして、自治体単独で不要不急の支出のための基

金を準備をする必要が無くなると言われております。こういうことからしまして、なおさら引き

上げの必要性はないと思うんであります。また、国保会計はもともと保険料負担で賄う制度設計

にはなっておりませんで、国庫負担の割合を医療費の４５％と定めまして、１９８３年までは収

入全体の約６０％を国庫負担で占めておりました。ところが、現在は２５％にまで減らされてお

りまして、この減らされた国庫負担分を被保険者に肩代わりをさせていることが、今の保険料高

騰の要因でありまして、国にこそ負担率の引き上げを求めるべきであります。住民、被保険者に

とりまして、何が一番大事かと言いますと、それは払える保険料で、安心して使える医療の２点

ではないかと思うわけであります。今回の大幅な引き上げによりまして、働き盛りの自営業業者

は、所得の半分以上が税金と年金との掛け金等に持って行かれる実態は、社会保障制度によって

新たな貧困を生みだす実態が出てきていると思うんであります。税源につきましても、福祉制度

の一環に位置付けられている国保制度を守るためには、私は福祉基金の活用とか、福祉のためと

称して引き上げられた消費税の交付金等を活用するならば、財源は十分に出てくると思うんであ

ります。そういう立場から今回の国保税の引き上げは行うべきではないという立場から委員長報

告に反対を致します。以上です。 

○議長（下野安彦君） 他にございませんか。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 私は賛成の立場で討論致します。国保会計委員会で説明を受けまして

後期高齢者制度が導入された時に、税率の差額といいますか、それで剰余金がかなり増えた経緯

がありまして、平成２２年度から５年間据え置くというふうなことを国保審議委員会の中で検討

されて、余ったお金を今まで５年間使ってきたと。そうした中で単年度赤字の補てんをその中か

ら持ち出して入れたわけです。現状、その方法ははっきり言って残金といいますか、繰越が減っ

てきた段階の中で２７年、２８年で、また先程あったように１億なにがしかのお金を入れると。



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 82 - 

それを入れて税率を１４．５％に据え置くというふうな国保運営委員会の答申も出ておるわけで

す。あくまでも福祉というのは、応分な負担の中でやはり運営をされるべきであって、財源を国

の制度の中から別の制度に変えて、こちらに入れよというふうなことはなかなか難しいんじゃな

いかなと。我々がやっぱり、現在利用している世代が少しでも負担していかないと、負債がたま

ればたまるほど、今後国保保険に入ってくる若い人たちは、もっともっと税率を上げないと生活

出来なくなる。そういう運営の仕方では皆保険制度は成り立たないんじゃないかなと。やはり国

民皆保険の中では、費用対給付の関係を十二分に考えながら運営をしていく。それが当然の姿で

あると私は思いますので、今回の議案に対しては賛成を致します。 

○議長（下野安彦君） 他ございませんか。 

〔「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。 

 議案第８９号の採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

よって、「議案第８９号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について」は、委員長報告の

とおり可決されました。 

 

  日程第 ８ 議案第９０号 内子町国民健康保険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９０号 内子町国民健康保険条例の一部改正につい

て」を議題とします。 

本案について、委員長の審査報告を求めます。 

池田産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田産業建設厚生常任委員長。 

〔池田洋助産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議にお

いて、開会中の産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第９０号「内子町国民健康保険

条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付

致しております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案第９０号は原案のとおり

可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質疑等について

ご報告致します。 

議案第９０号は、出産育児一時金の額を改定するもので、産科医療補償制度の掛け金が３万円

から１万６，０００円に下がったことにより、被保険者本人へは３９万円から４０万４，０００

円に増額となり、掛け金分が３万円から１万６，０００円に減少するものであります。町からの

給付総額１件４２万円については変更がなく、政令で決められた平成２７年４月１日以降の出産
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から適用するものであります。採決の結果、条例の内容は適正と認められ、議案第９０号は、原

案のとおり可決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） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。  

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、これにて、質疑を終結します。 

 池田委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論を行います。 

〔「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。 

 議案第９０号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第９０号 内子町国民健康保険条例の一部改正について」は、委員長報告のと

おり可決されました。

 

日程第 ９ 議案第９１号 内子町子ども医療費助成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９１号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正に

ついて」を議題とします。 

 本案について、委員長の審査報告を求めます。 

池田産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田産業建設厚生常任委員長。 

〔池田洋助産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議にお

いて、当委員会に付託されました、議案第９１号「内子町子ども医療費助成条例の一部改正につ

いて」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第９１号は原案のとおり可

決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご

報告を致します。 

議案第９１号は、平成２４年度からの小学校卒業までの医療費全額助成に加え、中学校卒業ま

での、入院に係る医療費について全額助成するものであります。医療費の助成方法は、対象者も

少ないと見込まれ、さらにシステム改修費用が１００万円程度かかることから、一旦医療機関の

窓口で支払ってもらったのち、請求により対象者に支払う方法にした。という説明がありました。

また、医療費助成の状況についても説明を受け、一般財源の持ち出し額は、２３年度が６歳まで

で、対象８３０人、１，５００万円。２４年度から１２歳までとなりますが１，７１５人、２，
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８２７万３，０００円。２５年度は、１，６７０人、３，００７万９，０００円であることが報

告されました。委員の質疑において、「以前、町長に対し、中学校卒業までの医療費全額無償にと

いう申し入れを議会として行った経緯がある。一度始めたら継続が基本となりますが、財源の問

題とするならば、現在、地域福祉基金が５億円余りある。基金を活用することはできないか。」と

の質問に対し、「加戸病院や福祉施設充実のための基金として利用してきているが、今後小田の済

生会病院でも検討中であり、医療費に使えるのかどうか今後検討を行う。」という答弁がありまし

た。また、「島根県邑南町では、日本一の子育て村構想に基づき、中学校卒業まで無償化としてい

る。邑南町も行っていますが、過疎債はソフト事業にも使えるわけであるので、内子町において

も財源を調整することにより無償化に取り組めないか。」ということに対し、「過疎債はソフト事

業にもＯＫであるが、活用できるものを検討していく。」との答弁がありました。採決の結果、条

例の内容は適正と認められ、よって議案第９１号は、原案のとおり可決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） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。 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、これにて、質疑を終結します。 

池田委員長、席にお戻り下さい。 

これより、討論を行います。 

〔「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。 

 議案第９１号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第９１号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について」は、委員長報告

のとおり可決されました。 

 

  日程第１０ 議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１０ 議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第

５号）について」を議題とします。 

本案について、委員長の審査報告を求めます。 

最初に、大木総務文教常任副委員長、登壇願います。 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大木総務文教常任副委員長。 

〔大木 雄総務文教常任副委員長登壇〕 

○総務文教常任副委員長（大木 雄君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議にお

いて、開会中の総務文教常任委員会に付託されました議案第９３号「平成２６年度内子町一般会
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計補正予算（第５号）について」総務文教常任委員会が所管する補正予算について審査致しまし

たので、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第９３号は「原案のとお

り可決すべきもの」とするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質疑等につ

いてご報告を致します。 

議案第９３号、平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）につきましては、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ５，６６２万８，０００円を追加し、１０４億６，９９９万５，０００円と

するものであります。その中で、当委員会が所管する主なものは、総務費、教育費であります。   

まず歳入についてでございますが、地方交付税４，４２０万５，０００円を追加するとともに、

教育費国庫補助金として、町家資料館のトイレ改修補助として１０８万９，０００円が追加され、

また教育費県補助金として平岡自治会館の洋式トイレへの修繕補助７３万４，０００円が見込ま

れています。 

 次に、主な歳出予算は、２款総務費において、人事院勧告に伴う人件費の補正として８３６万

９，０００円の追加補正を行っています。また、総務省通達により、固定資産台帳の整備と複式

簿記の導入を前提とした財務書類の作成が指示されたことに伴い、地方公会計制度対応支援業務

委託として、２６年度から２９年度まで２，０００万円を限度とする債務負担行為を補正し、２

６年度支出として固定資産台帳整備のための業務費３３０万５，０００円を計上しています。来

年２月７日に行う合併１０周年記念式典に係る費用として、式典にお招きする竹下景子ご夫妻の

交通費、式典祝賀会案内者の増加に伴う経費、音響経費等として合わせて９７万４，０００円が

追加されています。委員の質疑において、「合併１０周年の記念式典のスケジュールや案内者の状

況」についての質問に対し、「案内者２６０人を予定し、今週中に案内状を発送する」とし、また

「1年間を通して１０周年フェスタなど、内子座、スバルなどを利用したＰＲの機会として企画、

計画をしてほしい。」などの意見が出されました。 

９款消防費においては、行方不明者捜索にあたり、当初見込みの予算が不足する見込みとなる

ことから、消防団員の出動手当８２万４，０００円が追加補正されています。これに対し「行方

不明者を早く発見できる装置、例えばＧＰＳ機能を利用することなどへの補助体制をとる考えは

ないか。」との質問に対し、「高齢者社会となり、また機器の進歩もあると思われることから、検

討を行っていく。」との答弁がありました。  

１０款教育費においては、大瀬小学校改築関連として、町有林から出された材の製材費用や加

工、運搬等を含め委託料として２，１４３万８，０００円が補正されています。これに対し、「木

材加工については、設計は出来ているのかどうか。材料数が分からないのではないか。」との質問

に対し、「設計の概算で見積もりをしている。設計が正式にできればそれで入札を行う。２７年１

月中には入札をしたい。」との答弁がありました。社会教育費では、自治センター費として、全額

県補助金を受け、平岡自治会館の洋式トイレへの修繕費として７３万４，０００円を補正し取組

まれます。来年度以降においては重松、御祓、程内自治会館等のトイレの洋式化を進めていくと

の説明でありました。また、内子座の重要文化財指定の報告書のためのプロによる写真撮影委託

費７３万４，０００円を計上し、重文指定を得たいとしています。社会体育振興費として、合併

１０周年記念大会、第１０回内子町駅伝競走大会を五十崎自治センター出発、小田自治センター

をゴールとする７区間とし、１区間増えたことに伴う資材費、また４０歳以上の壮年の部の新設、



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 86 - 

最高齢賞などの表彰を加えたことによる予算２７万９，０００円が追加補正されています。 

以上、各課長からの補正予算の説明、それに対する質疑を行ったのち、採決を行った結果、議

案第９３号については、適正な補正がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

たので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。 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、これにて、質疑を終結します。 

大木副委員長、席にお戻り下さい。 

次に、池田産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田産業建設厚生常任委員長。 

〔池田洋助産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ご報告を申し上げます。去る１２月５日の本会議に

おいて、当委員会に付託されました議案第９３号「平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５

号）について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第９３号は原案の

とおり可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質疑等に

ついてご報告を致します。 

議案第９３号、平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）における当委員会が所管する

主なものは、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費であります。まず歳入についてで

ございますが、主なものは、介護保険事業のシステム改修のための国庫補助金１４８万５，００

０円。地域医療介護総合確保基金事業として県補助金３３０万円。認定農業者へのコンバイン等

への購入補助として２５７万３，０００円の県補助金などです。 

 次に、主な歳出予算は、３款、民生費においては、改正介護保険法が２７年４月１日から施行

されることに伴う、介護保険電算システムの改修業務委託費として８０７万９，０００円。うち

国庫補助金が１４８万５，０００円あります。次に、高齢者に対し、かかりつけ医のカードや健

康手帳など、医療に関するものを一括して収納できるカードケースの配付、パンフレットを作成

する費用として３５４万９，０００円。うち３３０万円が県補助金であります。委員からは、「介

護システム改修の概要について」、また「子どもの緊急時等の医療情報などへの対応」について質

問がなされ、さらに、「既存の防犯灯のＬＥＤ電球への改修について、指定区域と他の一般区域で

の整合性はどうなっているのか。」との質問に、「町民からの要望があることは承知している。町

が整備した景観地区のみが補助対象であり、１器４万４，０００円程度の２分の１が補助されて

いる。それ以外の地区は、２万円程度の費用が必要であるが、相当数の数があり、現在は地元行

政区、自治会等の費用でお願いをしている。」との答弁があり、「一度でなくていいので、要望に

対し優先順位を付け対応すればいいのではないか、前向きに考えてほしい。」との再質問に、「新

規はＬＥＤ化をしている。徐々に検討する必要性を感じている。」との答弁がありました。 

４款、衛生費においては、ごみ袋の大、中それぞれ２万５，０００枚ずつ作るために９５万９，

０００円、財源は販売収入を充てるというものです。袋の作成コストは１枚１９円で、４０円で
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販売、うち販売手数料が３．１円、収入額は３６．９円ということの説明がありました。また、

内子クリーンセンターの電気使用料金を、町単独とした関係で２割減少と見込んで予算化してい

ましたが、５％の減少にとどまっており、不足する料金４００万円の増額補正をしています。委

員から「ごみ収集においては、住民への周知はどうしているか。」の質問に対し、「分別の基準を

守ってもらうため１０月から、資源ごみ等において、基準どおり分別がなされず、少しでも違う

ものが入っている袋については、集めないという厳密な取扱をしている。１２月に全世帯に写真

入りの説明書を配付し分別の徹底を周知したところである。」との答弁がありました。 

６款、農林水産業費においては、じゃばらの果皮を乾燥させる機械の導入費用をからりに補助

します。県が３分の１の４８万２，０００円、町が２４万１，０００円を継ぎ足して７２万３，

０００円を予算化しています。また、からりの燻製施設１３㎡、パン工房の５㎡の１８㎡を増床

するための設計委託、工事請負費として２８６万円。認定農業者２人が、コンバイン、トラクター

を購入するための支援として、事業費の３分の２５７万３，０００円を県が補助しますが、町は

継ぎ足しをせず、そのままの金額２５７万３，０００円を予算化しています。委員の質疑におい

て、「面積に比べ２６０万円の工事費は高くはないか。」との質問に「コンクリートを除去し、既

存の研修室の一部撤去、間仕切り等を含めて坪４５万円程度となる。」また、「工事により研修室

が狭くなるが、出荷者協議会等の会合に対応できるのか。」の質問に「協議会へは説明をしており、

からりの売り上げに供するので理解を得ている。会合等においては工夫をしていく。」との答弁が

ありました。また、「施設を増床し、どれだけの増産をし、その売り上げ目標はどう設定している

のか。」、「じゃばら果皮の乾燥機を購入することにより、将来的な果皮の利用をどう考えているか。」

という質問に対し、「ハムなどの燻製品は２５年の５，６００キロ、４，１００万円から３０年に

は７，０００キロ、５，２００万円へ、また、パンについては、６，４００万円から７，０００

万円へ目標を設定している。」とし、「じゃばらについては、２５年度は８．６トンで、搾汁機に

入れ、残った外皮を乾燥し、２００キロを石鹸材料として業者へ渡しており、２６年度は１８ト

ンの生産を見込み、うち果皮を乾燥した４００キロを売り渡したい。石鹸やはみがき、じゃばら

飴等に利用していくこととなる。将来的には５ヘクタール、１００トンの生産を見込んでいる。」

との答弁がありました。「きこり市場の状況について、補助が切れたあとの対応はどう考えている

か。」の質疑に対し「１２月までの状況は５００トンの目標に対し、３５０トンである。トン６，

８５０円を支払っているが、うち３，０００円が補助金である。決定したわけではないが、補助

金が切れた後の対応は、今後検討していく。」ということです。 

７款、商工費では、まちづくり商店街協同組合が実施する事業が、一部取り止めや、事業不採

択となったことにより、町からの補助金７３４万８，０００円が減額されています。また、酒蔵

ツーリズム事業委託として、現予算の４９万５，０００円に１５万円が追加され、深山の雪のシー

ズン、立石等の桜のシーズンに合わせた酒蔵ツーリズムも行うというものです。委員からの質疑

として、「まちづくり商店街協同組合の事業が採択された２３年度の全体事業計画とずれてきてい

る。一度国の事業承認を受けたものが変更となったり、採択されなくなるのはどうしてか。町も

２，０００万程度の補助を決めていたはずであるが、事業の経緯を説明いただきたい。」これに対

し、「原因は把握していない。組合も受け入れざるを得なかったという状況である。」との答弁で

ありました。「酒蔵ツーリズムにおいては、チーズやワインとコラボしたツーリズムの計画は考え
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ていないか。」に対し、「時季折々により、検討を行いながら旅行商品として定着を図っていきた

い。」との答弁でありました。 

８款、土木費については、社会資本整備総合交付金事業として町道４路線の改良を行っていま

すが、地滑り等により、地質調査、用地測量等が必要となったことから工事請負費１，６７２万

３，０００円を減額し、測量設計委託料として１，３２４万３，０００円など、用地費、補償費

等に予算が組みかえられています。また、町の天然記念物である、小田川豊秋河原の榎木の樹勢

回復のための処置費用として１０４万８，０００円が計上されています。 

以上、各課長からの補正予算の説明、それらに対する質疑を行ったのち、採決を行った結果、

議案第９３号については、適正な補正がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しま

したので、ここにご報告申し上げます。 

委員会審査において、各説明員には、より丁寧な説明を求めておりますが、本会議と変わらな

い簡単な説明や、図面等を用意せず、口頭のみでの説明となっているものもあり、今後は説明資

料等の準備をしていただき、丁寧な説明を求めることを付け加え、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。 質疑は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんのでこれにて、質疑を終結します。 

 池田委員長、席にお戻り下さい。 

これより、討論を行います。 

〔「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。 

議案第９３号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第９３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」は、委

員長報告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４時１５分より再開します。 

 

午後 ４時０５分 休憩 

 

午後 ４時１５分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  日程第１１ 議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１１ 議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）について」を議題とします。 

 本案について、委員長の審査報告を求めます。 

池田産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田産業建設厚生常任委員長。 

〔池田産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議にお

いて、当委員会に付託されました議案第９４号「平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第

９４号は原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容

等についてご報告を致します。 

議案第９４号は、人事院勧告に基づき、給与等を見直すことから、一般会計から１１７万１，

０００円を人件費繰り入れして歳入し、同額を人件費として支出するもので、歳入歳出総額をそ

れぞれ２５億８，０３３万１，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決を行った結果、

議案第９４号については、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し

上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。 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、これにて、質疑を終結します。 

池田委員長、席にお戻り下さい。 

これより、討論を行います。 

〔「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。 

 議案第９４号の採決を行います。 

この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとお

り決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第９４号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１２ 議案第９５号 平成２６年度内子町簡易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１２ 議案第９５号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会
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計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について委員長の審査報告を求めます。 

池田産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田産業建設厚生常任委員長。 

〔池田産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議にお

いて、当委員会に付託されました議案第９５号「平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正

予算（第２号）について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第９５

号は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容等

についてご報告致します。 

歳入歳出予算の総額に変更はなく、３億３，８６２万２，０００円とするもので、満穂地区の

上水道区域拡張事業を早期に完成させることを目指し、工事入札減少金等３００万円を委託料に

組み換え、２６年度中に工事設計を済ませ、２７年度当初から工事発注ができる体制をとるとい

うものです。委員からの質疑はなく、採決を行った結果、議案第９５号については、適正な補正

がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委

員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。 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、これにて、質疑を終結します。 

池田委員長、席にお戻り下さい。 

これより、討論を行います。 

〔「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。 

 議案第９５号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立

願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第９５号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１３ 議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１３ 議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予

算（第２号）について」を議題とします。 

本案について、委員長の審査報告を求めます。 

池田産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 
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○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田産業建設厚生常任委員長。 

〔池田産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ご報告申し上げます。去る１２月５日の本会議にお

いて、当委員会に付託されました議案第９６号「平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第

２号）について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第９６号は原案

のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容等についてご

報告を致します。 

議案第９６号は、資本的支出において、投資有価証券購入費として１億円を補正するもので、

歳出合計を１億９，７０７万８，０００円とするものであります。１億円の財源として、過年度

分損益勘定留保金、つまり減価償却費として留保している現金を充てるというものです。１億を

有価証券に移行することにより、期末現金残高は、約７億円となる見込みです。現在ほとんどを

定期預金で運用されています。委員の質疑において、「資金運用についての全体計画はあるのか。

見極めはどうするのか。」という質問に対し、「今後の資金需要を見極めて、まず当初は１億円で

行う。３月２５日満期の定期預金３億５，０００万円については、今後の情勢をみて行う。長期

的な資金計画を立て、リスクを回避したもの、国債、地方債での運用を考えている。」との答弁で

ありました。採決を行った結果、議案第９６号については、原案のとおり可決すべきものと決定

しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。  

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、これにて、質疑を終結します。 

池田委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論を行います。 

〔「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。 

 議案第９６号の採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立

願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第９６号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」は、

委員長報告のとおり可決されました。

 

  日程第１４ 議案第９８号 内子町営住宅条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１４ 議案第９８号 内子町営住宅条例の一部改正について」

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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○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） 内子町営住宅条例の一部改正につきましては、「母子及び寡婦福祉法」か

ら「母子及び父子並びに寡婦福祉法」への改正及び、町営住宅用途廃止、地番表記の修正及び団

地名並びに構造表記の見直しに伴い本条例の一部を改正するものでございます。本案件につきま

しては内容の精査不足等によりまして、撤回させていただいた案件でございまして、議員各位に

は大変ご迷惑おかけしましたことを、町長としてお詫びを申し上げる次第でございます。今回、

再度調査し直しまして精査致しましたので、提案するものでございます。内容は、建設デザイン

課長補佐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。 

○建設デザイン課長補佐（大野 哲君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大野 哲建設デザイン課長補佐。 

〔大野 哲建設デザイン課長補佐登壇〕 

○建設デザイン課長補佐（大野 哲君） 議案第９８号、内子町営住宅条例の一部改正について

説明させていただきます。議案資料１の２は１ページから３ページ、説明資料として資料４の２

の１ページから２ページに記載しておりますので、それぞれお開き下さい。今回の改正につきま

しては、次世代育成支援対策推進法等による母子及び寡婦福祉法が、母子及び父子並びに寡婦福

祉法へ改正、及び用途廃止、地番表記の修正、団地名並びに構造表記の見直しに伴い、内子町営

住宅条例の一部を改正するものでございます。 

それでは、説明資料４の２の１ページで説明致します。新旧対照表でございます。左側が改正

後、右側が改正前となっております。まず、下段になりますが第８条入居者の選考でございます

が、第５項において寡婦から母子家庭の母及び父子家庭の父に改正、よりまして父子家庭を拡充

し、町営住宅に優先的に先行して入居させることができることとなっております。 

 次に２ページになります。２条の２の関係別表でございますが、右のページの上段、水戸森団

地につきましては、昨年度行った取り壊しによる用途廃止により削除。続いて下段の方になりま

すが、中組団地につきましても今年度、一部取り壊し、及び用途廃止手続きも実施しましたので、

戸数減の改正を致しております。また、その団地名の麓団地については漢字の改正、 位置におき

ましては国土調査等に伴いそれぞれ住所番地が変更となっています。構造につきましては、旧町

ごとにばらつきがございましたので、今回、基本構造の耐火、準耐火、木造と階数を明記し統一

致しております。附則と致しまして、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、

簡単な説明でございますが、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。 

〔「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 内子町営住宅条例の一部改正について」の採決に入ります。 
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 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 受理第 ５号 「農業改革」の名による農業・農協つぶしをやめ、地域を守る

請願書 

  日程第１６ 受理第 ８号 ＪＡグループの改革に関する請願書 

○議長（下野安彦君） 「日程第１５ 受理第 ５号 「農業改革」の名による農業・農協つぶ

しをやめ、地域を守る請願書」「日程第１６ 受理第８号 ＪＡグループの改革に関する請願書」

を一括して議題とします。 

 この２件の請願書は、本定例会において、産業建設厚生常任委員会に付託し、開会中の審査と

なっていたものであります。産業建設厚生常任委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

 池田 洋助産業建設厚生常任委員長、ご登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田 洋助産業建設厚生常任委員長。 

〔池田洋助産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ご報告申し上げます。平成２６年１２月５日、開会

中の当委員会に付託された、受理第５号、「農業改革」の名による農業・農協つぶしをやめ、地域

を守る請願書、並びに受理第８号、ＪＡグループの改革に関する請願書について、１２月９日に

当委員会を開催し審査を行いました。委員７名全員の出席のもと、紹介議員である宮岡徳男    

議員より趣旨説明をいただき、審査を行いましたので、審査の経過並びに結果をご報告申し上げ

ます。本請願内容は、「政府は、規制改革会議答申を受け、農林水産業・地域の活力創造プランを

改訂し、農業改革を行おうとしていますが、その内容は、農協の株式会社化や単位農協からの共

済、信用事業のとりやめなど、組織の見直し、農業委員の公選制の廃止など農業委員会制度、農

地制度の改定が盛り込まれています。これらの改革は、地域住民の生活を守ることにはならない。」

とし、それらの中止、見直しを、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、「農協自体も改革を行っている。根本的に営利を目的とした会社とは違うも

のであり、同じ市場、同じレベルには置けない。この改革によって地域の農業がつぶれるような

こととなれば、地域もさびれていくことにもなる。」との意見がありました。採決を行った結果、

この請願の採択に全員の委員が賛成を致しました。よって、受理第５号は、採択とすべきものと

決定致しましたので、ここにご報告申し上げます。 

次に、受理第８号、ＪＡグループの改革に関する請願書について審査を行いました。紹介議員

である山崎正史議員より趣旨説明をいただきましたが、先に議了し採択としております「受理第

５号」と同一趣旨のものであり、質疑、討論を省略し、採択されたものとみなしたい旨、会議に

諮ったところ、全員の賛成を得ました。よって、受理第８号は、みなし採択とすることに決定し

ましたので、ここにご報告申し上げ委員長の報告を終わります。 
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○議長（下野安彦君） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 池田 洋助産業建設厚生常任委員長、席にお戻り下さい。 

 ２件の請願について討論、採決は１件ずつ行います。 

まず、受理第５号の請願に対する委員長報告は、採択です。 

委員長報告に反対者の発言を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 

〔「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、「受理第５号 ｢農業改革｣の名による農業・農協つぶしをやめ、地域を守る請願書」 

の採決に入ります。 

 この採決は、起立によって行います。この請願に対する委員長の報告は、採択です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員であります。 

よって、「受理第５号 ｢農業改革｣の名による農業・農協つぶしをやめ、地域を守る請願書」

は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 続いて、受理第８号についての討論を行います。請願に対する委員長報告は、みなし採択です。

委員長報告に反対者の発言を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 

〔「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、委員長報告のあった、「受理第８号 ＪＡグループの改革に関する請願書」の採決

に入ります。 

 この採決は、起立によって行います。この請願に対する委員長報告は、みなし採択です。この

請願は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立ください。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員であります。 

したがって、「受理第８号 ＪＡグループの改革に関する請願書」は、委員長の報告のとおり、

採択されたものとみなします。 

 

○議長（下野安彦君） ここで約１０分間休憩をします。午後４時４５分より再開します。 
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午後４時３６分 休憩 

 

午後４時４２分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 ただ今、池田洋助産業建設厚生常任委員長から、議第４号議案「農業・農協改革に関する意見

書について」が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第１とし、ただちに議題にした

いと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、議第４号議案「農業・農協改革に関する意見書について」を追加日程第１として日程

に追加し、ただちに議題とすることに決定しました。 

 

  追加日程第１ 議第４号議案 「農業・農協改革に関する意見書について」 

○議長（下野安彦君） 「追加日程第１ 議第４号議案 「農業・農協改革に関する意見書につ

いて」」を議題とします。 

提出者の趣旨説明を求めます。 

提出議員、池田洋助産業建設厚生常任委員長登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助産業建設厚生常任委員長。 

〔池田洋助産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 議第４号議案、「農業・農協改革」に関する意見書に

ついて。 

地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、

内閣官房長官、地方創生担当大臣に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４条

第３項の規定により、提出する。 

平成２６年１２月１２日提出。 

提出者、内子町議会、産業建設厚生常任委員会委員長、池田洋助。 

提出の理由ですが、安全な食料の安定供給や環境保全、人の住める地域を守るためにも、家族

農業経営を守り育て、それを支える農協や農業委員会の機能の強化が重要であり、政府が進める

農業改革の見直しを求め、政府に対し意見書を提出するものである。 

「農業・農協改革」に関する意見書。 

 政府は、６月２４日、「規制改革会議答申」を受け、「農林水産業・地域の活力創造プラン」を

改訂し、農業所得の増大や農業の成長産業化のために農協・農業委員会等に関する改革の推進を

提起しています。 

いま提起されている「農業改革」は、農業生産法人による農地の集積・集約化、新規参入の促

進、農業生産法人要件の緩和等、農業を企業のもうけの場に開放するために、障害となる農業委



平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会 

- 96 - 

員会や農協を解体しようというものです。 

 いのちの源・食糧生産を担う農業を、企業の利益のために開放することは、家族農業や関連産

業を破壊し、食の安全・安定供給や農業の持つ多面的機能を失い、地域を支える生業や雇用を奪

うことになります。 

 農業委員の公選制を廃止し、地域農業振興の建議機能を奪うことは、農地管理や農業振興に対

する農業者の意見表明の場を奪うことになります。 

 また、農協のあり方に政治が介入することは、ＩＣＡ（国際協同組合同盟）も批判しているよ

うに、協同組合原則を否定するものであります。 

政府が進めようとしている農協中央会の新たな組織への改編、連合会の株式会社化、単協から

信用事業を奪うことは、総合事業を通して地域のインフラを提供し、地域経済を支えている農協

事業の役割を否定するもので、地域と雇用の崩壊をもたらします。 

 国連は、今年を「国際家族農業年」とし、食糧危機の解決と食糧主権確立のための持続可能な

農業のあり方として、家族農業経営の普及を呼びかけています。安全な食料の安定供給や環境保

全、人の住める地域を守るためにも、家族農業経営を守り育て、それを支える農協や農業委員会

の機能を強化することこそ必要です。 

 以上の趣旨から、以下の事項について、地方自治法第９９条の規定にもとづき、議会の議決を

もって強く要請し意見書を提出する。 

 記。 

１、食料自給率の向上を目指すこと。 

２、協同組合の自主性を守り、農協の株式会社化等への組織改編、独占禁止法の適用除外等を

含め、強制的に法律で押し付けないこと。 

３、農協解体は、地域経済やインフラを破壊し、農協労働者はじめ地域の雇用を奪うものであ

り、中止すること。 

４、農業委員の公選制を維持し、農業委員会の機能を充実すること。 

５、所有方式による企業の農業参入など、農地制度の改定は見直すこと。 

平成２６年１２月１２日。 

愛媛県内子町議会。 

以上であります。 

○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。 

 池田洋助産業建設厚生常任委員長、席にお戻り下さい。 

○議長（下野安彦君） 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、「追加日程第１ 議第４号議案 農業・農協改革に関する意見書について」の採決に

入ります。 

この採決は、起立によって行います。本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を
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求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１７ 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１７ 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１８ 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１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題としま

す。 

 各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調査

したい旨、申し出がありました。 

 お諮りします。 

 各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とすることに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（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） 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

会議を閉じます。 

 稲本町長、あいさつをお願いします。 

○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） １２月定例会閉会にあたりまして、町長として議員の皆さん方に一言お
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礼を申し上げたいと思います。大変お忙しい中、本定例会にご参集賜りまして、提案させていた

だきました議案に対しまして慎重審議行っていただきました。町長として心からお礼を申し上げ

たいと思います。委員会等を通じまして、議員の皆さんからの多数の指摘、また改善等に対する

提案をいただきました。真摯に受け止めさしていただき、今後の執行の中で活かさしていただき

たいというふうに思っております。さて、現在、今私たち、２７年度の当初予算の編成作業に入っ

ております。ご案内のように、２７年度から地方交付税の一本算定が始まります。どういうふう

になるか非常に気になるところではありますけれども、５年間で約１０億前後のものが削減され

るということも今の段階では想定されております。そうなった時に、町民の皆さん方に緊急の事

業、あるいは密接にかかわりある事業、また将来に向けての目指しておかないといけない事業、

たくさん抱えているわけでございますけれども、そういったものをどういうふうにして整理をし

ていくのか。また、健全な財政運営をこれからも維持していかなくてはなりませんから、その辺

の調整、調和をどういうふうに図っていくのか、いよいよ大きな正念場をこれから迎えることに

なるな、いうふうに私は捉えているところでございます。どうぞ議員の皆さん方、そういう意味

で今後も引き続いてのご指導、ご鞭撻を心からお願いを申し上げる次第でございます。以上をも

ちまして、１２月定例会のお礼のあいさつに代えさせて頂きます。誠にありがとうございました。 

 

○議長（下野安彦君） 以上をもって、平成２６年１２月第７４回内子町議会定例会を閉会しま

す。 

午後４時５４分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第７４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 
「農業・農協改革」に関する意見書について 

平成 

26.12.12 

平成 

26.12.12 
原案可決 

 

１ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議認 

４ 

平成２５年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定

について（予算決算特別委員会付託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

５ 

平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

６ 

平成２５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（予算決算特別委員会付

託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

７ 

平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

８ 

平成２５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（予算決算特別委員

会付託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

９ 

平成２５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（予算決算特別委員会付託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

１０ 

平成２５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（予算決算特別委員会付

託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

１１ 

平成２５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（予算決算特別委

員会付託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
認定 

議認 

１５ 

平成２６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 

26.12.4 

平成 

26.12.5 
承認 

議案 

８５ 

内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部改正について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 
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議案 

８６ 

内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

８７ 

内子町職員の給与に関する条例の一部改正につい

て 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

８８ 
内子町移住体験施設条例の制定について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

８９ 
内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

９０ 
内子町国民健康保険条例の一部改正について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

９１ 
内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議認 

９２ 
内子町営住宅条例の一部改正について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.5 
議案撤回 

議案 

９３ 

平成２６年度内子町一般会計補正予算（第５号）に

ついて 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

９４ 

平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

９５ 

平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

９６ 

平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第２

号）について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
原案可決 

議案 

９７ 
内子町教育委員会委員の任命について 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.5 
原案可決 

議案 

９８ 
内子町営住宅条例の一部改正について 

平成 

26.12.12 

平成 

26.12.12 
原案可決 

 

３ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

  ４ 

国民健康保険の広域化に反対し、国庫負担の復元を

求める請願書（産業建設厚生常任委員会付託） 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.4 
不採択 

受理 

  ５ 

「農業改革」の名による農業・農協つぶしをやめ、

地域を守る請願書 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 
採択 
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受理 

  ６ 

住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス

体制の充実を求める請願書 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 

常任委員

会付託 

受理 

  ７ 

自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待

遇の抜本的改善を求める意見書に関する請願書 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 

常任委員

会付託 

受理 

  ８ 
ＪＡグループの改革に関する請願書 

平成 

26.12.4 

平成 

26.12.12 

みなし 

採択 
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議員提出議案 

議第４号議案 

「農業・農協改革」に関する意見書について 

 地方自治法第 99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内

閣官房長官、地方創生担当大臣に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第 14条第３

項の規定により、提出する。 

平成 26年 12月 12日提出 

提出者 内子町議会 産業建設厚生常任委員会委員長 池 田 洋 助 

 （提出の理由）安全な食料の安定供給や環境保全、人の住める地域を守るためにも、家族農業

経営を守り育て、それを支える農協や農業委員会の機能の強化が重要であり、政府が進める農業

改革の見直しを求め、政府に対し意見書を提出するものである。 

 
（別紙） 

「農業・農協改革」に関する意見書 

  政府は、６月２４日、「規制改革会議答申」を受け、「農林水産業・地域の活力創造プラン」

を改訂し、農業所得の増大や農業の成長産業化のために農協・農業委員会等に関する改革の推進

を提起しています。 

いま提起されている「農業改革」は、農業生産法人による農地の集積・集約化、新規参入の促

進、農業生産法人要件の緩和等、農業を企業のもうけの場に開放するために、障害となる農業委

員会や農協を解体しようというものです。 

 いのちの源・食糧生産を担う農業を、企業の利益のために開放することは、家族農業や関連産

業を破壊し、食の安全・安定供給や農業の持つ多面的機能を失い、地域を支える生業や雇用を奪

うことになります。 

 農業委員の公選制を廃止し、地域農業振興の建議機能を奪うことは、農地管理や農業振興に対

する農業者の意見表明の場を奪うことになります。 

 また、農協のあり方に政治が介入することは、ＩＣＡ（国際協同組合同盟）も批判しているよ

うに、協同組合原則を否定するものであります。 

政府が進めようとしている農協中央会の新たな組織への改編、連合会の株式会社化、単協から

信用事業を奪うことは、総合事業を通して地域のインフラを提供し、地域経済を支えている農協

事業の役割を否定するもので、地域と雇用の崩壊をもたらします。 

 国連は、今年を「国際家族農業年」とし、食糧危機の解決と食糧主権確立のための持続可能な

農業のあり方として、家族農業経営の普及を呼びかけています。安全な食料の安定供給や環境保

全、人の住める地域を守るためにも、家族農業経営を守り育て、それを支える農協や農業委員会

の機能を強化することこそ必要です。 

 以上の趣旨から、以下の事項について、地方自治法第 99条の規定にもとづき、議会の議決をもっ

て強く要請し意見書を提出する。 
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記 

１ 食料自給率の向上を目指すこと。 

２ 協同組合の自主性を守り、農協の株式会社化等への組織改編、独占禁止法 

の適用除外等を含め、強制的に法律で押し付けないこと。 

３ 農協解体は、地域経済やインフラを破壊し、農協労働者はじめ地域の雇用を奪うものであり、

中止すること。 

４ 農業委員の公選制を維持し、農業委員会の機能を充実すること。 

５ 所有方式による企業の農業参入など、農地制度の改定は見直すこと。 

   平成２６年１２月１２日 

                      愛媛県内子町議会   

 

 


