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平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２７年 ３月 ４日（水） 

○開会年月日   平成２７年 ３月 ４日（水） 

○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 １号） 

平成２７年 ３月 ４日（水）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び平成２７年度施政方針 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 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（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ７ 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（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ８ 議第  １号 内子町議会委員会条例の一部改正について 

日程第 ９ 議第  ２号 内子町議会会議規則の一部改正について 

日程第１０ 報告第 １号 専決処分の報告について 

日程第１１ 報告第 ２号 内子町新型インフルエンザ等対策行動計画について 

日程第１２ 議案第 １号 内子町災害対策基金条例の制定について 

日程第１３ 議案第 ２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について 

日程第１４ 議案第 ３号 内子町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につい

て 

日程第１５ 議案第 ４号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第 ５号 内子町行政組織条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第 ６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定について 

日程第１８ 議案第 ７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

の制定について 

日程第１９ 議案第 ８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条例の制定につい

て 

日程第２０ 議案第 ９号 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廃止

について 

日程第２１ 議案第１０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２２ 議案第１１号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

日程第２３ 議案第１２号 内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の制定について 

日程第２４ 議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

日程第２５ 議案第１４号 内子町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営

並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について 

日程第２６ 議案第１５号 内子町介護保険条例の一部改正について  

日程第２７ 議案第１６号 内子町介護保険条例の一部改正について  
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○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２７ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（下野安彦君） 傍聴者の方にお願い致します。議会だより等に使用します写真等につい

て撮影をさせていただきますが、ご了承の程をよろしくお願い致します。ただ今から、平成２７

年３月第７５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、１４番中田 厚寬議員、

１５番宮岡 德男議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

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

議題とします。 

 本定例会の会期は、去る２月２５日開催の議会運営委員会において協議され、本日から２０日

までの１７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３月２０日までの１７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１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。これをもって、「諸般の報告」を終わります。 

 

日程第 ４ 招集あいさつ及び平成２７年度施政方針 

○議長（下野安彦君） 「日程第４ 招集あいさつ及び平成２７年度施政方針」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。 



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 4 - 

 

 本日、ここに平成２７年３月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ

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

とうございます。本定例会に、町長として提出いたします案件は、報告が２件、条例の制定・改

正・廃止２７件、指定管理者の指定につきまして６件、議決を要する計画２件、当初予算が９件、

補正予算１０件の合計５６件でございます。それぞれの案件につきましては、その都度、ご説明

申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。それでは

まず、新年度における町長としての施政方針を述べさせていただきます。 

国におきましては、去る１月１４日に平成２７年度予算案を閣議決定致しました。これにより

ますと、東日本大震災からの復興を加速させるとともに、「経済の好循環」の更なる拡大を実現し、

本格的な成長軌道への移行を図りつつ、中長期の発展につなげる取り組みとして、地方創生、女

性の活躍推進、教育の再生、技術革新や社会構造の変革の促進とオープンな国づくり、安全・安

心と持続可能な基盤確保を強力に推進していくとともに、地方の安定的な財政運営に必要となる

地方の一般財源総額を適切に確保することを基本として地方財政対策を講じることとしています。

特に、地方公共団体が、自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応

じたきめ細かな対応を可能にする観点から、地方財政計画の歳出に「まち・ひと・しごと創生事

業費」を創設し、１兆円を計上する他、交付税原資の安定性の向上・充実を図るための地方交付

税率の見直し、公共施設の老朽化対策のための経費の充実、公共施設等総合管理計画に基づき実

施する公共施設の集約化・複合化等に必要な予算を計上することとされております。また、本年

度をもって地方交付税の合併算定替えが終了することにより、平成２７年度から合併後１０年間

続いた上乗せ部分が段階的に削減されていく中で、「まち・ひと・しごと創生事業費」に対応した

新たな費目を設ける他、平成２６年度に引き続き、支所の財政需要についての加算や、消防費及

び清掃費について、標準団体の面積の見直しに伴う単位費用の見直しや人口密度等による需要の

割増しを行うとしております。そのような国の取り組みの中で、内子町における平成２７年度一

般会計予算の編成方針につきましては、内子町総合計画に掲げたまちづくり戦略・プロジェクト

１０の推進と、私の公約である「子どもたちに夢を、働く人に元気を、お年寄りに安心を、安全・

安心のまちづくり」の４つの柱の中で、特に緊急性の高いものに重点をおきました。「子ども達に

夢を」では、立川小学校、大瀬中学校体育館耐震補強改修工事費や、新たに小田地区における放

課後子ども教室経費を、「働く人に元気を」では、農産物等内子産品の販路拡大に向けた経費や、

雨除けハウス等の整備にかかる農林業施設整備事業補助率の引き上げを、「お年寄りに安心を」で

は、デマンドバス大瀬地区の程内、村前地区でございますけれども、の拡充に向けた予算を。「安

全・安心のまちづくり」では、防災無線デジタル化に向けた実施設計や本庁舎耐震補強工事、小

田診療所における愛媛大学寄附講座開設の５年延長、満穂地区の飲料施設整備事業の推進に係る

予算を。その他、内子座創建１００周年記念事業や、平成２８年度に開催される南予博のプレイ

ベントに関連する経費、愛媛国体特設ライフル射撃場建設工事費等に重点をおいて予算を計上し

ております。これらの主要施策を展開するための弾力的な財政体質を確立するため、徹底したス

リム化と「選択と集中」により事業のメリハリをつけながら、行政改革の推進と健全な財政維持

を推進し、最少のコストで最大の効果が発揮できる予算としました。その結果、平成２７年度内
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子町一般会計当初予算（案）は、歳入歳出それぞれ、９３億８，０００万円となり、予算規模は

今年度当初予算と比較して、４億９，０００万円、５．０％の減額となっております。一般会計

当初予算に充当いたします財源は、国庫・県支出金が１３億７，３４３万５，０００円。地方債

が６億９，０７０万円。その他特定財源として５億６，９３５万９，０００円。一般財源が６７

億４，６５０万６，０００円となっています。なお、現時点で国・県の内示が出ていない事業に

ついては当初予算に計上していませんが、今後の補正予算で計上していく予定でございます。 

 さて、内子町は今年で合併１０周年の節目を迎えました。去る、２月７日には、議員の皆様を

はじめ、多くの関係者の皆様にご参集を賜り、内子座で「内子町合併１０周年記念式典」を開催

したところでございます。その中で、内子町で初めてとなる「まちづくり応援大使」に、女優の

竹下景子さん、ご主人で写真家の関口照生さん御両名をご委嘱申し上げ、内子町の観光振興と全

国に向けた情報発信のお手伝いをお願い致しました。一方で、内子町のまちづくり指針として、

平成１９年度に定めました内子町総合計画が本年度をもって終了するにあたり、本議会には、昨

年度から準備を進めて参りました平成２７年度から１０年間の第２期内子町総合計画・基本構想

を議案として提出致しております。次期計画は、内子町の取り巻く状況や課題を整理し、まちづ

くり戦略として「稼ぐ力のある内子町」と「住み続けられる内子町」を計画の２本柱に据えた構

成としております。この考え方は、昨年１２月２７日に国において閣議決定された「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の基本目標である、「しごと」と「ひと」の好循環づくりのための「地方で

の安定した雇用の創出」、「地方への新しい人の流れ」、「若い世代の結婚・出産・子育て支援」、そ

して、好循環を支えるまちの活性化のための時代にあった地域づくり、安心なくらしを守るとと

もに、地域と地域が連携することは、これから内子町が目指すべき姿、方向性と正に合致するも

のであり、必ずや内子町の未来を明るく照らす大きな指針となるものであると確信をしておりま

す。そのような意味からも、来る平成２７年度は、内子町にとって、まさにこれから先の１０年、

２０年を見据える「地方創生元年」であります。第２期総合計画の推進とともに、内子町版総合

戦略をしっかりとたて、人が輝く活気ある町にして参りたいと考えています。また、平成２７年

度は、内子町にとりましてかけがえのない貴重な財産である、芸能・文化の殿堂「内子座」がい

よいよ創建１００周年を迎えます。その記念すべき日に向け、町内の小学校児童を対象とした茂

山千三郎氏による狂言ワークショップ「茂山クラブ」を開催するなど、日本古来の伝統芸能であ

る狂言を軸に取り組みを始めています。創建１００周年記念式典は、平成２８年２月２０日に行

う予定でございますが、その翌日には、内子座創建時に「こけら落とし」として上演された淡路

人形座による人形浄瑠璃の１００年ぶりの再演も計画致しているところでございます。一方、愛

媛県では、平成２８年度において南予地域の市町を中心に「南予博覧会」を開催する予定であり、

平成２７年度においてもプレイベントがいくつか予定されております。そのような中、南予地域

の玄関口に位置する内子町において、この内子座創建１００年に向けた取り組みも大きく位置づ

けて頂きたいと考えているところでございます。更に、「国の重要文化財」登録に向け、内子座の

文化的価値をまとめた報告書を、４月には文化庁に提出できるよう準備を進めており、来年２月

の築１００年までに指定が受けられればと考えているところでございます。 

続いて、当面する事務事業等についてご報告を申し上げたいと思います。まず一つ目は、先日

新聞等でも報道されましたとおり、内子フレッシュパークからりが、地域活性化に大きな役割を
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果たす全国モデル「道の駅」に選ばれました。去る２月２６日、東京都砂防会館におきまして、

国や全国道の駅関係者ら２５０名が集う中、国土交通大臣より選定証を授与されたところでござ

います。「道の駅」は、現在では全国で１，０４０箇所に広がり、地元の名物や観光資源を活かし

て多くの人々を迎え、地域の雇用創出や経済の活性化、住民サービスにも貢献しています。国土

交通省では、この「道の駅」を経済の好循環を地方に行き渡らせる成長戦略の強力なツールと位

置づけ、関係機関と連携して、特に優れた取り組みを選定し、重点的に支援する取り組みを実施

したいとし、今回、全国モデル「道の駅」として全６箇所が選定されました。内子フレッシュパー

クからりは、地元農家の皆さんが中心に運営をはじめ商品開発、品質管理、イベント企画・運営

まで手がけ、更には、販売管理システムやトレーサビリティシステムの導入により、１６年間で

利用者は６倍、販売額は８倍になり、町の農産物生産額の１５％を占めるまでに至り、５８名の

雇用を創出したことが認められ、全国６県６箇所の中の優れた道の駅の一つとして選定をされた

わけでございます。これまで「からり」を支えて頂いた全ての方々と共に、この喜びを分かち合

いたいと思います。今後とも、会社の運営が円滑にいきますよう、協力をしていきたいと考えて

います。 

２つ目は、地域おこし協力隊についてでございます。地域おこし協力隊につきましては、昨年

４月に３名、更に１０月に１名を採用致しました。この４名の隊員には、重松・御祓地区におい

て、廃校となった御祓小学校の活用やグリーンツーリズムの推進、参川地区を中心とした小田地

域での地域づくり活動への支援、商店街の振興、活性化支援、道の駅せせらぎの運営支援と、精

一杯頑張っていただいているところです。そして、今年の４月より、新たに２名の隊員を採用す

ることと致し、去る２月８日に面接選考を行い、決定をさせていただいたところでございます。

勤務地と主な仕事の内容ですが、一人は、内子ビジターセンターを拠点として、着地型観光振興

を進めるため、内子ならではの地域資源を活かした観光プランの提案と販売業務の支援を、もう

一人は、内子フレッシュパークからりを拠点として、町内農産物加工品の掘り起こしや開発等の

支援であります。町としては、若い隊員の柔軟な発想と行動力に大いに期待を寄せるところであ

り、将来において町内で起業していただける為の支援にも、今後全力で取り組んで参りたいと考

えております。二人のプロフィール等については、着任後に広報紙等でご紹介をさせて頂きたい

と存じます。 

以上、新年度に向けた町長としての施政方針を述べ、併せて２件のご報告をさせていただきま

した。施政方針でも述べましたように、平成２７年度は、来るべき地方創生時代に向け、新たな

内子町総合計画に基づき、町民の福祉の増進のため、選択と集中による事業・施策を展開して参

りたいと考えているところであります。議員各位におかれましては、今後ともご指導とご支援を

賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ招集の挨拶と致します。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

○議長（下野安彦君） 以上で、「招集あいさつ及び平成２７年度施政方針」を終わります。 

 

日程第 ５ 一般質問 

○議長（下野安彦君） 「日程第５ 一般質問」に入ります。 

 質問は、通告により一括質問、一括答弁を行い、再質問から一問一答と致します。議員の発言
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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、５

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） 平成２７年３月議会にあたり質問を致します。２０１１年３月１１日東

日本大震災が発生を致しました。地震の規模マグニチュード９．０、観測史上最大の東北地方太

平洋沖地震に伴って発生した巨大津波によって、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な

被害をもたらしました。そして福島第一原子力発電所の事故。この東日本大震災から今年で４年。

今なお多くの人たちが避難生活を強いられています。他にも、１９９５年の阪神・淡路大震災、

２００１年の芸予地震、２００３年の三陸南地震・十勝沖地震、２００４年の新潟中越地震など

地震による災害は多くの被害を我々にもたらしてきました。巨大津波や大震災、さらには原発事

故を空前絶後の一回限りの特別な現象、想定外という一言で片づけるわけにはいかないと思いま

す。私たちは、これまでも、これからもこの地震列島に住み続けなければなりません。東南海大

地震など地震のリスクが極めて高くなる恐れがあるこの環境と向き合ってどう暮らして行くのか、

知恵を絞って地道な対策を着実に実行することが大切であると思います。また、集中豪雨による

被害も毎年のように各地で発生しています。昨年８月には、局地的な短時間大雨によって広島市

安佐北区、安佐南区などの住宅地後背の山が崩れ、同時多発的に大規模な土石流が発生し、さら

には根谷川が氾濫するなど、広島県全体で１３３軒が全壊したのをはじめ、３３０棟の家屋が損

壊し、４，１００棟以上が浸水被害を受けました。２１世紀になってから今日まで毎年のように

各地で集中豪雨による甚大な被害がもたらされています。このような災害は対岸の火ではなく、

どの地域でも、いつ如何なる場所に発生するかも未だ完全に予測することはできません。近い将

来起こると言われる東南海大地震、台風や局地的集中豪雨による浸水・土砂災害などから町民の

皆さんの生命・財産をいかに守っていくのか。さらなる安全・安心のまちづくり、地域に密着し

たきめ細かな対策が求められています。地域の防災対策では、まず、災害の発生を防ぎ、また、

災害にあったとしてもその被害を最小限にくい止めるために、災害に強いまちづくりを進めるこ

とが重要であると思います。 

さて、昨年１２月に行われました、五十崎自治センター管内地域づくり懇談会でも、防災につ

いての説明がありました。参加した住民の中からは、ため池決壊時の被害想定マップは最近公表

されたが、小田川などの堤防決壊時の被害想定区域が示されていない。今後どの様な形で対応さ

れるのかとの質問がありました。また、一昨年の地域づくり懇談会においても「柿原川が氾濫し

た場合、浸水エリアはどのあたりまでなのか、被災規模はどれくらいになるのかなど、町内の重

要地点の個別シミュレーションマップは作成しているのか」との質問が出ていました。この質問
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は同じ柿原地区の人からのものです。確かに、旧五十崎地区は、町の中央を小田川が流れ、特に

左岸側の柿原・平岡・宿間、右岸側の豊秋・妙見・本町などは、もしも堤防が決壊すれば浸水の

被害を受けることが想定されます。住民の皆さんの水害に対する不安は当然のことと思います。

それに対し行政側からは、「個別のシミュレーションまでは作成していない。当然ながら、その実

情は、地域、地域によって異なるので、自主防災組織など地元で作成した方がより効果的なもの

ができるのではないかと思う」、また「河川からの浸水についてはシミュレーションしていないが、

過去の浸水被害地域を防災マップ上に示している。残念ながら、浸水被害については様々なケー

スがあり、実施には至っていないが、過去の浸水地域を教訓にしながら配慮をお願いできたらと

思う」といった答弁です。また、「シミュレーションの作成には難しいところがあるので、財政的

な面で許せば実施していきたい。補助とか整備に必要な条件がそろえば実施していきたい」といっ

た返答。さらに町長からは、「流水方向、流量、地形の高低など難しい問題があるが、県防災セン

ター、愛媛大学防災センターと協議をして、シミュレーションが可能なのかどうなのか、早めの

作成ができないかどうかなど、なるべく早く結果を自治会へ伝えていきたい」といった財政事情

や技術的に難しいといった答弁もありました。私は、２カ年にわたり同じような質問が行政側に

なされ、それに対して、一歩も前進していない行政側の対応、これでは住民の皆さんが納得でき

ないと思いますし、もしもの災害時に適切な避難行動がとれないと思います。一刻も早く住民の

皆さんの不安を払しょくすべきと考えます。 

そこで質問を致します。内子町内で、洪水による浸水被害が想定される地域を行政側は把握さ

れているのか、また、町内にはそのような地域が何か所あるのか伺います。先ほども申しました

が、昨年、一昨年の五十崎自治センター管内地域づくり懇談会では、水害に対する不安が町民の

皆さんにあります。実際の災害発生時に、被害を避けるための判断や行動に役立つわかりやすい

防災情報の提供を行うようにするとともに、災害への備えとして役立つ洪水による浸水が及ぶ範

囲や程度を示した浸水想定区域図、これに避難場所、避難経路などの災害対策情報を盛り込んだ

洪水ハザードマップ作成は必要と思います。洪水ハザードマップを策定するのに大変難しい問題

があると言われますが、何がどう難しいのでしょうか伺います。国土交通省でも、最近の水害で

は、大きな河川の堤防まで決壊することが目立つことから、洪水の避難は堤防の決壊まで想定す

るよう呼びかけ、洪水ハザードマップ作成の手引きを改訂し、全国の自治体に河川の堤防が決壊

した際の被害を想定して対策を取るよう求めています。今後、内子町として洪水ハザードマップ

を作成するのか、しないのか伺います。 

次に、自然災害にも地震・台風・豪雨などいろいろあります。それぞれの災害に応じた避難場

所に速やかに移動することが大切です。しかし、地震発生時には倒壊の危険がある耐震改修がな

されていない自治会館や施設、また土砂災害警戒区域や地滑り危険個所とか、浸水の恐れのある

施設が避難場所になっているところが多々あるようです。災害時、避難場所として指定されてい

る施設が町内に何か所あるのか、その内、耐震性が不足したり、浸水や土砂災害のおそれがあり、

指定避難場所としての要件を本来満たしていない施設が何ヶ所あるのか、またそれらの施設に対

し、今後、耐震改修や見直しの計画はあるのか伺います。現在、防災マップ、ため池ハザードマッ

プ、地震に対しては、地域別の危険度マップ等が作成されていますが、それらの作成過程に住民

の参画はあったのでしょうか伺います。次に、災害発生時には当然住民の皆さんに対し情報の発
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信ということも出てきます。町民の皆さんからは、「防災無線が聞き取りにくい」といった声もあ

りますが、改善はされたのでしょうか。また、情報発信のツールとして、携帯への一斉メールと

かＦａｃｅｂｏｏｋ、ＴｗｉｔｔｅｒなどＳＮＳ等の活用もあると思います。このＳＮＳ等の活

用のメリットは、情報発信だけではなく、情報収集やコミュニケーションが可能であるというこ

とです。さらには、普段使うツールであり、行政にも設備投資の予算負担が少ないことなどがあ

ります。内子町においては、災害時にＳＮＳやメールの活用の計画はあるのか伺います。最後に、

防災・減災など災害に対し、行政の役割は広範囲なものになります。いざ災害が発生すれば、当

然、庁舎・設備・職員も被災します。全職員が参集できない状況の中、大規模災害時に行う応急・

復旧業務に加え、中断できない通常業務を各部署が連携して対応していく手段・体制が必要かと

思います。そういった災害時に行政機能を維持するために業務継続計画、いわゆるＢＣＰを策定

することが必要と言われていますが、内子町ではこのＢＣＰの取り組みはなされているのか伺い

ます。以上です。 

○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。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長(下野安彦君) 亀岡危機管理班長。 

〔亀岡 弘危機管理班長登壇〕 

○危機管理班長（亀岡 弘君） それではただ今、森永議員よりご質問がありました質問項目に

対しまして、答弁をさしていただきます。 

 まず、地域の防災対策についてということで、浸水対策についてでございますが、洪水による

浸水被害が想定されている地域につきましては、近年のものについては、把握をしております。

現在、町内には約１０か所あります。また、過去のおもな浸水による被害地については、内子町

防災マップに表示をしております。具体的には、五十崎地区の小田川を挟んで約５か所、内子沖

田１か所、五百木１か所、立川１か所、大瀬２か所の計１０か所でございます。 

 続きまして、洪水ハザードマップについてでございます。現在、内子町防災マップには、過去

の浸水による主な被害地域については、カラーで表示をしております。それで、過去の洪水レベ

ルのおおよその被害想定はできるのではないかと思っております。より、詳しい洪水による浸水

被害地については、専門家によるシミュレーションが必要かと思われます。洪水ハザードマップ

の作成について、難しいのではないかと思われる点は、さまざまなシミュレーションの基本設計

をどう設定するのかという問題・課題があるのではないかと考えております。そういった意味で、

地域づくり懇談会では、難しい問題があると申し上げました。 

 続きまして、洪水ハザードマップの作成についてでございますが、先ほども申し上げましたが、

現在の内子町防災マップには、過去の洪水による浸水被害地は、カラー表示をしておりますが、

堤防決壊までのシミュレーションはしておりません。内子町においては、災害の多くは洪水によ

る浸水や土砂災害ですので、愛大等の専門家、そして専門業者、また愛媛県や上流域の伊予市、

下流域の大洲市の協力等を得ながら洪水ハザードマップを作成し、町民の安心・安全のまちづく

りに寄与していきたいと考えております。 

次に、災害時の避難施設についてでございます。現在、内子町には、災害時における避難所と

して、７１ヶ所指定をしております。避難所は、内子スポーツセンターや各自治センター、各自
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治会館、各学校・体育館、福祉施設などです。避難所については、地震や洪水、土砂災害、火事、

原子力災害の災害種別ごとに、適した避難所であるかどうかを判別しております。地震につきま

しては、震度のレベルにもよりますが、建築年や土砂災害警戒地域や地滑り地域に含まれている

か隣接しているかなどを考慮し、判定をしております。指定避難所７１ヶ所の中で、不適と判定

した避難所は、地震については２４ヶ所、洪水については１５ヶ所、土砂災害については３２ヶ

所となっています。また、指定避難所７１ヶ所中、昭和５６年以前の耐震改修工事対象となる施

設は、２４ヶ所あります。学校施設については、耐震改修工事は、平成２８年度にほぼ終了する

予定です。社会教育施設の自治会館等については、財政面等を考慮しながら、順次耐震改修工事

を計画的に実施してまいりたいと考えております。また、避難所自体の見直しにつきましても代

替え施設があるか、代替用地があるかなどを考慮し、できるものについては、見直しをしてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、ハザードマップについての住民の参画はあったかというご質問でございますが、

過去の洪水による浸水被害地などは必要に応じて住民の方の意見をお聞きし、全体的には専門家

の意見を元に策定をして参りました。 

続いて、災害時の対応ということでＦａｃｅｂｏｏｋとかＴｗｉｔｔｅｒとかそういうふうな

ことでございますが、まず、防災無線につきましては、老朽化もあり、地域によっては聞き取り

にくい所があるのが実情です。バッテリーの交換とか、対応できるものについては問題ありませ

んが、季節的に５月頃には、一部の地域で、他の電波を受信し、雑音が出るという状態もござい

ます。出来る限り、補修改善に努めているところでございます。情報発信ツールとしては、携帯

への一斉メールについては、導入をしております。おっしゃられるように、Ｆａｃｅｂｏｏｋや

Ｔｗｉｔｔｅｒなどの活用もあるのではないかと考えております。防災情報は、なるべく多重構

造で、防災情報が町民の皆さんに行き渡るように、今後検討し、取り組めるものについては、取

り組んで参りたいと考えております。 

続きまして、業務継続計画、ＢＣＰについてでございますが、災害時の業務継続計画につきま

しては、今まで研究・検討をして参りました。ある程度の骨格案はできておりますが、さらに検

討をし、より災害時において実行の高い業務継続計画を策定して参りたいと考えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 今、分かりやすくですね、詳しく答弁をいただいたんですけども、ハザー

ドマップの作製に地域の住民の皆さん方の参画はあったのかというような質問の中で、あったと

いうようなことが言われるんですけども、実際ですね、そういうことがあれば、地域づくり懇談

会においてもあのような質問は出てこないと思いますし、やはりこれ防災マップいろいろと見て

みましてもですね、避難経路というのが記載されていないんですよね。その避難経路とかいろん

な災害によっての避難場所ということを考えると、やはりきめ細かな住民さん方との話し合いの

中で一緒になって作成をしていく。今回の基本計画の中でもですね、安心・安全な町を目指すと

いったようなことも示されておりますし、なお、やはり住民の生命と財産と安全を守るというこ

とが行政の大きな責務の一つであると思いますので、なるべくならですね、災害ごとにもう一度

地域住民の皆さん方と一緒になって、そういった災害マップの作製に取り組んでいただきたいと
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思います。そしてその中ですね、一番は今、ハザードマップをするのか、しないのかといった質

問の中で、していくというようなことを言われましたが、今年度中にはされるということでよろ

しいでしょうか。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長(下野安彦君) 亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 質問にお答えします。防災マップについての避難経路は今のと

ころ記しておりませんが、いろいろ災害状況によって、いわゆる多様なですね、一応右の方向へ

避難路をしていたら、実際は左の方から逃げた方が安全な場合もあるということで、今現在では

町の防災マップには表示をしておりませんが、もし入れるとすればですね、どっちかと言えばこ

の方向だよというふうなことになるのではないかと思っております。それから、地域住民の参画

についてですけど、町行政の方は行政レベルの、一応防災地図というのを作成しておりますが、

今皆さんにお願いをしておりますように、各地域の自主防災組織でそれぞれ本当に行政のですね、

防災マップを参考にしながら、町の避難所、そして住民自らが考える避難所というのがあると思

います。それが例えば神社であったりとか、集会所であったりとか、それから一般の、民間ので

すね倉庫とか、そういうふうなこともあると思いますので、そういうふうなことをですね含めて、

自主防災訓練等をしながらですね、そういった自主防災マップみたいなのを作られるのが現実で

はないか。一応、行政としては基本的なベースというのは、基本的には防災マップには載せてい

るつもりでございます。それから最後の防災シミュレーションの地図はいつ作るのかということ

ですけど一応ですね、先ほども申し上げたように、これはいわゆる愛媛県の管理になります。そ

れで申し上げましたように、愛媛県の管理の中でいわゆる動いていくということですので、堤防

等の決壊については、基本的にいわゆる県管理の県の堤防が決壊するようであれば県の方へです

ね、基本的にはお願いをしなくちゃいけないというのが第一前提でございます。そういうふうな

ことで、愛媛県の管理によりますので、愛媛県のご理解をいただきながら、なおかつ上流域の伊

予市、そして下流域の大洲市とも協議をしていかなくちゃいけませんし、内子町だけが突出した

シミュレーション想定をしていくというのは、なかなかご理解がいただけないところもあるので

はないかというふうに感じております。そういうふうな意味で愛媛県のですね、一応ご理解とご

協議をいただきながら、どういうふうなお答えが返ってくるのか、まだちょっと話してませんの

で分かりませんが、一応そういうふうなところと、それからあと、なおかつ財源なんですけど、

財源も一応専門業者にだいたい概算でどれくらいかかるんですか、というふうな話を申し上げま

したら、約１，０００万とかいうレベルがかかるんじゃないかと。その想定にもよるんですけど、

そういうふうになりますと、内子町単独の自主財源ではなかなか難しいということになりますの

で、当然そしたら補助事業を想定しておかなくてはいけません。そういうふうな意味で早くはし

たいと思うんですけれども、そういうふうなですね、財源の目処も見極めつつ出来次第、着手を

して参りたいと考えております。以上です。 

○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、県の方の指導というふうなことを言われましたけれども、この国交

省が作った洪水ハザードマップの手引きを見ますとですね、「本手引きは、河川の堤防の決壊によ
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り浸水被害が発生するおそれのある市町村において、洪水ハザードマップを作成する場合に適応

する」ということ。これは県や国が指定した浸水想定区域の自治体に対しての分なんですけれど

も、その次にですね、「本手引き及び解説は、水防法に基づき指定された浸水想定区域をその範囲

に含む市町村だけでなく、それ以外の浸水被害を受ける恐れのある市町村が、洪水ハザードマッ

プを作成する際にも参考となるものである」ということが記載されております。私はこの部分を

見るとそれは県とか国とかじゃなしに、それぞれの自治体の中に、洪水の被害の想定を受ける恐

れのある所が、自主的に作成するものと受け止めているわけですが、これはそういうことではな

い、やはり県とか国や伊予市や他の市町村との関係があるということの理解をされとるわけです

か。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長(下野安彦君) 亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 基本的には大洲の方は国土交通省の管理下、それで内子町の方

は愛媛県管理下における河川というふうなことで、基本的には第一前提として、それがまずある

ということですので、一応愛媛県のですね、ご理解と協議とかをしなければですね、なかなか内

子町単独で出して、それがそのシミュレーション想定がいいとかどうとか、想定地震はできるん

ですけど、その辺のご理解がたぶんないとなかなか難しいのではないかと考えております。そう

いうふうな意味で愛媛県とそして実際やるようになったら上流域、下流域の伊予市とか大洲市さ

んとのたぶん協議もしながらですね、やっていかないといけなくなるのではないかと今のところ

は考えております。 

○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） 私はそこまで考える必要はないと思うんですよね。ハザードマップとい

うのはそんなに難しい話じゃない、例えば、降水量をある程度仮定した中で浸水の範囲と深さを

シミュレーションするわけですから。これは雨が何ミリ降ったとか流量がうんぬんとかいったこ

とじゃなしに、ある程度の大雨が降ったと仮定をして決壊したのを仮定した中での、あくまでも

想定の範囲の中でのシミュレーションですから。私はそんなに難しい話じゃない。これはおそら

く測量会社あたりに業務委託をすれば簡単に出来る話だろうと思うんですけれども。そんなに難

しいものなんですか。 

○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） 町民の皆さんの安全・安心のことですので、内子町が主体性をもって

検討していきますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○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） 今、副町長からご答弁をいただきましたので、おそらく住民の皆さん方

も安心は出来るんだろうと思います。 

 次にですね、災害時の情報の発信ということについて再度お伺いをしたいと思うんですが、今、

一斉メールでの発信はしておると言われましたが、それは一般町民も含めての話ですか。 
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○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長(下野安彦君) 亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 避難勧告とか避難指示とかですね、そういうふうなものについ

ては、いわゆるＮＴＴドコモとかソフトバンクとかＫＤＤＩですか、契約をして実施しておりま

す。対象は一般対象。以上です。 

○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） それは、今、言われたのは、一般的に地震の予報とかなんか時々メール

で入ってきますけど、それを言われとるわけですかね。携帯への一斉メールの配信というのは、

ドコモなり、ソフトバンクが例えば地震の予知の通報がきますよね、携帯に。そのことを言われ

とるわけですか。そうじゃなしに内子町が洪水の発生の恐れがある。それをドコモやａｕに対し

て発信依頼をしておるということですか。どっちなんですか。 

○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） 私、今まで内子町からそういった情報の発信の受信を携帯でしたことな

いものですから。どういうことを言われておるのか。 

○議長（下野安彦君） 理事者の答弁を求めます。 

○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） そういった防災情報につきましてはですね、町で独自にやっていると

いうことではなくて、ドコモとか県がやっているということでございます。町独自ではやってお

りません。ただ、消防団員に対してですね、町からメールを送るということはございます。 

○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） この情報発信のツールとしてはですね、先ほども質問の中でも言いまし

たけども、登録型の一斉メールの配信もありますけれども全国的に見るとですね、ＳＮＳ等を利

用しているところが最近増えてきておるんですね。そのＳＮＳというのは、先ほども申しました

けれども、発信だけでなくて例えば被災をされた方が、今その地域がどういう状況なのかという

ことを反対に行政側に発信する。行政側からみれば情報の収集が出来るといったようなことで、

最近そういった活用が多くなっております。私としてはですね、出来たらＳＮＳの中にもまた地

域ＳＮＳというのがありまして、その地域だけでＳＮＳのグループを作って情報発信、普段は町

の情報の発信をする、いざ災害時にはそれが災害モードに切り替わって、双方向性のですね、コ

ミュニケーションをとりながら、行政側からの情報発信や情報収集をするといったツールに使え

るというふうなものがありますので、私としてはぜひ総合計画の中でもですね、情報化推進プロ

ジェクトというのも上げておられます。そういったことも含めて今後検討をしていただきたいと

思いますが、町長その点について、町長のご所見をお伺い致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） 議員おっしゃるように多様な情報のツールというのは非常に大事だと思

います。こういう時代ですからですね、二重、三重の情報発信、受信体制というのはやっぱ作っ

て行って、大変大事なこと、そういうものも含めてですね、検討して参りたいと思います。 

○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） それとですね、先ほどの行政無線が聞きとりにくいといったような質問

をしまして、それに対してご答弁もいただいたわけですけれども、現在内子町では防災行政無線

の受信機の個人宅配備というのが地域によっては取り入れられておるということです。総務省で

も２０１５年度からそういったことに対しての補助も出していくというふうなことも言われてお

りますけれども、内子町では一部、旧小田町あたりは全戸に配置されているということですが、

今後そういったことを町内で拡充されるご予定はあるのかどうかお聞きします。 

○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） 防災行政無線につきましてはですね、非常に老朽化をしております。

現在デジタル化を検討しておりますので、そのデジタル化の折にはですね、そういう聞きとりに

くい地域につきましては、例えば個別受信機等の配置についてもですね、検討して行きたいと思っ

ております。個別受信機につきましてはですね、県もですね、補助制度をつくっておりますので、

そういったものを活用しながらですね、対策を取っていきたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○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） 先ほどのハザードマップ策定時のですね、住民の参画ということを申し

ましたが、ここに資料がありまして、ハザードマップがあまり活用されてないという例が多々全

国にあるようです。その活用されてない理由としては、ハザードマップ作成時に住民が直接介入

していないために関心が薄いといったようなことも出ておりますので、ぜひですね、ハザードマッ

プの作成については、今、言われましたように住民と一緒に作っていくというようなことを進め

ていただきたいと思います。最後にですね、ＢＣＰ、業務継続計画ですが、これはいろいろ研究

をされてきたということですが、実施するというご予定は、具体的にはスケジュールは決まって

おるんでしょうか。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長(下野安彦君) 亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） ある程度の骨格案をもとに、また見直しとかも必要でございま

すので、それを含めて平成２７年度に策定をして参りたいと考えております。 

○議長（下野安彦君） ここで約１０分間休憩をします。午前１１時００分より再開します。 

 

午前１０時５３分 休憩 

 

午前１１時０２分 再開 
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○議長（下野安彦君） 休憩前に引き続き、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） ３月定例議会にあたり、質問通告書の通り「内子町の各種実施事業の 

現況及び実状と今後の活性化対策について」及び「防災行政について」一般質問致します。 

最初に、稲本町長に総括質問を行います。まず、「内子町の各種実施事業の現況及び実状と今後

の活性化対策について」４項目にわたり稲本町長に伺います。最初に、近年全国的に関心が高く

なっている子育て支援と少子化対策について伺います。まず、内子町において現在実施している

子育て支援事業と、少子化対策として取り組んでいる事業の現況及び実施状況を伺います。併せ

て、支援対策事業の今後の進め方と今後の見通しについて、稲本町長の所見と見解を伺います。

また、今後内子町において、子育て支援や少子化対策として新たに取り組んで行こうと計画して

いる事業がありましたら、その内容を伺います。 

次に、Ｕ・Ｉ・若者定住支援策の現状と今後について伺います。内子町において、Ｕターンの

皆さんやＩターンの皆さん及び若者の皆さん達に、定住支援策として現在まで実施してきた移住

支援事業の実施内容と、その実績及び効果・成果を伺います。併せて、現在までの実績を踏まえ、

定住促進事業の今後の進め方及び、今後の見通しについて、稲本町長の所見と見解を伺います。

また、今後内子町において定住支援策・移住支援策として新たに取り組んで行こうと計画してい

る事業がありましたらその内容を伺います。 

次に、内子町内の有料観光施設の集客状況と今後について伺います。内子町内の観光施設のう

ち、入場料を頂いている有料観光施設について、それぞれの観光施設ごとの近年の集客数・入場

者数の推移状況をまず伺います。現在までに、集客対策として実施してきた各種事業及び、イベ

ント内容とその効果及び、実績を伺います。今後、それぞれの施設で、新たに計画している集客

対策事業があれば、その事業内容を伺います。 

次に、道の駅、株式会社内子フレッシュパーク からりの現状及び将来について、稲本町長に伺

います。その前に一言申し上げます。先程、稲本町長より行政報告で、るる報告がございました。

かぶるところがあるかもしれません。先日、全国モデル道の駅として、からりが全国数ある道の

駅の中で、「地域の元気を創る地域センター型」モデル道の駅として、国土交通大臣より選定賞を

受賞されました。選定理由として、生産者自らが運営に携わり、内子町独自の特産品を活かした

加工食品の開発を行ってきたこと、また約６０名の雇用を創出したことなどが評価されたと伺っ

ています。私自身、からり加工部会の生産者の一人として、大変うれしく、誇らしく思っており

ます。からりは、株式会社として独立した企業であり、内子町の行政内組織ではありませんが、

内子町が５０パーセントの株を所有しており、稲本町長が代表取締役会長として経営に参画され

ております。また、からりの動静は、町内外多くの皆さんから高い関心を持っておられており、

全国的にも注目もされております。そういうことで、質問をさせていただきます。まず、からり

７部門全体の直近の経営状況を伺います。併せて、今期及び来期以後の見通しを伺います。 

次に、からりを一企業体として見た時、特長、優れたところ、すなわち強みです。及び弱点、
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すなわち弱み、それぞれどのように見ておられるか、稲本町長の見解を伺います。先ほど述べま

したように、対外的評価は大変高いからりです。しかし現在のからりに問題点・課題があればそ

の内容を伺います。あるとすれば、その対策と今後の見通しを伺います。 

次に、からりが平成９年に出来てから１７年が経過しました。現在、からりが保有している各

施設の老朽化対策を立て、改修時期が順次来ているものと思います。先般、町議会、産業建設厚

生常任委員会の視察研修において、加工所施設の視察と共に、燻製工房及び、パン工房の一部改

修について説明を伺いました。現在、からりの今後全体的な施設整備の改修計画及び、構想が有

るようでしたらその内容を伺います。 

次に防災行政について質問致します。先程の森永議員と重なるところがあるかもしれませんが、

ご了承願います。あの痛ましい３・１１東北東日本大震災から間もなく４年目を迎えようとして

います。災害や緊急事態は、何時どのような形で起きるか予測がつきません。災害に備えるため

心の準備と対策は、十分すぎることはありません。そこで、異常気象時の災害に対処する防災行

政について伺います。台風など異常気象時の自然災害が予測される状態において、避難勧告や避

難指示などが発令されていますが、内子町においてはどんな状況下で、どの様な基準で実施され

ているか改めて伺います。また、災害予測の地域指定や地域特定を、何を基準として決められて

いるか伺います。今年度は、内子町も異常気象の多い一年であったように感じております。内子

町内で今年度、今までに避難勧告などが発令された件数と、その内容及び実施した結果、被害の

有無を伺います。 

次に、防災・減災を目的として、町内パトロールを実施しておられるかどうか。実施しておら

れるとすれば実施内容を具体的な事例を挙げて実状を伺います。内子町では、新しいハザードマッ

プ、緊急避難地図を作成したと伺いました。各自治会や地域住民への配布状況と今後の配布計画・

配布時期を改めて伺います。その中で、特に重点地域、レッドゾーン・イエローゾーン内に居住

している住民の皆さん方に対する周知方法を改めて伺います。以上の通り、総括質問を致します。 

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

○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） 才野議員にお答え致します。私の方からは、からりのことについてお答

えを申し上げて、あとのご質問につきましては、担当課長の方で答弁を致させます。 

からりの件につきましては、もうご案内のように才野議員もご承知だと思いますけれども、基

本的に私は会長という代表権をもった立場ではありますけれども、指定管理として、株式会社と

してからりは経営されておるんです。そこの中で役員会を開き、最高議決機関であります株主総

会で、経営方針なり、すべてのものが承認されているという会社経営でございますから、その会

社経営に対して町長があまり口を挟むということは、あまりいいことではないんではないかなと

いうふうに私自身は考えているところでございます。ただ、ご質問でございますから、概略だけ

申し上げますけれども、今のところ先般、モデル道の駅でマスコミの皆さん方に大勢取り上げて

いただいているということがあって、対前年の同月比でいきますと、２月だけで１３％くらい伸

びているという報告は受けているところでございます。トータル的には、だいたい前年並みくら
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いの締めができるんではないかという報告を受けているところでございます。それから、ご質問

の施設の整備等々についてでございます。これは、財産権は町にあるわけでございますから、今

後の建物の状況以下によってはリニューアルも含めてですね、大きな改修等々にも手掛けないと

いけないんではないかなというふうに思ってますけれども、これは大きな財源も必要でございま

すので、県や国に相談しながら、また会社とも相談しながらですね、順次これはやっていかない

と、もしかしたらできないかもしれないということで、考え方の中には置いておかなくてはなら

ないというふうに思っております。それから、からりの良い所、悪い所、利点は何かということ

でございますけれども、お分かりのように、非常に空間、緑を大事にしたり、小田川があったり

ですね、お客様があそこで一日楽しんでいただけると。ただ単に農産物だけではない、いろんな

ものが楽しめるという所。そして、あの知清の公園まで広がっていきますと、近年ものすごくお

客様があそこの広場におられます。そういう意味では非常に大事な役割を果たしていっているん

じゃないかな。またパンがあったり、レストランがあったりですね、多様なものがあそこにある。

一日、あるいは数時間、あそこでお客様に楽しんでいただけるいい施設ではないかな。ただ、先

ほど申しましたように、全国にそういう施設がたくさんありましたから、やっぱり去年よりは今

年、今年よりは来年、やっぱり会社を進化させる、内容も充実させる、そういうことがとても大

切だというふうに思っております。関係者の皆さん方のまたお力添えをよろしくお願い申し上げ

たい。からりに関しては、私の答弁等、以上で終わらさせていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

○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。 

〔土居好弘保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 私の方からは、子育て支援、少子化対策についてお答えをさし

ていただきます。少子化の課題は、全国的な共通な課題でありまして、その対策が急がれている

ところでございます。内子町におきましても、さまざまな支援事業等をそれぞれの課を横断する

形で進めておりますけれども、私の方からは、特に子育て支援につきまして、２６年度新たに取

り組んだ事業について、ご説明をさしていただきます。最初に、中学生の入院費の無料化です。

２６年１２月の議会でご決定いただきまして、２７年度からは中学生の入院につきます入院費を

無料とさしていただいております。０歳から小学生までにつきましては、入院費、通院費とも無

料としておりますが、２７年度当初予算の中で４，７００万ほどを計上さしていただいておりま

す。その内、１，０００万弱が県の補助でありまして、町の一般財源としましては３，７００万

程を計上さしていただいております。また議会の方からは、中学生の通院費も無料化ということ

を要望されておりますので、今後他市町村の状況を踏まえ、また財政状況を勘案しながら検討を

していきたいというふうに考えております。 

次に、本年、内子町子育てガイドブックを作成致しました。国の地域少子化対策強化交付金、

１０分の１０の補助でありますけれども、その補助をいただきまして、子育てのガイドブックを

２，５００部作成し、小学以下の家庭、全世帯に配布することにしております。また今後は、転

入者や婚姻届提出者の皆さんに随時配布をしていくことにしております。その内容は、妊娠から

出産までのさまざまな情報や保育園、小学校、中学校の紹介、並びに内子町の医療緊急体制の紹
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介、さらには内子町でおこなっておりますさまざまな子育て支援制度や、各施設でおこなってお

ります、支援教室等を紹介した情報でありますので、今後広く活用いただけるものと思っており

ます。 

 次に、いのちの授業を本年おこないました。これは愛媛県が推進をされておりまして、松山の

ＮＰＯ法人が中学生と 1 歳未満児のふれあいと、いのちの尊さを学ぶ授業を開催されましたけれ

ども、県下で６箇所のうち、内子町で２箇所、内子中学校と大瀬中学校で開催することが出来ま

した。当初、１歳未満時の親子が集まっていただくか心配をしておりましたが、内子中学校には

２３組の親子、大瀬中学校には１０組の親子が参加をいただき、参加した中学生からは赤ちゃん

を抱き上げて感動した。将来は子どもを産み、育てていきたいという感想をいただき、また保護

者の皆さんからも好評を得ておりますので、平成２７年度は内子町の単独事業として開催する計

画を今進めているところでございます。また、昨年４月にオープン致しました子育て支援センター

であります。新築と同時に職員も２名体制から３名体制に充実をさせて、子育て相談やベビーシッ

ターの紹介、親子ふれあい教室、また小田地域にも週に１回は出前教室をおこなうなど、内子町

の子育て支援の拠点としてさまざまな活動をしております。２５年度の利用者は、１日２．５組

程でしたけれども、本年度は 1 日１０組の親子、約５倍の方に利用していただいている現状でご

ざいます。また、保健センターにおきましては、妊婦・新生児健診・乳幼児健診など随時おこなっ

ており、安心・安全の子育て支援をおこなっているところであります。さらに２７年度からはハ

イリスク妊婦支援事業。また、歯周病等が新生児に与える影響があるということで、妊婦の歯科

検診等、新しい事業にも取り組むことにしております。また保育園制度でございますが、新子育

て支援制度に基づきまして、２７年度から新しい体制で保育園を運営することにしております。

その多くは、保育時間の延長、標準時間を１１時間というふうにさしていただき、土曜日も同じ

１１時間の保育をできるように今進めているところであります。また、自治学習課が担当でござ

いますが、小田地区の放課後子ども教室につきましても開催の準備をしているところでございま

す。 

今後、第２期の内子町新総合計画が制定されようとしておりますけれども、そのプロジェクト

１０の一つに、子育て応援プロジェクトがありますので、そこで提案された事業につきましては、

随時、積極的に取組みをしていきたいというふうに考えているところです。少子化対策につきま

しては、それぞれの課で企業誘致や移住者の促進などそれぞれおこなっておりますので、随時ま

た説明をさせていただけたらというふうに思います。今後も各課を横断した少子化対策を推進し

ながら関係機関や地域と連携し、さらに暮らしの基本である家庭の存続、それぞれの家庭での話

し合いをおこなうことの大切さを継承しながら、内子町子育て支援・少子化対策に取り組んでい

きたいと考えているところです。 

○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） 私の方からはですね、質問事項１の（２）の若者定住支援策と２の

防災行政についてのお答えをしたいと思います。まず１の（２）でございますが、内子町がＵ・

Ｉ若者定住支援策として実施している各種事業の実状と今後の見通し、及び対策等を伺うという
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ことでございます。Ｕ・Ｉターンによる移住・定住支援策としては、短期間の居住を通して田舎

暮らしを体験できる移住体験施設、それから国の補助制度を利用し、主に水廻りなどの部分を改

修し、移住希望者に貸与する定住促進集落活性化住宅、内子町で農業を志す方への農業研修施設、

新規就農者研修施設などの住宅整備や、うちこんかい内子移住サイトを立ち上げ、うちこ家バン

クによる情報発信、また移住希望者への移住相談などを行っており、うちこ移住促進会議を立ち

上げた平成１９年４月１日以降、５１世帯１１５人の方が移住をしてこられました。今後の見通

しでございますが、内閣官房の調査によれば東京都在住者の４割が移住する予定、あるいは今後

検討したいといわれる潜在的希望者がいるとのことです。しかも東日本大震災以降、西日本への

希望者が多いと言われております。このような事から本町でもその受け皿となるべく来年以降、

首都圏での移住相談会の開催や県との連携事業である戦略的移住人材発掘事業の推進、それから

内子町のホームページや、総務省が４月から運営する全国移住ナビなどの情報発信などを積極的

におこない、移住促進を進めて参りたいと考えております。 

続きまして、２の防災行政の中の１番、内子町として異常気象時の避難勧告等の発令はどのよ

うな状況下で地域を特定し実施しているか。その基準を伺うという内容でございますが、避難勧

告の発令時の状況としては、通常の避難行動が出来るものが避難行動を開始しなければならない

段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況としております。また、避難指

示の発令状況としては、前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性

が非常に高いと判断された状況。堤防の隣接地と地域の特性等から人的被害の発生する危険性が

非常に高いと判断された状況。人的被害の発生した状況としております。河川洪水や土砂災害の

場合、具体的には、大雨警報が発令され、避難判断の水位としては、内子知清においては、３．

００ｍ。大瀬成屋においては、４．８０ｍとしております。そして、消防団や地元住民からの情

報、土砂災害警戒情報、現場の状況等を判断し、早めの対応に努め、災害対策本部長である町長

が発令をしております。 

（２）番の内子町における今年度の発令件数、内容等につきましては、避難勧告の発令件数は１

件でございます。内容は台風１１号による平成２６年８月９日、１０日にかけて、上川地区、本

川地区、中川地区計４２５世帯、９１５人に対して土砂災害警戒による避難勧告を発令したもの

でございます。人的な被害はございませんでした。 

それでは３番目のご質問でございますが、防災目的で町内パトロール実施状況と防災マップの

住民への配布状況、及び重点地域等を住民に周知している方策等を伺うということでございます

けれども、町内パトロールにつきましては、年１回、梅雨前に関係機関と共に土砂災害警戒地域

を全町パトロールをしております。また、防災施設や消防関連施設の現地確認等の時に、併せて

パトロールをしております。防災マップについては、平成２１年度に５自治センター管内の防災

マップを全戸配布しております。重点地域のレッドゾーン、イエローゾーンについては、地区指

定の時に住民説明会を実施し、説明をしております。その後は、内子町ホームページや５自治セ

ンターで、地図を見られるようにしてございます。今後は、４１自治会ごとの詳しい防災マップ

を平成２７年度に作成し、全戸配布を予定しております。以上でございます。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(下野安彦君)  安川町並・地域振興課長。 
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〔安川 徹町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・振興課長（安川 徹君） 私の方からは、内子町内の各観光施設の集客状況についてご

答弁申し上げます。内子町の内子座、上芳我等の観光施設については、平成２６年中に内子座に

おいて有料入館者数が前年比４．０％の減少で２万９，８５１人。上芳我邸では有料入館者数が

前年比８．７％の減少で１万６，２０５人。商いと暮らしの博物館は昨年と同じ程度で１万２，

７７２人などとなっております。全体では減少してきております。なお、内子座の数値につきま

しては、有料入館者数のカウントでございまして、公演等で入場された方がその他８，０００人

ございますのと、上芳我邸では無料ゾーンだけの入館者が平成２６年度で３万５，１９１人ござ

います。平成２６年におきましては、上芳我において企画展やビジターセンターにおいても企画

展や各種展示会を行うなど、入館者利用者の増加に努めてきたところです。今年度におきまして、

内子町の観光戦略を定め、内子座については日常的に小さな公演や上映会を行うことや、アマチュ

アや学生バンドの誘致、会議場としての利用などを通して活用を図って行きたいと考えておりま

す。また、凧博物館については、凧に関連するイベントを増やすなど戦略を掲げ誘客につなげて

いきたいと考えております。また、町並駐車場においては、個人のマイカーの利用が前年比０．

４％増の１万２８６台ありますが、バスの利用が前年比２６．７％の減少。１，６７２台となっ

ており、旅行社によるツアー対策として、内子町での２時間の滞在プランをつくり、旅行社に提

案して旅行社ツアー商品造成をおこなっていただき、採用して貰うよう営業もおこなっておりま

す。内子町での食事や観光施設利用を促していきたいと考えております。また、新たに策定が予

定されております内子町総合計画の基本計画の中では、着地型観光推進や、内子座や凧博物館な

どの多様な活用を図りながら入館者数の増加を目指すこととしております。また、この基本計画

に沿って各観光施設の無料ｗｉ－ｆｉスポットの構築や観光客が、案内が無くても町が歩けるよ

うなスマートフォンのアプリケーションの導入などを図り、各観光施設の入館者・利用者の増加

を図っていきたいと考えております。 

○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） それぞれ総括質問に対してお答えいただきました。細目について質問さ

していただきます。稲本町長からからりについては、別会社であるということですから、第３セ

クターでやっておられることであまり口出しはしたくないということですが、町長も述べられま

したように、からりも１７年経って建物がそうとう老朽化されてます。そういう影響があったか

どうか分かりませんが、やっぱり冬場はですね、来られた方も寒い思いをされて買い物されてい

る。そういうことで今研修等をですね、休憩室に導いてやられているということも、これも一つ

の対策だろうと思うんですけど。ただやっぱり今後２０年、３０年とからりが道の駅として売っ

ていくためにはですね、やっぱり施設の整備というものを大変大事だろうと思います。言われま

したように、緑で周りが囲まれた施設を大切にしたいということでぜひですね、これはいろいろ

構想もこれから考えられるんでしょうけど、あの一帯がですね、緑の空間として残り、なおかつ

今の直売所、それからレストランというようなところがですね、歩いてつなげて行けるような形。

それからどちらから見ても、今、知清側からのルートは吊り橋があったりしてですね、たしかに

いいんですけど、逆に内子橋側の中山川沿いの方はですね、見てもあまり好ましくない状況です。
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国道５６号線からみた場合にでもですね、ぜひからりに吸い込まれていくような形に今後計画を

進めていただきたいと思います。そういう構想をもっておられるかどうかをまずお伺いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今のご質問につきましては、基本的には会社とですね、十分詰めていか

ないかんというふうに思ってますが、ご案内のように、今のからりの持っている雰囲気っていう

のは壊さないように充実させないといけないと。建物をいろう場合にもですね、そういう雰囲気

を壊さないようにしないといけないというのがあります。それからもう一点は、私は大洲の国土

交通省の出先にも申し上げているんですけども、内子五十崎のインターチェンジから内子橋の所

までは、元々片側２車線の計画があったと思うんです。あれがいつの間にか計画にあるのかない

のかよく分からない。まず、あれをちゃんとやってほしいと、片側２車線にやってほしいという

ことが一つ。それの関連で内子橋を渡ってからりの方へ、あそこが本当に土曜・日曜大渋滞を起

こしますから、そこのところの整備をきちんとやってほしいということを常々申し上げてきたん

ですけど、これも引き続いてですね、国の方にはちゃんと申し上げていかなくちゃいけないとい

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） 一言、言い忘れたんですけど、からりの強みということで先ほどは町長

からお話はなかったんですけど、内子産品にこだわっているということが私は強みだろうと思う

んですね。長浜、大洲、八幡浜、それぞれ道の駅がありますけど、見てもですね、それこそバナ

ナがあったり、海外の物が売られたりしております。そういった面で内子町のからりは内子産品

をメインで扱うということをこれからも続けてほしいと思うんですが、町長の考えをお伺いしま

す。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） そういう方向でですね、やっていかなくちゃいけな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） 続いて、保健福祉課の方にお伺いします。少子化対策ということでです

ね、先般の資料を保健福祉課の方から頂いたんですが、合計特殊出生率というのが２月１０日に

県の人口問題総合戦略本部というところから発表があって、愛媛県の直近の指数が１．５０と。

内子町は１．５６ということらしいです。前回の平成１５年から１９年とだいたいほぼ横ばいと

いうことです。愛媛県で一番多いのが新居浜市の１．８０。２位が大洲市と西条市の１．７２。

東温市が１．２９ということで、一番最低らしいです。ただしお聞きしましたところ、人口を減

らさずに維持するためには、２．０８以上の指数が必要であるというふうなことも言われました。

ということは、愛媛県全体としてどちらの地域も人口減にはなかなか効果が出てない。難しい時

代だということです。ですから、いかに内子もですね、今後人口を増やすためには、そういう先
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ほども答弁いただきました中でですね、今後またいろいろと考えていかないとならないこともあ

ると思うんです。実は先般、全員協議会でこういう基本計画に対するプロジェクトの資料をいた

だきました。その中でですね、特記する事項があります。うちこんかい事業の促進ということで、

目標ですが、毎年人口の１％をＵ・Ｉターン者の受け入れを目指すということを上げておられま

す。また小田支所管内におかれましてもですね、同じく目標としてですね、人口増に対すること

で毎年５世帯のＵ・Ｉターンを目指すというふうに書かれております。これの具体的なその目標

に対する事業はどういうふうに考えておられるか、それぞれお伺いしたいと思います。 

○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） 合計特殊出生率についてでありますが、議員ご指摘のとおり愛

媛県全体の平均は１．５、内子町は１．５６です。同時期の全国の指数は１．３８ということで

ありますので、決して先ほど言われました２．０８、人口増に加わる数字から見るとかなり程遠

いところはありますけれども、やはりそれぞれの町として努力をしながら２．０８以上になる部

分を、少しでも進めていくことが大事かなというふうには思っております。ただ私ども行政で出

来る少子化対策っていうのはどうしても条件整備っていうことが基本でございます。その中で実

際に子どもを産んでいただく若者の定住ということに、一番の力点を置いて行くことがこれから

も必要ではないかなというふうに思っております。そのことについてもそれぞれ産業課等で取り

組んでいただいておりますけれども、先ほどの答弁の中の最後に申し上げましたように、やっぱ

り子育てをする基本は家庭であろうかなというふうに思ってます。やはり家庭の中での親子のつ

ながりとか家族の絆とか、そしてまたそれをとりまく地域の皆さん方の子どもとの関係っていう

ものをまた再構築して、特に進路を考えだす高校生の皆さん方の地域参加という部分の中で、地

域愛を育むような事業を展開することによって地域に残ろう、地域へ定住しようという若者を増

やしていくことが、この出生率の増加につながっていくんではないかなというふうに思っており

ますので、そのことも含めながらこれから取り組んでいけたら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） ありがとうございます。今おっしゃいましたように、たしかに家庭でで

すね、親子が話をする時にぜひ内子へ残って仕事をしてくれやの、というようなことで話するの

が自動的なことですし、だいたい今までもそうでした。ただ、若い者はですね、はしかみたいな

ものと言っては失礼かもしれませんけど、やっぱりいっぺんは都会に出てみたいというのがどう

してもあるものですから。そうであればですね、私も実際高校出てから、それで２５、６で戻っ

てきた人間の一人ですが。都会は都会の良さがあり、地元は地元の良さがあるということでぜひ

ですね、また子どもさん方、町民の皆さん方にもいっぺんは都会に出て行くのもいいだろうと。

しかし我が家がある、家がある内子に戻ってまたあと仕事を継いでくれやというようなことをで

すね、家庭内で話し合ういうようなことをぜひやっていただいたらと思います。それと共にです

ね、Ｉターン、Ｕターンの皆さん方を迎え入れる事が出来れば大変いいことだと思います。今Ｉ

ターンがですね、先ほども言いましたそうとうな方が内子町に入っておられます。Ｉターン現象

が進むとＵターンにつながってくるというふうなお考えを持っておられる教授の方もおられまし
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て、たしかにそういうことでＩターンの方々がですね、ある程度根をおろして、またそれに伴っ

てじゃあＵターンの方、内子出身者の方がですね、戻ってこようとする場合ですね、たぶん５年

という壁があると思うんですよね。５年以上でなければ。そういった面のもっとゆるやかな制度

というんですかね、そういう方たちに対してＵターンに対する助成制度の拡充ということについ

てはどのように考えておられるでしょう。 

○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） 質問よろしいですか。５年と言われましたけれども、それはどういう意

味でしょうか。私よく分からないんでありますけれども。 

○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） これは内子町ではないかもしれません。内子から出て行って、それから

１年、２年で戻ってきた場合には助成がない。ただし、５年以上であればＵターンとしての助成

があるというふうなことを他市町で聞いたものですから。内子町はそういうことはない、Ｕター

ンの方に対する助成もあると考えてよろしいんでしょうか。 

○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） 今言われたのに適合するかというのがちょっとあるんですけ

ど、国の制度としてですね、成年就農給付金というのがご存知かと思いますけれども、ございま

す。これにつきましてはですね、新たにですね、経営リスクを負って新規就農者が経営に参画す

るというようなことでですね、軌道に乗るまでは国の方で支援をしましょうという制度がござい

ます。年齢制限がですね、４５歳までということになっている制度なんですけれども、これにつ

きましても町の方にですね、新しく農業に参入しようということで入って来られてですね、今現

在、一生懸命就農されているというそういう制度はございます。これについてはですね、５年間

最大限ですね、支援しましょうという制度がございます。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） Ｕターンに対する助成策があるかどうか。それはまた今後考えていただ

きたいと思います。 

次に、観光施設についてお伺いします。先程、縷々説明は受けたんですが、凧博物館の入場者

数についてはちょっと報告なかったと思うんですが、それがどれくらいであったかということと、

ただ、今内子町が進めておられる着地型観光ということをですね、目指しておられるということ

で、バスの利用が大型バスの利用が前年よりか２６．何パーセント減ったということで、当然こ

れは時代の流れとしてですね、小グループでの内子町の散策というようなことを、ありがたいこ

とで、リピーターもそういう形である程度定着していくんではなかろうかと思うんですが、そう

いう中でですね、着地型観光ということで、ビジターセンターの方で進められているということ

ですが、今後のそちらの方の観光の予定、進捗状況と合わせて質問致します。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 
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○議長(下野安彦君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 凧博物館の方についてはですね、昨年度がですね、実は７．

６％の増で２，１５９人ではございますが、申し訳ございません、これ一部ですね、無料でイベ

ント等で入られた方のカウントも含めておりますので、有料で入られた方はちょっとこれよりは

少ない数字ということになろうかと思いますので、ご了解いただいたらと思います。着地型観光

につきましては、先ほど少し答弁の中でも少し申し上げましたけれども、まず一つには観光戦略っ

ていうものをですね、もともと観光計画に沿った形ですね、もう少し具体化したものをですね、

戦略として位置付けて策定をしております。そういった意味でそういった計画に則ってですね、

これは観光のセクションだけでやることだけでなくて、いろいろな民間の方のですね、ご協力も

得ながらですね、こういったものを着実にですね、実行していきながら着地型観光を育てていき

たいというふうなことも考えておりますし、先ほど答弁でも申し上げました総合計画の中の着地

型観光ということでですね、一つに情報戦略ということで観光協会のホームページなどを新たに

立ち上げることとかですね、あとは地元での旅行代理業務の推進、あるいは二次交通の整備など

そういった目標などを掲げておりますので、こういったものを整備しながらですね、着地型観光

を進めて行きたいと考えているところでございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ぜひ着地型観光がですね、発信されてまた内子に来る方のですね、大勢

の人じゃなくてもいいと思うんですね、小グループでも来てですね、ゆっくりと滞在されて泊っ

たり、時間をおいていただいてですね、中身の濃い観光になるように努力していただきたいと思

います。そのためには、こちらから発信することが当然必要だと思うんで、よろしくお願いしま

す。 

 続いて防災についてですが、先ほど防災のことで宮野課長の方からご説明いただいたんですが、

平成２１年度に前回の防災マップについては全戸配布をしておるということらしいんですが、現

在新しい防災マップができたというふうなことを伺っております。今後全戸に配布する予定とい

うことなんですが、ただ、配布しただけでは町民の皆さんもタンスの隅へ押し込んでしまったん

では何にもならんので、やはり自治会とかですね、区等を通してですね、やっぱりきめ細かな説

明というんですかね、お宅はイエローゾーンですよとか、レッドゾーンでこうですよ、というよ

うなことも合わせてですね、やっぱり時間をかけてやっていただきたいと思うんですが。その計

画はどのようになっているんでしょうか。 

○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） ただ今のご質問でございますけれども、各４１自治会ごとの小さな

図面といいますか、これが実際はですね、各自治会とか自主防災組織で自分達の地域は自分達で

守るということで、どっちの方向へ逃げるとか、こういう危険な場所があるとか、そういったも

のを作る際には自治会単位のとは言いましたけど、本当はここに大きくして、そこに書きこんで

住民の皆さんがこっちへ逃げるとか、そういったことの地元での活用をしていただきたいという

思いがございまして、それがなかなか手頃な地図が今までなかったということで、そこら辺の拡
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充をして自治会単位とか、自主防災単位でのご活用をしていただきたい。それには来てくれとい

うご要望がございましたら、出向いて行って説明もしてい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） 自治会の方からの要望も確かに必要ですけど、町としてもですね、積極

的にＰＲ、周知をしていただきたいと思います。 

 最後にですが、最初にですね、保健福祉課長の方から答弁いただいた件で、子どもの医療費無

料化ということなんです。先般の１２月議会で入院費の中学生までの無料化を、助成するという

ことになりました。あとの通院費については今後ということでしたが、いろいろな議会の各市町

の動向を見ておりますと、愛媛県もほぼ８割程度は通院も無料化というようなことに進むんじゃ

なかろうかと思いますので、再度稲本町長の方からぜひですね、来年度中には医療費の無料化を

考えているということを答弁いただきいと思うんですが、よろしくお願いします。 

○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） 中学生の入院まで無料化をさしていただくという時にも私申し上げたと

思うんですけど、小学生までの医療費無料化、１，４００万くらいを想定してたんですけど、３，

０００万くらいいってます。中学生でだいたい４００万くらいでいくかなと思ってたら、まだ分

かりません、どれくらいいくかやってみんと分からんのですが。全体的なもの、医療費の伸びも

見ながらですね、これは判断もさしていただかなくちゃ一方でいけないと当然思うんです。こう

いう政策っていうのはやっぱり光と影がありまして、たしかに無料でいいんですけど、そうする

と、そういう方はいらっしゃらないと思うんですけど、安易にですね、お医者さんにかかる。こ

の位だったらお医者さんに行って早めに看てもらえや、早めに行って早めに対応するっていうこ

とももちろん大事なんですけれども、そのくらいだったら２、３日寝とったら治るんじゃないか

というような所までですね、お医者さんに行くという傾向がもしかしたらあるとすればですね、

そういうものが医療費を上げていくわけですから、医療費を上げると国民健康保険税も上げざる

を得ないということになってくるんで、やっぱりこういう政策には光と影もあるということを是

非ご理解をいただかなくちゃならないというふうに私は思ってます。今の件につきましては慎重

に検討していきたいというふうに思ってます。 

○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） なかなか難しいところもあります。ただ、今言われるように予防医療と

か、こともですね、我々高齢者の方々には大切なことですから。子どもと親御さん方にもですね、

そういった形でできるだけ病院にはかからないで済むようなことにもですね、アナウンスをして

いただいて実現をしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

 

○議長（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。 
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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、池田洋助議員の発言を許します。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

〔池田洋助議員登壇〕 

○７番（池田洋助君） 議長の許可を得ましたので、着帽のまま一般質問をさしていただきます。 

それでは、第二次安倍政権は昨年末の衆議院解散総選挙に大勝して、アベノミクス第３の矢、

成長戦略を推し進める為に６月に規制改革会議が取りまとめた、農協、農業委員会等の見直しの

答申に基づいて岩盤規制改革を断行し、ドリルで風穴を開けると、安倍総理の強い決意を表明し

ました。そして２月９日に政府自民党と全国農業協同組合中央会、ＪＡ、全中の農協改革を巡る

協議が難なく大筋で決着したと報じられました。全国に約７００ある地域農協に対するＪＡ、全

中の監査指導権をなくし、２０１９年３月末までにＪＡ、全中を一般社団法人に転換することな

どが取り決められ、ＪＡ、全中は一般社団法人に転換した後、地域農協の総合調整機能を担うと

附則に盛り込むというものです。また農業委員会の見直しでは、農業委員は議会の同意を得て市

町村長が選任をおこない、議会推薦、団体推薦を廃止し、また人数を削減して認定農業者を半数

を入れて、若者助成を積極的に登用すべきというものであります。また、委員会の意見公表や行

政庁への建議の見直しを上げています。昨年１２月１２日、内子町議会は提出された２つの請願

を受理し、審査の上、意見書を取りまとめて私が内子町議会の同意の上、農業、農協改革に関す

る意見書を衆参両議院議長、内閣総理大臣他、関係閣僚にそれぞれ提出を致しました。意見書に

は農業の食料需給率の向上や組合の自主性や地域の雇用の維持、また農業委員会の公選制の維持

と農地管理や地域農業振興の建議機能の充実を求めており、内子町のような中山間地の農業、家

族経営農業を守るよう要請したところでございます。おそらく、全国の県議会、市町村議会から

も同様の意見書が出されたものと推察致しますが、意見書は総理大臣方に読まれていないのか、

残念ながら意見書は素通りして、今月にも法案が提出される予定であります。なんとも忸怩たる

思いであり、意見書を出したとたん、刀でバッサリ切られたような心境になるのは私だけでしょ

うか。 

そこでまず稲本町長にお尋ねしますが、この度の農協、農業委員会等の改革については、どの

ような認識をお持ちでしょうか、伺います。また、上岡孝光内子町農業委員会会長にも認識につ

いてお尋ねを致します。そして、今月にも関連の法案提出、そして審議と言われておりますが、

法制化後の内子町の農業の振興はどのように推進されていくのか。また、どんな影響が出てくる

のか、それぞれお尋ね致します。なお、ご案内のとおり通常国会でこの法案は現在の時点では可

決成立致しておりませんので、細かな政策的な事というよりも、どのような取組みを重点的に進

めていくのかといった思いだけでも結構です。 

 次に内子町の稼ぐ力の一つであります、果樹生産ですが、県内でもフルーツの町として知られ
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ており、昔から柿やブドウをはじめ、梨や桃、栗、キウイフルーツなど果樹生産がさかんな地域

であります。しかしながら、農家の高齢化による生産者の減少は水稲、畑作農家に限らず、近年

果樹生産農家も同じように担い手不足となって、加えて急傾斜地が多く、園地も小規模で分散し

ているなど中山間地の特有の立地条件から耕作放棄地が急増しており、山地の維持が困難となっ

ていると認識しております。果樹は、苗を育てて収入を得るまでに数年を要するため、栽培を始

めたその年に収入が得られるのは、野菜などと比べ新規就農者が取り組むには大変難しい農業で

あると思います。この地域固有の財産である果樹生産地の維持についてはどう取り組んで行くべ

きだと思われますか。そして担い手となる新規就農者の育成確保についてのご所見をいただきた

いと思います。 

 次に、安倍総理は地域再生の目玉の一つとして平成２８年度に地域おこし協力隊について、こ

の３年間で３倍の３，０００人にすると総務大臣に指示をしたと言われておりますが、内子町で

も昨年４月より赴任した３名、また１０月から赴任した１名の地域おこし協力隊４名が着任して

おります。また今年度新たに２名の協力隊員の募集・着任が決まったと聞いております。私も広

報うちこ５月号、またＦａｃｅｂｏｏｋ等での写真等は拝見致しましたが、もうすぐ１年が経と

うとしてますが、今までの具体的な活動についてお尋ねを致します。また、彼らの２年目に向け

ての今後の取組みについて伺います。都会から来られた協力隊の皆さんは、内子町にとってもこ

れからの地域創生戦略を推進するため、先ほど取り上げた新規就農者の育成や移住促進、雇用促

進、人口減少対策など内子町を外から見た目で大胆に効果的な対策づくりに、行政を始め、地域

住民の皆さん各団体と一緒になって知恵と力を発揮していただきたいと思います。また、３年任

期の残り２年間に彼らが定住するための就業支援及び起業支援を内子町としてどう進めて行くの

か、お尋ね致します。 

 次に、今年４月より赴任予定の新しい協力隊２名についてですが、具体的な活動といいますか、

業務内容についてお尋ねを致します。今回の方々は、集落支援や地域行事のサポートではなく、

本格的な嘱託職員と伺いましたので、その業務による具体的な効果についてお尋ねを致します。

最後に、地域おこし協力隊に係る予算として報償費に２００万、活動費に２００万、総務省から

特別交付税で賄われていると思うんですが、報償費、活動費とともに、自治体としてはとてもあ

りがたい制度であります。が、柔軟かつ機動的に活動費が使えるならば、より効果的になると考

えるんですが、限られた任期の中で予算化しないと活動できない時代が生じるのではないかと危

惧を致すんですが、その対応策をどうするのか、答弁を求めます。以上、一括質問を終わります。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助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） 私の方から池田議員にお答えを致します。まず、農協改革のご質問でご

ざいますけれども、農協改革は、議員ご質問にありましたように、農協の上部組織でありますＪ

Ａ全中の指導監査権を廃止して、地域農協が自立と創意工夫によって特色を活かして、農業を成

長産業にしようというのが基本的な狙いだろうというふうに思っております。今日まで農協は農

業、農村の振興という面において一定の役割を果たして来られたということを私は理解をしてお
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ります。しかし、これだけ消費が個性化し多様化し、そして産地の担い手も高齢化しているとい

う中で、農業振興という面をどういうふうに向き合っていくのか。そういうことを、特に販売の

面においては若干弱い面があるんではないかなというふうな印象を私は持っております。同時に

非農業部門の割合が肥大化しておりまして、信用共済事業が高くなってきていると。本来の農業

振興というものが少しずつ遠くなってきているのではないかという印象も持っているところでご

ざいます。そういう中で、今回の改革が断行されるということでございます。地域の農協の皆さ

ん方が販路開拓なども含めてもっとしっかり取り組んでほしい。自主性をもって農業所得の向上

が出来るよう取り組んでほしいとの思いだとすれば、それはそれで私も理解出来るところであり

ます。それぞれの農協がこのことをどういうふうに受け止められ、どのように方針を出されるか、

今後その動向を注視して行きたいというふうに今思っているところでございます。それから農業

委員会の改革についても、あとで会長の方から詳しいご答弁があると思いますけども、農業委員

会の改革については、果たして町長が農業委員をですね、しっかりと今の公選制をはずすという

ことですから、しっかりとやっぱり見て地域の農業振興、農村振興に役立つ事ができるのかって

いうのは、隅々までははっきり申し上げましてそれは分からないことがたくさんあります。今の

こういう中山間地域の農業振興を図る上で、この制度を変えるということが本当に必要なのか、

そのことが本当にやらないといけないことなのか、私自身は非常に疑問に思っているというとこ

ろでございます。 

それから農業振興にかかる政策のことについてのお尋ねでございますので、若干答弁をさして

いただきたいと思います。ご案内のように現在人口は減って、また高齢化が進むというのは内子

町だけではございません。国内のマーケットが小さくなっているということでございます。です

から、地産地消ということはもちろん大事なんですけれども、「地産外商」というものにもしっか

りと目を向けて、販売ルートを確保することが最も私は重要だというふうに思ってます。そのた

めには、内子産品のブランド化、商品価値を高めるため、マーケット市場の広い三大都市圏や海

外でも内子町や町産品を知っていただく、あるいは評価される商品を作っていくことがとても大

切だというふうに思ってます。その手段として、ご案内のように都市圏でのフェアや企業等への

訪問を現在おこなっておりますけれども、今のところ、薪でありますとか、干し椎茸であります

とか、地酒の販売など一定の成果が表れておりまして、今後とも農協や森林組合、また商工会等

とも引き続き一緒に協力をしながら、力を入れていかなくちゃいけないというに思っているとこ

ろです。それからこれらの取り組みの一環としまして、今回、国が打ち出しました「地方創生事

業」において、東京圏域における内子町産品のテスト販売を行いまして、消費者に支持される町

産品の開発と販売促進を進めるために、これらの経費を補正予算に計上しているところでござい

ます。こういった成果を元に、今ある物を売るだけでなくて、消費者目線にあった商品をブラン

ド化して販路開拓をおこなって行きたいというふうに思ってます。農業においても、六次産業化っ

ていうのは大変重要であると思っておりますけれども、合わせて今まで３０年近く実施して参り

ました内子町知的農村塾等々の学ぶ場があります。農家の皆さん方、あるいは興味をもっておら

れる皆さん方が毎回５０名近く来て学んでおられます。そういう学ぶ場も今後とも持続さして

行って、色んな知識を、知恵をここで吸収できるようにしていかなくちゃならないというふうに

思います。 
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それから担い手の確保についてでございますけれども、平成２０年度からは大瀬地区の新規就

農者技術習得研修施設に、Ｉターンの新規就農者を全国から受け入れたり、平成２２年度からは、

首都圏で開催される「新・農業人フェア」というのがございまして、これに参加して内子町の情

報提供や就農相談を通して、内子町で就農していただくよう希望者の掘り起こしを行っていると

ころでございます。また、愛媛大学農学部の農山漁村地域マネジメント特別コースに進学、就農

する者については、貸与した奨学金を同額補助する制度も整備致しまして、１名の就農、２名が

修学中となっておりますが、このようなＵ、Ｉターンの取り組みも今後も継続し就農につなげた

いというふうに考えております。それから当初予算でも計上さしていただいておりますけども、

議員ご指摘のように果樹、特にブドウですけれども、今非常に生産額も上がっております。きゅ

うりも上がっております。やっぱりこういうちゃんと生業としてやっていかなくちゃならない、

やっていける者に対する、あるいは早く栽培さすことによって高値で販売できる。そのためには

ハウス化、施設化っていうのはとても大事なことでございます。現在の町の補助率３０％を５０％

に、限度額を３０万円から７５万円に引き上げる予算を当初予算で計上さしているところでござ

います。また農作業の支援をおこなう仕組みが出来ないか。特に果樹栽培はそうでございます。

柿なんかもそうでございますけれども、なかなか栽培に手がかかるということがあって、これは

農協とも協議して参りたいと思っているんですけれども、新たなそういう作業をする人たちを確

保していくという仕組みを取らないといけないだろうなというふうにも思っている所でございま

す。いずれにしても農家の皆さん方が生業としてしっかりと経営出来るように、町としても全力

で応援して参りたいというふうに思っているところでございます。あとは、担当の農業委員会の

会長等で答弁をさしていただきます。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 上岡孝光農業委員会会長。 

〔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、池田議員にお答えを致します。この度の規制改革

会議における農業委員会関係の見直しの事項と致しましては、農地の先ほど申されました中間管

理機構と言われる機関が、農業の振興をする上で、何をどのようにして農業の振興しようとして

いこうとして、寄与しているのかということが私としては理解できません。と申しますのは、内

子町のような条件の悪い中山間地では、多くの農地は借り手が見込まれないと思います。更に機

構が扱う農地は、借り手が見込める農地を対象とするとなっておりますので、この内子町にはこ

の中間管理機構の機能が十分に活かされないおそれがあるのではないかと心配を致しております。

また、農業委員の定数削減に致しましても、地域の現状を理解している委員の定数を半減し、代

わりに調査員を配置するということなのですから、どのような効果があるのか疑問を持たずには

いられないのが現状であります。このような観点から池田議員もご承知のとおり、私達農業委員

会と致しましても、県選出の代議士に対し要望書を提出致しましたが、何の効果も無く、一方的

な改革という流れを食い止めることが出来なかったことを非常に残念に思っております。 

次に、法制化後の農業振興につきましては、国及び内子町が推進しております六次産業化を個

人で進めながら、企業等に対抗するには、販売面、資金面等々、大きな問題があるのではないか

と思います。そのため、当町のような小規模な農地を利用し、所得を向上さすためには、行政及
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びＪＡが施設栽培等を進めるためのその施設に対し、協調し助成を行うことなどが必要ではない

かと考えております。また、後継者不足の解消及び農地の保全につきましては、高齢化の下では

どうしても経営規模の縮小へと流れて行くのではないかと思われますので、現在の経営規模を維

持するためには、サポーターまたはヘルパー等の、現状に合った支援体制づくりが重要なポイン

トになるのではないかと考えております。また、このことにより、Ｉターン、Ｕターン者の農業

に対しての技術面また知識面の習得に役に立つのではないかとも考えております。最後に、私会

長と致しましては、今後も各種会議に参加させていただく事で、より効果的な農業振興に繋がる

よう取り組んで参りたいと考えております。以上で終わります。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 私の方からはですね、地域おこし協力隊についてのご質問、３点頂

いておりますので、まず（１）の４名の地域おこし協力隊の今までの活動状況と今後の取り組み、

それから２年後の定住に向けた就業対策への支援について伺う、ということから答弁をさしてい

ただきます。地域おこし協力隊は、一定期間地域に居住して地域おこしの支援や地場産品の開発、

販路開拓、住民の生活支援などをおこないながら、定住・定着をはかる総務省の事業です。この

制度は非常に有効であるとして、総務省では現在約１，０００名の隊員を３年後には、３，００

０名まで増やすという目標を打ち出しております。現在、内子町では、平成２６年度に４名の隊

員を採用し、それぞれの地域・施設で、イベントをはじめとする地域行事の運営支援を行う他、

新たな取り組みとして、地域づくり計画書策定に係る取りまとめ、「うちこわまつり」の開催や、

廃校となった小学校での大学生との交流事業、ギフト商品の開発・販売など、隊員が企画し、自

らも主体的に取り組んでいただいており、地域住民からは高い評価を得ております。また、いず

れの隊員も人柄よく、自己研鑽意欲が旺盛で、奉仕活動や自治会活動を始めとする様々な事業に

も積極的に参加をし、地域住民との良好な関係を築きながら、地域に深く溶け込んでおります。

２年後の就業対策と致しましては、協力隊員としての経験を積みながら起業化もめざして欲しい

ということから、地域おこし協力隊員の起業化に向けた研修会をはじめとする、各種研修会に積

極的に参加をしております。現在、協力隊員が話し合いを進め地域課題を解決しながら、収入手

段を得るためにＮＰＯの組織化についても勉強をされております。 

続きまして（２）番の４月から赴任する２名の協力隊の具体的任務は何で、その効果について

説明を求めるということでございますが、今年の４月から赴任される予定の２名の具体的な任務

につきましては、一人は内子町のビジターセンターを拠点に町の着地型観光を進め、多くの観光

客を誘客するために、地域ならではの地域資源を活かした観光プランの提案や販売業務の支援を

行っていただきます。また、もう一人は内子フレッシュパークからりを拠点として、加工品の開

発、販売業務の支援、及び町内の農産加工品の掘り起こしの支援を行っていただく予定でござい

ます。お二人にはこれまでの経験を活かしていただきながら、新しい視点で大いに力を発揮して

いただきたいと考えております。そのことによって組織や地域に新しい風が入り、町の活性化に

つながることを期待しております。 

 続きまして、最後ですけれども、３番目ですが、活動費として２００万円の特別交付税を柔軟
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に支出できるようにすべきだと考えるが、というご質問でございますが、活動費につきましては

２００万円を限度に特別交付税措置として対応出来ることになっております。内子町では協力隊

員の住居費、それから活動における通信費や燃料代、研修参加のための旅費などに充当致してお

ります。今後も隊員の意見を十分に聞きながら、予算の範囲内で柔軟に対応して参りたいと考え

ております。以上でございます。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

○７番（池田洋助君） それではですね、先ほど町長からですね、農業振興について色々ご所見

をいただきまして、内子町の今後の進める方向の中にやっぱり販売能力をつけるとか、販路拡大

といった言葉がありましたので、そういうのを充実拡大していっていただきたいというふうに

思っております。それらについて、これらも関連があろうかと思うんですけど、協力隊の方々が

例えばですね、先ほど言われたからりの農産品加工の六次産業化というようなことで国も進めて

おりますが、今まで実際にですね、新しく来られた方も含めて都会で、今までそういった関連の

仕事をされていた方が、本当に、十二分にこちらが要請している業務の内容にマッチしたものが

できるかどうかという点が一つあります。例えば、内子であれば、じゃばらを推進していますか

ら、じゃばらで商品作りましょうと、その隊員にこれで何か作って下さいといったところ、その

人は僕はミカン関係が嫌いだからあまり試食もしたくない。僕がやりたいのは柿の加工がやりた

いとか、そういったことで政策的なずれが生じた場合は、協力隊の方が優先するのか、それとも

からりの会社としての方針が優先されるのか。そこら辺りで募集した方は、そういう専門家とし

て呼んでるんだから、こうやってくれっていう内容がずれた場合、こういった時の判断を総務課

長がされて行司役をされるのかどうかちょっと分かりませんけど、そこの判断をするのかという

のがまず一点。それと協力隊員に関して言えばですね、私も自分ごとなんですけど、今から２５、

６年前ですかね、前に、パプアニューギニアという国に２年間赴任しておりました。これは青年

海外協力隊という国の開発支援の部門で行っておったんですが、一番困ったんが、地域の人にど

う溶け込むか。今、総務課長の話では地域に溶け込んだということを言われたんで、その点はい

いことだと思うんだけど、お友達になったからそこで３年間過ごすというのではダメなんで、自

分の目的は、技術移転とかそれから技術協力といったことの専門分野で行っているわけだから、

そこの地域に自分のなんらかの足跡残す。私どもの場合は最長３年間居れるんだけど、私の場合

２年２カ月で帰ったんですが、そこに例えば残したものがちゃんと住民に評価されて、それをも

とに自分達の自助努力につながるか。それが地域の発展につながるかといったことを考えての

やっぱり協力隊活動だというふうに自負しとるんですが、今回の地域おこし協力隊については３

年後の定住というのが目的で、これに人口減少に歯止めをかけるとか、そういった複数の目的が

あろうかと思いますので、溶け込むプラスアルファー、ここについて誰がどう評価するか分から

ないですけど、例えば３年後に仲良しにはなったんだけど、特産品開発がうまくいきませんでし

たよと。そしたら、みんなに評価されないんだったら、僕は、私は出て行こうかなというような

雰囲気になってしまうかもしれません。それは今まで協力隊が出来て５０年なんですが、その中

で発展途上国の支援を日本がしてきた中で、そういったものに対しての今までのいろんな反省も

ありますので、地域おこし協力隊の国内版が今回の地域おこし協力隊だということになっており
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ますから、その点について、今２点質問したと思うんですが、よろしくお願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 今のご質問なんですけど地域おこし協力隊がですね、技術の協力と

いう言葉で言われたと思うんですけど、ピンポントでその技術にたけている人を選んでいるかっ

て言えば、なかなかそういうわけにもいけませんので、そういうものが得意だよというところの

方を、少し面接の時はですね、選ぶということですから、例えばじゃばらと柿で、じゃばらは推

進したけれども、俺は柿の方が好きだから柿の方やるよと、こういうふうな場合はですね、やは

り内子町が目指している方向に沿った形でやっていただかないと困るなというふうに私は思って

おります。それがまたうまくいって、柿が素晴らしくなった場合もそれは考えられないことはな

いんですけれども、その時のやっていこうとする方針に基づいて、その中での活動をしていただ

きたいというふうに考えております。それからですね、地域に溶け込んでおるからっていうこと

と、３年間の任務を終えた時点で最終的にはそこに住みついていただいて、何かの自分の仕事を

起こして、ここに住んでいただくというのが最終目標になっております。が、一年が経過して今

のところ４人ともですね、まだ来年もやるぞという力強い言葉は言ってもらっておりますけど、

いつどの時点でやめたという場合も考えられないことはありません。ですから、内子町だけでは

なくて他の市町での事例を参考にしても、任期半ばでバイバイと言った方はあります。ですが、

やっぱり内子町に来ていただく方はですね、やっぱり最後まで、最長３年間はおっていただいて、

なんらかの形で内子町の町づくりに貢献をしていただくような仕事を見つける。そのために現在

いろんなところの地域、地域で、それからいろんなところで仲間を増やして、単身で来られとる

方もありますが、配偶者がある人はその人を呼びたいというようなご意見もありますので、がん

ばってやっていただきたいというふうに考えております。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 簡潔に要領よく質問をよろしくお願いしまして、池田議員どうぞ。 

○７番（池田洋助君） 聞き洩らしたかもしれんのですけど、活動費についての予算化の仕組み

ですよね。隊員が例えば耕運機を買いたい。これで耕作放棄地を耕したいといった場合に予算措

置で、どれだけ早くそれを提供できるのかっていう点をお答え下さい。 

○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） 今のご質問ですけれども、隊員の方からですね、パソコンが調子が

悪いから新品にしてほしいとかですね、バイクが活動に要るからとか、その燃料代とかですね、

そういったものについてご要望に応じて、だいたいの範囲については２００万円の範囲で手当て

をしております。予算が２００万円の範囲であればですね、それが必要となった場合は、これは

一般会計の予算に組みますので、当然理事者の査定が入ります。ですから、できるだけ隊員の希

望に沿うような形で予算の範囲内で対応して参っております。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

○７番（池田洋助君） 先ほど初めに申し上げた農業に関する例えば、耕作放棄地の解消とか農
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業委員会も一緒になってやらないといけないっていう時に結局、ちょっと質問が長くなるかもし

れませんが、協力隊が例えば耕作放棄地をやろという目標をもった場合にですね、そういった横

の連携とか、先ほどの話、子育て支援については各課横断的にっていうようなことがあったんで

すけど、そこらあたり農業委員会との調整とか、そういったところの政策をもう少しやっていた

だいて、いい見本というのを早く実績を作っていただきたい。例えば、お祭りで協力したからそ

の後一緒に酒飲んで楽しかったよ、だけで終わらないような活動につなげていただきたいと思う

んですが、それをなごりおしいんですが最後の質問と致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 今の議員の言われたこと良く肝に銘じまして横の連絡を取りながら

ですね、進めて参りたいと思います。 

○議長（下野安彦君） 次に、山上芳子議員の発言を許します。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員。 

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） ３月議会、通告に従い、質問させていただきます。はじめに、がん教育

の推進について質問致します。がんに関する正しい知識を学び、命の大切さについて考える「が

ん教育」の取組みが全国で広がっております。文部科学省は昨年、医療や教育分野、がん経験者

などの有識者による検討会で、がん教育の在り方を議論致しました。そして全国２１地域７０校

でモデル事業を実施し、さらに今後、教材などの開発を進めるようです。先進事例を検証しなが

ら全国にがん教育の重要性を訴えております。東京豊島区の小・中学校でのがん教育を推進する

ため、独自のプログラムを開発し、小・中学校用の指導書など、どの教員であってもがん教育を

指導できる先進的な取組みをしております。がんに対する正しい知識を得る事ががん医療を受け

る上で基本であると言われております。また、埼玉県熊谷市では、がん体験者による「いのちの

授業」がおこなわれました。現場の教師の負担も考慮して、がん経験者などの民間の力を活用し、

市が市民と協働で課題解決を図っております。また、医師らも外部講師として招き、協力を得る

など指導方法の工夫は、自治体独自の取組みとなっております。先月２４日、県がん教育推進協

議会が松山市であり、専門医や患者が講師となって講演会や研修会を開いたモデル校の成果が報

告されました。ご存知かと思います。８校、小・中学校や特別支援学校での実施であります。県

教育委員会のモデル校へのアンケート結果によると、「がんは怖い病気」と答えた生徒は、講演会

前の９５．８％から開催後は８７．７％に減少。「検診を積極的に受ける」としたのは、５８．５％

から８５．４％に増加。また、「がんになっても充実した生き方ができる」は、３５．８％から７

４．７％に伸びております。このことからも、がん教育の成果が出ていることが如実に分かりま

す。生涯のうちに国民の二人に一人ががんになると言われている今、それだけに子ども達ががん

を正しく理解すれば、大人に成長してからも検診受診率向上に結び付くと考えます。また、子ど

も達から親に「がん検診を受けているの。」という言葉があれば、親自身の受診率アップにもつな

がって参ります。がん対策の最大の啓発活動になります。将来の検診受診の向上に結び付く教育

の推進を本町においても積極的に実施されますよう提案致します。そこでお伺い致します。 
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一つ、がんに関する教育についてどのような認識をされているのでしょうか、お伺い致します。

二つ、町民の健康を守る観点から子ども達へのがん教育は重要であると考えるが、どのように取

り組む考えかお聞かせ下さい。 

 次に、空き家対策について質問させていただきます。高齢化や人口減少を背景に全国で空き家

が増え続け、問題になっております。総務省の２０１３年の住宅・土地統計調査によると、全国

の空き家数は８２０万戸にのぼり、住宅総数に占める割合も１３．５％でいずれも過去最高となっ

ております。空き家は景観上の問題だけでなく、敷地へのごみの不法投棄、放火や倒壊の危機、

害虫の発生など地域の安全をも脅かします。こうした空き家において速やかに対処する必要があ

りますが、あくまでも管理責任者は所有者であるために対策が思うように進んでいないのが現状

であります。しかし、こうした中、全国では課題解決へ積極的な動きも見られます。それは自治

体レベルでの独自の取組みをし、実績を上げているところもあります。東京・足立区では老朽家

屋を解体する所有者に解体費用を助成する制度を実施しております。また長崎では寄附を条件に

市が除去し、跡地は公園や駐輪場などにしたりと、それぞれの対策を講じております。一方、空

き家撤去の促進とともに空き家の利活用に向けて、自治体がインターネット上で物件情報を公開

し、仲介する「空き家バンク」制度などを導入する動きも増えております。本町も実施されてお

りますが、空き家バンクについては情報不足もあるかと思います。住民もあまり知らないのでは

ないでしょうか。空き家対策はまったなしで増える空き家対策は、遅れる程、手の施しようがな

くなる問題です。昨年１１月、空き家対策特別措置法が成立致しました。そして本年、一部施行

となったとのことで、対策の加速度を目指すことになります。この特別措置法により、市町村は

固定資産税の納税情報を活用して所有者を把握しやすくなる他、倒壊の危機などがある空き家へ

の立ち入り調査や所有者に撤去、修繕を命令できるようになりますし、国や県が費用を補助する

仕組みも整いました。対策を進める市町村に大きな追い風になります。そこでお伺い致します。

一つに現在、町内において倒壊や地域住民の生活上に不安を及ぼす空き家などかなりあるのでは

ないかと思いますが、使用可能な空き家の活用も含め状況をお聞かせ下さい。二つ、地域住民の

不安に答えるために、また防災などの観点からも本町にあった空き家の適正管理を促す条例を考

えるなど、町として対策を講じるべきではないかと考えますが、ご所見をお聞かせ下さい。以上、

質問と致します。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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、がん教育の推進についてお答えを申し上げます。が

ん教育につきましては、政府ががん対策推進基本計画により平成２４年度から２８年度までの５

年間で学校での教育の在り方を含め、健康教育全体のあり方でがん教育をどの様にすべきか、結

果に基づく教育活動の評価を目標とするということで始まっております。このことを受けて文部

科学省では、平成２６年度から文部科学省主催の「がん教育」の在り方に関する検討会において、

平成２６年度は基本方針についての検討。平成２７年度は必要な教材の開発、外部人材の活用方

法等についての検討。平成２８年度は教材の修正、引き続いて外部人材の活用方法についての検
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討、報告書の作成という計画で進められています。平成２６年度からは、議員が言われましたよ

うにモデル事業を、地域を絞って実施して、事業課題の改善や教材の作成などが進められている

状況でございます。 

 次に、どのように取り組むかということでございますが、現在、モデル事業実施校以外では、

がんに特化した教育は行っていないと思われます。が、総合的な学習の時間や保健体育の時間な

どで、食の安全と生活との関わり、生涯を通じた健康などについてその中でがん教育などを行っ

ております。「がん教育」は重要でありますが、学校教育で進めていく上には、子ども達への配

慮の問題とか様々な問題等がありますので、それらの問題がモデル事業の実施により検証された

上で、学習指導要領等の改訂も検討される予定となっておりますので、今後文部科学省の動向等

により検討してまいりたいと考えております。以上で説明と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、空き家対策についての（１）につ

いてまずお答えを致します。本町においては、平成２２年、２３年に町内全地域の空き家調査を

実施しました。その結果、倒壊しかけた家も含めて約４５０軒の空き家を確認致しました。その

うち、修繕をすれば住めるのではないかと思われる家の所有者に賃貸、あるいは売買に関する意

向を確認するアンケートを実施し、賃貸・売買可能といわれた方の家を「空き家バンク」として

登録してホームページで紹介をしております。平成２０年以降、空き家バンクからは、１８件の

賃貸契約が成立をしております。また、総務省の過疎地域等自立活性化交付金事業を活用して「定

住促進集落活性化住宅」を６棟整備し、６０歳以下の方で自治会活動など地域の付き合いができ

る方という入居条件のもとに、移住希望者に対して募集を行っておりまして、現在５棟に入居し

ていただいております。今後も、空き家バンクの登録を進め、情報の提供を行うとともに、補助

金を利用した定住促進集落活性化住宅の整備にも努め、積極的に移住者の受け入れを進めたいと

考えております。 

 続きまして、（２）番の方でございますが、町として対策を講じるべきではないかということで

ございますが、議員ご指摘の昨年１１月に成立した「空き家対策特別措置法」ですが、制定の狙

いとしまして、まず一つは、老朽化し倒壊の恐れのある空き家への対策です。法律で問題のある

空き家を「特定空家等」と定義して、市町村が空き家への立入調査をおこなったり、指導、勧告、

命令、行政代執行の措置を取れるように定め、所有者が命令に従わない場合は、過料の罰則を設

けております。また、登記があいまいで空き家の所有者が分からないという課題については、固

定資産税などの課税のための個人情報を、必要な範囲において利用できるようにも定めておりま

す。もう一つの狙いは、活用できる空き家の有効活用です。市町村に、空き家のデータベースを

整備し、空き家や空き家の跡地の活用を促進することを求めております。内子町では平成２２年、

２３年に町内全地域の空き家調査を実施し、約４５０軒の空き家データベースがありますので、

それをもとに平成２７年度は、危険度等の実態調査、空家所有者の意向調査、対象区域の設定・

戸数把握を行い、平成２８年度には空家等対策計画を策定し、条例や要綱を整備し、国の交付金

を活用しながら空家対策を進めたいと考えております。以上でございます。 
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○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 答弁いただきましたがん教育でありますが、全国的にモデル事業として

やっております。今、課長ががんに対する配慮ということも考えてということも言われましたけ

ど、なぜ小学・中学生にがんを学ばせる必要があるかということなんですけど、日本人の寿命が

延びております。長寿命化の社会になっておりますので、そういうことでがんが増えてきており

ますので、そういったことから早期発見、早期治療に結び付けば治る病ということで、がん自体

のことも学ばせるわけですけど、その中で命の大切さとがんに対する予防の推進をですね、がん

教育の中で学ばせていくことが私は大事じゃないかなと思うんです。直接にがんという文字を

もっていったら、低学年やそういう子には多少の影響もあるかと思いますけど、そういった予防

の推進の方向の中からですね、がん教育を進めて行く方法もあるんじゃないかと思いますけど、

そういう考えはありませんか。お伺い致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

○学校教育課長（片山哲也君） 現在、先ほども申しましたけど小学校６年生とか中学校３年生

でですね、予防の観点から、そういう喫煙対策とか、生活習慣病の観点から、がんについては、

教育を行っております。ですからそれらを拡充するかどうか、また生活習慣病とは違った遺伝的

なものも出てきますから、そこら辺の検証も必要になってきますから、そういったものをどうし

ていくかということについても、今後は学習指導要領との改訂でも上がってくると思いますので、

それらを合わせた検証の結果で推進をさしていただきたいというふうに思っております。現在も

やっておりますから、全然やってないということではございませんので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 現在もやっておられるということですが、それは各学校で実施されとる

ということですか。町内の。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

○学校教育課長（片山哲也君） 今の保健体育の中に入っておりますので、どれだけがんという

ことに対して特化してやっているかどうかということは分かりませんが、教科の中に入っており

ますからその部分については触れております。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 再度お伺い致しますが、しているということでありますので、できれば

ですね、私もそういった授業にですね、一回参加さしていただいて見学したいなというのが希望

でありますが、先生方が熱意を持ってですね、子ども達にがんの予防の大切さを教えることで、

初めて国民レベルでの大きな成果が生まれてくるんじゃないかなということは、私は今思ってお

りますので、是非とも内子町、小・中・あるいは高校においてがんの教育をですね、しっかり進
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めていっていただきたいなというのが私の思いですので、またよろしくお願い致します。期待し

ておりますので。それについてですね、親御さんのがん検診の受診率アップにもなって参ります

ので、家庭の中でもそういった話が必ず出ますので、教育の方に力をよろしくお願い致します。 

 それから空き家対策ですが、今も数字的なものをお聞きしたんですが、やっぱりかなり多いで

すよね、本当内子町、県下でも内子町は多い方なんじゃないかなと私は思っております。そうい

う情報もちょっとお聞き致しましたが、そういうことで少子高齢化や核家族、また雇用の問題な

どで子どもさんが地元に帰れずですね、後継者がいない事から家を守れないということも増える

原因かなと考えております。この様に適正に管理されてない家が今後もますます増えてくるん

じゃないかなと予想しております。そこでこういった住民の方からですね、管理されていない家

についてですね、近隣の住民の方から苦情と言いますか不安な声などが私はあがってるんじゃな

いかなと思いますが、これについてはいかがでしょうか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） たしかにですね、空き家の危険建築物でございましてです

ね、その関係になりますと住民の方からですね、ちょっとという形でご相談もございます。その

ような場合ですね、うちの方としては、所有者を調べてその所有者の方に撤去とかそういうふう

な形をしておるということで、なかなかこちらにおられない場合には、住所が分からない場合も

ございますから、場合によっては１年くらいかかるようなこともあります。その中で適切にそう

いうお願いをしておるところでございます。今回法律ができましたので、そういうことで補助と

か要綱が出来ましたら、また金銭的な面で撤去がしやすくなるんじゃないかというふうに考えて

おります。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 私がなぜこういう質問をしたかと言いますと、私議員になりまして以前

ですね、空き家の問題の相談がありましてね、それはほとんど倒壊に近いお家だったんですけど、

それをなんとかしてもらえないかというご相談を受けました。その時にはそういう法律もまだで

したので、なかなか行政の方に向かって対応をしてくれということを言いましたけど、結局所有

者の管理責任である以上は、所有者がいないとだめだということで、行政の方からも、もう対応

は出来ないということでですね、大変相談者に対してつらい思いがあったんですけど、今後そう

いった空き家の特別措置法も一部施行ということでありますので、本町におきましてもこれから

迅速な対応につながると期待しておりますので、よろしくお願い致します。それから空き家バン

クについてでありますけど、空き家バンクも私も勉強不足で、内子町が導入しているということ

知りませんでした。正直言いまして。今回の次年度の、来年度２７年度にも計上されておりまし

たが、こういった空き家バンクもですね、有効に利活用するために町内外の皆さんにしっかりと

情報提供ということで、ホームページに掲載しているということではもちろんあるんですけど、

なかなかパソコンも使える人、使えない人、家庭にある、ないありますのでね、こういう情報提

供をもっと内子町の住民に対してもすれば、もしですね町外からこうこうで内子町におうちがな

いかと、移り住みたいんだがというような相談があった時にですね、即答えられるように。そう
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いったことで情報不足もあるんじゃないかなと思いますので、もっと情報の提供をしていただき

たいと思いますが、その点について。 

○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） ただ今のご質問でございますが、情報につきましてはおっしゃ

られましたように、ホームページ等で公表はしてますけれども、見られない方ももちろんいらっ

しゃるいうふうなこともございます。当町では現在、電話での問い合わせも結構担当の方に参っ

ております。その都度丁寧にご案内もさしていただいておりますけれども、まずは町内の横の連

携をしっかりしながら、また自治会とかですね、そういうような所にもですね、今後緊密な働き

かけをしながら情報収集、それから情報の発信に努めて参りたいと思いますので、ご理解いただ

きたいと思います。以上です。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 最後にですね、空き家対策の実態も今後もしっかりと把握していただき

ながら、効果的な対策を進めていただきたいと思っております。また、がん教育においても積極

的に本町において推進していただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

○議長（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０１分 休憩 

 

午後 ２時１１分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、宮岡德男議員の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

〔宮岡德男議員登壇〕 

○１５番（宮岡德男君） ３月議会にあたりまして、発言通告に沿って質問をおこないます。ま

ず、初めに、今議会に提案をされております第２期内子町総合計画の基本構想に関わる問題であ

りますが、町長の町づくりの基本的なお考え方についてお伺いを致します。この問題については、

今議会において特別委員会を設置をして、審議が予定をされておりますので、詳しくはそこでの

議論を待ちたいとは思いますが、今日は町長の基本的な考え方について伺うものであります。そ

の第１点は、稼ぐ力のある内子町を目指すとしておられますが、具体的な考え方についてと、も

う一点、内子流のコンパクトな町づくりについて選択と集中の考え方に立ち、集約すべきものと

広く展開すべきものとに分けるとしておられますが、具体的にはどのようなものを想定しておら

れるのかについてまずお聞きを致します。 

次に、昨年総務省から各自治体に要請されている公共施設等総合管理計画を、どのような姿勢

でこの国の要請に沿ってあたられておられるかについてお伺いを致します。この要請は自治体内
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での公共施設の統合や廃止の推進と広域連携を合わせて求めているものと言われておりますが、

一部ではこの計画は財政的なあめを与えて、住民サービスの削減を地方自治体に求めているもの

ではないかとの批判もあるわけでありますが、内子町ではどのように受け止めてこの要請に応え

られておるのか。その姿勢についてお伺いを致します。 

第３点は安倍政権が進めております地方創生で、内子町がどのように活性化できるのかという

問題に対して、稲本町長はどのようなご所見をもっておられるかについてお伺いを致します。昨

年、国会解散直前に国会で成立した地方創生関連法である、まち・人・仕事・創生法によって地

方自治体は地方分権とは反対の、国からのトップダウン的な計画行政が復活するのではないかと

の懸念があるわけでありますが、国の進める地方創生についてどのように認識をしておられるか。

特に同法によって内子町も、国の策定する総合戦略に基づいて数値目標を入れた総合戦略を策定

しなければならないと言われておるわけでありますが、どのような姿勢でこの問題に臨まれるの

か、町長のご所見をお伺いを致します。 

次に、介護保険行政についてお伺いを致します。いよいよ４月から第６期事業に移行しますが、

法の改正などにより、負担増とサービスの削減や打ち切りが強行されようと致しております。内

子町でも第６期事業計画においては、介護保険料の大幅な引き上げが条例案として出されていま

すけれども、当初政府は低所得者に対して１，３００億円を投じて、軽減措置を行なうと言って

おられましたけれども、消費税１０％引き上げの先延ばしを理由に、ほとんどが反故にされてい

るようであります。この政府の決定に対して、自治体が独自に減免を行なう、そのようなところ

が出ているとお聞きをするわけでありますが、内子町ではそのような考え方、方向を検討をされ

たかどうか、これをお伺いを致します。私は、内子町の介護保険料が大幅に引き上げられること

の新聞報道を見られた町内の高齢者から電話をいただきました。この方は、自分は介護保険の世

話にならないよう、健康管理に努力をしてきた。しかし、今日の新聞を見てこれ以上保険料の負

担が増えては暮らしが成り立たなくなる、なんとかならないのかというこういうお話でありまし

た。このような方々にとって、負担軽減策として政府が約束し、町もその方向で制度を作成をし

ようとしておられたと思うんでありますが、これは議会に対しても一度説明を受けたわけであり

ますが、この軽減の制度が反故にされているような状況、これに対して町としての対応が私は問

われていたと思うんであります。今、政府は、このような各自治体の独自補てんについて、それ

は自治体には出来ないということが言われておったようでありますが、我が党の機関紙、赤旗新

聞の問い合わせに対して、厚生省は法令上は禁止はされていないとの回答をしておるようであり

ますが、国が約束をしていた保険料軽減を見送っておいて、自治体がやろうとするのを止めると

いう、そういうおかしい方向に対しての国民の怒りの声がそういう回答をさせたと思うんであり

ますが、町として今後この自治体独自の軽減策についてどのように考えておられるか、この点を

お伺いを致します。 

次に、税務行政とも重なる問題でありますが、現在、内子町でも取り組まれております制度で、

介護認定者に対して税控除が受けられる、障がい者控除認定書発行手続きの改善についてお伺い

を致します。この制度は、前河内町長が退任以前に、町内の社会福祉推進協議会が町民の皆さん

と力を合わせた運動の中で、河内前町長がこの制度の充実を図られた制度でありまして、この内

子町のこの制度は、要支援２から全て発行されるという県内でも一番進んだ制度であろうと私は
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思っておりますが、この認定書の発行率が昨年度で５％にも満たない状況とお聞きを致しました。

いくら立派な制度であっても、活用されなくては宝の持ち腐れではないかと思うわけであります。

一応、町の広報などでこの程度の告知はされておりますけれども、この制度が発行申請書を本人

か扶養親族が役場へ行って、申請書を提出をしなければ発行をされない申請主義になっているこ

とが、発行率の低下につながっているようであります。この取組みの先進自治体であります埼玉

県朝霞市では自動発行に切り替え、要支援２以上の対象者に送っておられまして、約９４％の発

行率になっているということであります。このような町民の要望に沿った部分でなかなか対策が

進んでいないような状況の中で、自動発行をするならば先ほど申し上げましたように９割以上の

方々に届くという制度でありますから、これについてぜひ勇断をもって改善をされていかれるこ

とを強く求めるものであります。 

最後に、原発事故に関わる問題についてお伺いを致します。その第１点は、２０１３年１２月

議会の私の原発事故を想定しての避難計画を、緊急防護措置区域外の４０キロ、５０キロ圏域に

ついても作ることを理事者は表明をされました。それから１年３カ月が経過を致しておりますが、

この計画については、どのように推移をしておるのでありましょうか、お伺いを致します。２点

目は１月に発表された原発再稼働手続きに関わって、内子町は鹿児島県川内原発の再稼働問題で、

川内方式と言われる、立地自治体と県に限定をして、再稼働の是非を決めるという川内方式につ

いて内子町は、この伊方原発周辺では、立地自治体の伊方町と内子だけが川内方式が妥当という

回答をされていたと思うわけでありますが、あの福島第一原発事故に見られるように事故が起き

た場合、周辺５０キロ圏域まで多くの住民が避難しなければならない状況を見ておりますと、周

辺自治体の意向も重視されるべきであると考えるわけでございます。町が示された川内方式が妥

当の判断は問題ありと考えるわけでありますが、どのような根拠で妥当との判断をされたのかに

つい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） 宮岡議員にお答えを致します。まず、第１点目の総合計画の中に「稼ぐ

力をつける」という戦略を進めるために、具体的にどう考えているかというご質問についてお答

えをしたいというふうに思います。事例として１０の取組みを掲げております。これは全協の中

でもお配りしたと思いますのでお目通しいただいたと思うんですが、いろんなところで私もこの

話は申し上げておるんですが、ご案内のように高齢化や人口減少によるマーケットが縮小すると

いう中で、要は地場産業である農業・林業・観光・商店街や町内企業等が元気を出して、経済力

をつけて行きましょうという基本的な考え方でございます。農業に関して申し上げますと、内子

町は限られた面積でございます。一農家当たり１．１ヘクタールでございます。平均がですね。

そういう中で、量をなかなか確保することはなかなか困難な状況があります。だとすれば、生産

性の向上を図るか、あるいは価値の高いものを目指していく、そして農家の所得を確保して行く、

そのためには、生産から販売まで一体になった取組みが必要だというふうに私は認識しておりま

す。こういうふうな中で、家族がしっかりと経済的に支え合って行けれる、こういう基盤をしっ
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かりと作らないといけない、いうふうに思っております。具体的にはからりや、せせらぎの取組

みを全面的に支援をさしていただこうと。また、森林組合や農協、商工会等々と一緒になって、

また県とも協力しあって販売促進活動を図っていこうと。生産現場においては、先ほど申し上げ

ましたように、施設への促進を図る為に、施設についての補助率をアップしていきましょう。ま

た、農地の流動化等への課題もありますけど、生産法人等の導入も加速さしていけるような環境

を整えていきましょう。Ｉターン、Ｕターンを促進して行きましょう。こんなふうに総合的に戦

略を持って実施して行きたいというふうに考えております。また、林業に関しては、林業の六次

化を目指さないといけないんじゃないかなというふうに思ってます。これも事例として掲げてい

ると思うんですけれども、今の林業は非常に材価が安い、林家の人も苦労されております。問題

は出口が見えないというところに大きな原因があると思います。一方、山側の生産をしていく、

あるいは育林をしていくようなインフラがまだまだ十分にできていない。ここにも問題がありま

す。川下から見ますと、なかなか必要な時に必要な材がないということもよく私たちは耳にして

おる所でございます。したがって、こうした状況を踏まえまして、加工から販売までを視野に入

れた、一貫した新しいシステムを構築していくことを模索しなければならないというふうに考え

ております。補正だったと思うんですけれども、その辺のプラン作り、あるいは検討のために要

する経費を今回あげさしておるところでございます。しいたけにつきましては、県森連にだけに

頼るのではなくて、直販も含めて多様な販売に挑戦していかなくちゃならない。しいたけ生産農

家の所得を向上していくような、町としても全面的に応援をしていくということでございます。

商店街の振興につきましては、新しい店づくりなどの業種転換も含めまして、チャレンジするこ

とが大切だというふうに私は思っております。空き家につきましては、先ほどから議論に出てお

りますように、外からビジネスが出来るような人のビジネスチャンスの場にならないかな、こん

なことも考えておりまして、これも具体的には商工会と協議しながらですね、そういう受け皿づ

くりを作っていきたいというふうに思っております。町内の企業では、現在一番の課題は雇用の

問題だというふうに捉えております。仕事はあるけれども、人がいないという状況です。企業、

事業所等が求める人材と雇用を希望する側が、上手にマッチしていないという判断が現在、私は

持っております。雇用環境の改善に今一つの課題があることももちろんありますけれども、ここ

のところをうまくマッチングさしていく。中学生・高校生、若い人々に町内企業を紹介したり、

企業等の説明会を開催してもらうなど、これも商工会あたりと相談して人材の確保の応援をして

いきたいというふうに思ってます。また、企業への支援、国内外ビジネスの挑戦に向けた商談会

開催に対する支援を検討して行きたいというふうに思います。観光につきましては、内子町にとっ

ては大切な産業でございます。観光産業はそのすそ野が非常に広く、林業の分野や農業、交通、

宿泊など多岐にわたります。グリーンツーリズム協会や観光協会等とも協力をして歴史、文化、

自然、農村景観、酒蔵などそういう自然を大切にしながら着地型観光を定着させ、交流人口を拡

大し、観光客の皆さん方が少しでも多くこの町にお金を落としていただけるような仕組みを作っ

て行かなくちゃならないいうふうに思っております。以上、かいつまんでお話しましたけれども、

稼ぐ力と申しますのは、要はこの町の産業等に経済力をつけて、各分野が相互に補完し合う中で

しっかりと成長さして行きましょうということでございますので、ご理解を賜りたいというふう

に思います。 
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次に、コンパクトなまちづくりについてのご質問でございますけれども、これにつきましては、

将来に渡ってこの地で住み続けるための拠点づくりを、少なくとも旧町単位で進めていくという

ことが大切ではないかというふうに私たちは認識しております。コンパクトなまちづくりとは、

高齢者を含めた多くの人にとって、暮らしやすいまちづくりを目指して、利便性の機能がコンパ

クトに集積し、アクセスしやすい、暮らしやすいまちと一般的に私たちは理解をしておるところ

です。しかし、内子町においては、中心市街地に機能集約して、周辺部から撤退するのではない

かという懸念があるかも知れませんけれども、そうではなくて、農村コミュニティの再生強化を

図りつつ、五十崎地区、小田地区など、旧町の仕組みを大事にしながらですね、周辺部に暮らし

ても利便性の高い暮らし方が出来るような、デマンドバスを走らせるとか、そういうことをしっ

かりとやっていく、これを私どもはコンパクトな町づくりというふうに認識しているところでご

ざいます。 

それから町長の政治姿勢の中で、安倍内閣の進める地方創生で、内子町がどのように活性化す

るかというご質問でございます。議員ご質問のように、地方創生いよいよスタートでございます。

内子町も２０１５年に地方創生のプランを作って、それに参画して行くということでございます

けれども、それのベースに成るのは今回議論していただく町の総合計画がベースになるだろうと

いうふうに私は思っております。どのように活性化していくのかということでございますけれど

も、むしろ私たち自身が行政や議員の皆さん方や、町民の皆さん方が一体になっていいまちを作っ

ていくんだと、次の子ども達に残していくんだと、俺たち自身が、私たち自身がやっぱり主体的

にやるんだという気持ちがとても大切だというふうに思ってます。ただ、その前に私は国の方も

ですね、様々な規制の見直し、改革をしてもらわなくてはならないことがたくさんあります。例

えば、農地の流動化を加速させるということであったり、農産物の販売の表示の仕方、例えば具

体的に申し上げますと、今、米の販売農家は自由に販売出来るわけでございます。ところが、か

らりでもせせらぎでもそれを販売しようとすれば、検査を済ませてないお米は、未検査米という

表示でしか売れないわけです。一般の皆さんの消費者の方が未検査米といって表示してもらうお

米は買われるでしょうか。そんな表示をですね、まだ国は求めているわけです。そういう時代で

は私はないと。コシヒカリとかなんとかっていってですね、ちゃんとこういうふうに作ったんだ

ということを堂々と前に出して、もっと自由に売れる国の規制緩和っていうものを考えてほしい

というふうにも思っているわけでございます。また、町内の交通機関、交通整備につきましては、

デマンドバスも含めてすごく国とのセッションに時間がかかります。もう何か月もかかるわけで

す。少なくともこういう過疎地の町には、町長の判断で様々な人と協議しながら、自由に走らす

ことができる、そういう権限を町長や町村に与えて欲しいと。そんな気持ちも持って私はいって

いるわけでございます。そういう大きな枠も取っ払ってほしい。その上で、今言った地方創生に

向けてですね、町がしっかりと立ち向かっていきたいと。ですから、私たち自身がしっかり良い

町を作っていこうという気持がとても大事だというふうに私は理解しているところでございます。 

最後に原発の問題につきましてお答えを申し上げます。内子町の３０キロにつきましては、五

十崎の黒内坊地区がぎりぎりのところでかかっているところでございますけれども、議会でも４

０キロ、５０キロの全町を対象にした避難計画を策定するということで、私はお答えを申し上げ

ました。現在のところ、情報をどういうふうに伝達するのか、あるいは避難誘導をどうするのか、
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また要支援者対応をどうするのか。避難住民への支援をどうするのか。こういうもろもろの根本

的なものにつきましては、暫定的ではございますけれども、避難計画の暫定版として策定を致し

ました。ただ、問題はご案内のように原子力規制委員会の検討チームで、３０キロ圏外において

も空間放射線量に応じて避難指示を出すということがまとめられましたので、指示を受けての対

応にもっと具体的に、より実効性のあるものになるかというふうに思っております。今後その作

業をしていかなくてはなりません。県との計画との整合性、国との考え方の整合性を図りながら

より実効性の高いものにしていくということが大切だというふうに思っているところです。それ

から、新聞に伊方原発の再稼働につきまして、その同意につきましては地元の自治体、また県の

自治体であるというふうな認識が発表されました。私は、県というのは、愛媛県を代表しておる

存在でございます。さまざまな利害調整も調整しながら、県という全県的な立場でやっぱり判断

をされる。それぞれの関係する自治体の意向もくみながら判断される立場にあるいうふうに思っ

ております。むしろ国の方で地元というのをきちんと法律で明示していただければ、それなりに

判断もできるんだろうというふうに思ってますけれども、現段階では、私はその協定を順守しな

いといけないんだろうという立場を取っております。ただ、町民の皆さんの中にはこの原発の再

稼働については非常に不安感をもってらっしゃる。まだ払しょくできない問題がたくさんあると

思います。そういう問題に対して、町としてどういうふうな形で説明を求めて行くのかというこ

とは、今後検討して行かなくちゃいけないというふうに私は思っております。あとのご質問につ

きましては担当の方で答弁をしていただきますので、よろしくお願いします。 

○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） それでは私の方からはですね、町長の政治姿勢についての（２）番、

公共施設等管理計画の関係についてお答えを致します。内子町においても過去に建設された公共

施設等の老朽化対策が大きな課題となっております。今後は厳しい財政状況が続いて行く中で、

人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想され、早急に公共施設等の全

体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新、統廃合、長寿命化などを計画的におこなう必要

があります。内子町では平成２６年度、平成２７年度において、内子町が保有する公共施設等の

財産を把握し、まず固定資産台帳の整備をおこないます。その後、平成２８年度から公共施設等

総合管理計画の策定に取り組みたいと考えております。保有する公共施設等の維持管理、更新等

がどの程度可能な状況にあるか。総人口や年代別人口について今後の見通しを踏まえた利用需要

を考え、公共施設等の数量等が適正規模にあるかなど全体の状況を把握し、長期的視点をもって

更新、統廃合、長寿命化などの方針を立て、まちづくりの視点からも検討をし、計画策定をおこ

ないたいと考えております。 

○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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 私の方からは宮岡議員のご質問の中、介護保険料等についての

ご質問にお答えをしたいと思います。内子町の介護保険ですけれども、介護給付者の増加、給付
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費の増大、そして介護保険法におけます１号被保険者の負担割合が１%増加したというところがあ

りまして、本議会に第６期であります、平成２７年から２９年までの介護保険料の基準額を１４．

５％増額する改正条例を提案しているところでございます。町民のみなさんに対しましては、負

担増になると考えておりますけれども、内子町の介護保険制度の維持のため、最低限の上昇に留

めておりますことをご理解いただきたいと、またご審議いただけたらと思っております。今日、

議員がご質問されました介護保険法の減額の部分が変わったということでございます。たしかに

昨年の６月１０日から介護保険法につきましての改正がおこなわれます中で、段階区分がそれぞ

れあって、その軽減率というものが徐々に示されて参りまして、資料も届いておりました。それ

に基づいて私どもも作業を進め、議員各位の研修会や住民の皆さん方への研修会の中で、今回の

一段階の部分は０．５が０．３になる。二段階目は０．７５が０．５になるというような説明を

申してきました。ところが、今年１月１１日です。本年になりました１月の１１日に厚生労働省

の方から県の介護担当者の方に通達が参りまして、昨年１１月１０日に開催されました、介護保

険担当者会で説明してきました軽減措置でありますけれども、議員もおっしゃいました消費税の

１０％の引き上げが延期されたということでありまして、第一段階の０．５を０．４５に軽減す

ることだけを本年４月からおこない、当初説明がありました０．３、０．５の軽減に対しまして

は２９年４月から導入するということがまいりまして、私どもも大変慌てて予算を組み直しまし

た。それは私どもだけではなしに全国の市町村等が大変困惑をした変更でございました。それに

対応して今回９段階の中の割合を設けて、また今度条例でご説明をさせていただくことにしてお

ります。今日議員が質問にありましたその部分を町財源で補てんすることは出来ないかというこ

とでございますけれども、急な改正でありまして、私どもも十分な準備が出来ておりませんし、

財政等も十分伴う大変なお金になりますので、町での新たな支援制度は設けることは出来ないと

いうふうに現在のところは考えているところでございます。また、ご理解をいただけたらと思い

ます。また、今回大きな介護保険等の改正がおこなわれまして、切り捨てがあるのではないかと

いうご指摘もあったようですけれども、基本的な部分としましては、高所得者に対する高負担を

願うというのが介護保険法の改正の基本でございまして、従来の低所得者に対しましては、従来

の制度サービスをマイナスにするものではございません。高所得者への負担が少し増額になった

ということで、条例ではなく介護保険法、国で定めとる介護保険法の改定ということでご理解を

いただけたらというふうに思います。 

 もう一つのご質問であります、障がい者控除認定書の発行についてであります。議員がご指摘

のとおり内子町におきましても、平成１８年に内子町における６５歳以上の者への、障がい者控

除認定書の交付に関する要綱を定めて、それ以来、認定書を発行してきているものでございます。

現在、この認定書の対象者と言いますのは、１号の被保険者でありますので、約１，３００名ほ

どになります。ただ、議員もおっしゃったとおり、現在この認定書を申請されて発行している人

数、２６年度は５８名、本年度２月２５日まででは、３８名という大変少ないのが現状でござい

ます。ただ、議員もおっしゃいましたように、私どもこの制度につきましては、毎年広報の１月

号でお知らせをし、本年の１月号にも掲載しているところでございます。現在、この要綱に定め

てあります認定基準は、介護度、障がい老人の日常生活自立度、認知症老人の日常生活自立度と

いう３つの区分で、認定者の有利になるところを捉えて、税金の控除であります障がい者、もし
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くは特別障がいというところで、認定書を発行しているのは現状でございます。ただ、そういっ

たものが、プログラムだけのシステム化が出来ておりませんので、職員によります手作業でこの

認定書を発行しているのが現状です。議員のご指摘のとおり、全国の中には自動発行をしている

という市町村もあるということでございますが、私どもも住民サービスを考慮し、先進地の事例

を研究しながら発行について検討を始めたいというふうには思っております。ただし、そのため

には現在、大変複雑な認定基準が設けられておりますので、その基準の見直し及び介護保険シス

テムの改善、並びにその事務量や費用対効果を勘案しながら、現状の検証と改善から進めて行き

たいというふうに思っておりますので、ご理解をいただけたらというふうに思います。 

○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） まず、最初に稼ぐ力の問題。これはあと総合計画の中でも出てくるか

と思いますが、町長言われる方向、私もそういう方向は必要であろうと考えております。だた、

そこで農業に関して言いますと、実際にからりあたりの販売力が数倍に伸びたと言いながら、こ

の１０年間で産地としていろいろ発展してきたもの、これは共販体制の部分が多いんではないか

と思うわけでありますが、この部分が非常に後退をしている実状を見ておりますと、私はそうい

う大きな部分がどんどん減っていく状況をどうやっぱ止めていくかと。そこに、稼ぐ力をどう与

えていくかという点では、私は農協とか森林組合との関係で言えば、販売についてのやっぱそう

いう協力・協同の部分が非常に必要ではないかと思うわけであります。これはミカン地帯のお話

を聞いておりますと、やはり自治体と農協との関係で、販売力をどうつけていくかという部分で

も結構、協力・協同の関係が築かれていると思うんでありますが、内子町でもそういう方向の稼

ぐ力をつけていくことが非常に大事ではないかと。私は、からりのような直販やそれも非常に大

事でありますが、一番大きな部分がどんどん減っていっておる状況を、どうやっぱ改善をしてい

くか。先程、同僚議員から農業施策の中で質問がございましたけれども、私はそういう点では今

政府が進めようとしております、規制改革会議でやっております、農協改革などと言って農協つ

ぶしをやろうとするような動きに対しては、やはり毅然とした対応がいるんではないかと。この

事が産地を守っていく、稼ぐ力を作っていくことにもなると思うんでありますが、この点につい

て町長はどのように考えておられるか。 

○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） 宮岡議員のおっしゃる通りだと思います。今内子町の農家も例えば柿専

業農家とかですね、柿だけで今まで生活して来られた農家の皆さん方が、大変苦労されていると

いうのは私も認識しております。ですから、先ほど申し上げましたように、これは森林組合も一

緒なんですけど、そういう所属組織の皆さん方と一緒に先般も意見交換会をやったわけでござい

ますけれども、しっかりとスクラムを組んで、販売もタッグしていかないかんというふうに考え

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） 次に、コンパクトなまちづくりの中でこれも総合計画の中で高齢者が
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住みたいと思う人については、そこで住み続けられる町を作っていくんだと、そこにコンパクト

の町の基本があるというお話でありましたので、これは私も共感を持つところであります。ただ

そこでいろんな取組みの中で先ほどの中で出ておりました、総務省からでしたかね、公共施設の

総合管理計画が求められて、それの対応をしておられると思うんでありますが、その中を見てお

りますと非常に内子町の総合計画でコンパクトなまちづくり、住みたいと思う人がそこに住み続

けられる町を作っていくんだという方向と、やはり国が求めているそういう部分とに、非常にか

い離するものが出てきはしないかという危惧するわけでございますが、この点についてはどのよ

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） 確かに私も今の宮岡議員のご質問で、財政上のどういうふうに内子町が

そのプランの中に影響してくるのかというのは、また別次元で考えないといけないと思うんです

けれども、要は地域に住んでる人たちの利便性が確保できたり、いつまでもこの地域に住み続け

たい、そのために行政がどういうふうにして支援していけばいいのかということを、まずベース

に置かないといけないというふうに私は思っております。ただ、今まであった施設がどうも利用

頻度がもう落ちているね、これはこことこことを一緒にした方がいいかもしれないね、地域の皆

さんにとってはそっちの方がいいかもしれないね、いうような場合だってあると思うんですよね。

それは地域の皆さん方としっかりと膝を交えながら協議していかなくちゃいけないということは

あると思いますけれども、基本はそこに住む人達がしっかりと地域で住み続けられる、そういう

環境を整えていく、いうことが私は一番大事かなと。国が、私はどういう中身を求めているかと

いうのは、ちょっと詳細よく把握してませんから分からないところがあるんですけれども、町と

してはそういう姿勢でいかないといけないというふうに私は思っております。 

○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） 次に、介護保険問題についてお尋ねを致しますが、課長からは縷々詳

しくご回答をいただいたわけでありますが、やはり今、だいたい前期５期の時に、だいたい全国

的に月々の保険料がだいたい５，０００円になったという時点で全国から出てきていたのは、介

護保険制度そのものが崩壊をしておるんではないかと。実際に払いきれないような保険料になっ

ているというような状況が出ていたと思うんでありますが、今回、内子町もいろいろ抑えられた

中で６，０００円にまでにはいかなんだと。５円程切れる平均のあれがいうところで抑えられた

ようでありますが、実際に私が電話をお受けしました高齢者の方といろいろ話をする中で感じた

のは、やはりこれ以上の負担を強いる。この方は実際には保険料は払っているが、健康管理をし

て実際に介護保険は利用していないんだという方でありました。この方の言われるのには、必要

にもない介護を受け取る人が多いんじゃないかというような声もあったわけでありますが、しか

しそれはまた別の次元でお話もさしていただいたわけでありますが、実際にそういうのを利用を

していない方にとっても、実際に保険料というのが非常に自分の生活の中で占める部分が高いと

いうことでありますから、実際に利用せざるを得ない高齢者にとっては、その分と合わせての負

担が増えるわけでありますから、これは大変な状況が起きているんではないかと思うわけであり
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ますが、この点について担当の部署としては、なかなか言いづらい部分もあろうかと思いますが、

実際に今、そういう状況の中で介護保険の実態からして、今の６，０００円近い保険料がどうな

んか。どう受け止めておられるのかについて、ご見解をお聞きしたいと思います。担当者の意見

として。 

○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） 私の立場としてですね、全てがということではございませんが、

この基準額が月５，９９５円ということになりました。かなり皆さん方に対しては、ご負担が大

きいものというふうには認識はしております。ただ、それを進める立場としましてはですね、そ

の制度そのものについてのことには、控えさしていただきたいなというふうには思っております

けれども、あと１０年、２０年という長いスパンで考える中では、やはりこの部分だけで考える

んではなしに、介護保険全体の財源というものを国ベースの中で検討する時がくるのかなという

ふうには思っております。ただ、現在はこういう状況でありまして、この部分を推進して行くっ

ていうのが私の立場でございますので、ご理解をいただきますようお願いを申し上げます。 

○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） 認定書の問題ですが、検討をするということでありますので、ぜひ前

向きの検討を求めておきたいと思います。 

 最後に原発の問題でありますが、町長のお話聞いておりますと、立地自治体と県というのは全

自治体をまとめたものだから、そこがやるんが妥当と言われておるようでありますが、私は原発

を推進されてきた歴史、ずっと私伊方原発が、あこに原発を造ると言われた当時から反対運動に

加わって現地調査なども致しましたが、県というのは、一貫して推進側の部分で、立場でおられ

たと思うんであります。だいたいどこの県もそういうことであったんではないかと思うわけです

が、ただ、やっぱしこういう事故が起きて初めていろんな実態が明らかになったら、これはやは

り周辺自治体独自のいろんな状態といいますか、それがあるわけでありますから、私は、それは

県にお任せするのではなくて、やはり自治体の首長として、やっぱ住民の意見やそれを率直に述

べるという場を持つことの方が私は正しい方向ではないかなと、私は思うわけでありますが、そ

の点について町長のご見解を。 

○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） やっぱり国の責任ということを考えた時に、国の責任を明確にする。法

律の中にきちんと明示するということは今なされてないですね。この同意の問題も協定の話でご

ざいますから、法律の中にじゃあ地元をどの範囲にするかと、しっかりと私は明示すべきだとい

うふうに私は思っているんです。それが無い以上、今の段階では先ほど申し上げましたように、

国が全県を見ていくっていう立場であれば、どういう形で内子町のそういう先ほど申し上げまし

たように、町民の皆さん方のこの問題に対する懸念、あるいは不安というものを表明していくか

という、ここのところが課題になってくだろうというふうに私は思っているんです。ですから中

身をもう少し整理をしていただいて、例えば１、２号機の今後の問題、あるいは使用済み核燃料



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 48 - 

の処理の問題、あるいは避難の問題、まだまだ実行性のあるものに作り上げていかないかん、そ

ういう問題等々まだまだ残っているわけですね。これをきちんと国なりあるいは事業者なり、き

ちんとどういう形でそれを申し上げていくのか。あるいは回答を求めるのかと、そういうことは

今後の問題として整理をしていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに私は思ってます。 

○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） 私は原発事故を見ておりまして、一つ不思議にずっと感じておること

があるんです。いろんな公害にしましても、いろんな事故がおきましても、その事故の当事者で

ある企業の責任いうのが問われる。それで、実際にそういう被害を与えた当事者に対して、刑事

告発やいろんなあれがあって、処罰がなされてきたと思うんでありますが、原発だけはどこも責

任を取らない。進めてきた国にしても、県にしても、電力会社であっても、その責任をとってい

ないと思うんであります。そういう状況の中で、やはりこういう問題をどう見ていくかという点

で言えば、やはり私は福島の原発事故を見ておりますと、やはり対応としてはそれぞれの自治体

が物が言える状況、どうしてもそれは作っておくべきだとそういう視点から見ましても、私は再

稼働の状況で、立地自治体と県にだけお任せしていいという問題ではないと思うんであります。

これ最後にしますので、町長のご見解をもう一度。 

○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） ですから、先ほど申し上げましたように、そういう町民の皆さん方の気

持ち、不安感みたいなものをしん酌してですね、国なり、事業所なりにどういうふうにして説明

を求める場を持つのか、機会を持つのか、手段があるのかということをこれから検討して行かな

くちゃいけないというふうに思ってます。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 ６ 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（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ７ 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（総務文教常任委員会付託のも

の） 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 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７ 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」を一括議題とします。 

この２つの請願書は、１２月定例会において、総務文教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。総務文教常任委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

中田厚寬総務文教常任委員長、ご登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 
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〔中田総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。 

まず、平成２６年１２月５日、閉会中の当委員会に付託された、平成２６年受理第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」について、１月２３

日に当委員会を開催し審査を行いましたので、審査の結果をご報告申し上げます。本請願内容は、

国民生活の安全・安心を支える国の責任を放棄して、地方自治体に丸投げする「道州制」に反対

すること。及び防災対策など住民の安全・安心を確保するために必要な国の出先機関や独立行政

法人の体制・機能の充実をはかることを求める意見書を国に提出することです。道州制の問題は、

２５年９月議会で、国の出先機関の問題については、２１年３月議会で議決し、すでに意見書を

提出しているところであります。協議において、「地方創生と道州制との関連、国及び地方自治体

の責任、国家公務員の定数等、参考人等の出席を求め、調査研究した上で結論を出すべきである。」

という意見が多くありました。採決の結果、この請願受理第６号は、全会一致で継続審査とする

ことに決定しましたので、配付致しております申出書のとおり、お認めいただきますようお願い

申し上げます。 

次に、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」について審査の結果をご報告申し上げます。本請願内容は、地方自治

体職場では、臨時・非常勤職員が全国的に見て３割以上を占めている現状にある。住民の福祉向

上を責務としている自治体の役割を発揮するため、非正規雇用労働者の抜本的待遇改善を求める

意見書を、国に提出することです。協議において、「人員削減と合理化の問題、財源等を考えた中

で意見書をあげていかないと議会として無責任である。」という意見。「非正規雇用労働者の雇用・

待遇改善を財源も含めて国は考えてほしいという意見書であるから、当然国に対して意見書を上

げるべきである。」という意見や「同じ仕事をして同じ時間働いて倍半分違うということ自体に問

題がある。すべて正職員にするということではなく、待遇改善というのは当然求めるべきである。」

という意見。また、「公務員関係だけの問題ではなく、ワーキングプアといわれる雇用状況、待遇

改善など、全体を考えるべきである。」という意見があり、採決の結果、この請願第７号は賛成少

数により不採択と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の報告を終わり

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。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 中田総務文教常任委員長、席にお戻り下さい。 

お諮りします。「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」は、お手元に配付しております申出書のとおり、引き続き閉会中の継続審査に

付することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「受理第６号」は、引き続き閉会中の継続審査に付することに決定しました。 

 続いて、「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」の討論に入ります。 

この請願に対する委員長報告は「不採択」です。 

委員長報告に対する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） 私は、本請願は採択すべきという立場から委員長報告に反対を致しま

す。その理由は先ほど委員長報告にもありましたように、実際に仕事をしておられる中で、同一

作業で、実際に非正規で働いておられる方々の賃金を見てみますと、やはり半分以下という方が

ほとんどであります。そういう状況を私は放置すること自体が官制のワーキングプアを作って行

く。そういう状況を放置する事は、私は問題あると思うわけでございます。と同時に実際に、特

に保育所あたりを見ておりますと、実際に仕事そのものの責任がただ単に非正規の方いうよりは、

正規の方と全く同じ仕事をやっておられる。こういう状況でもそれが放置をされるというのはい

かがかと思うわけであります。それともう一点、この委員会の審議の中で反対討論の中で出て参

りましたのは、公務員だけをそういうふうにするのでは良くないということでありますが、残念

ながら今まで一般企業の皆さんの、いわば最低賃金を引き上げてほしいという請願に対しても残

念ながら賛同を得る事ができませんでしたけれども、私はそういう地域の働く方々の低賃金が、

その地域の経済そのものを疲弊させている大元にあると思うんであります。そういう立場から私

はこの請願を採択をして国に求めて行く。特に財政的な支援も含めて国が対応をしてほしいとい

う請願でありますから、これは、私は当然国に求める内容ではないかと思うわけでありまして、

委員長報告に反対を致す理由であります。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。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） 私は総務文教常任委員長より報告のありました「受理第７号」の請願の

不採択に賛成の立場で討論を致します。この請願の内容は、公務関係に従事する非正規雇用職員

を、正規雇用職員とするように求める請願ではないかと私は解釈するところです。当町を始め地

方自治体は適正規模とするために事務事業の見直しを始め、職員の定員管理適正化、民間委託の

推進や地域住民との行政の協同による自治システムの構築など、行財政の効率化を進め現在に

至っているところだと思います。正規職員でなく、短期の期間限定の業務については、条件付き

の２２条職員、臨時的任用を充てているのではないかと推察するところです。そういった中、３

割近くの２２条職員をはじめとする非正規職員を正規職員として人件費を増大すれば、他の義務

的経費や、どうしても必要な投資的経費が圧迫されるのではないかと懸念します。これから後、

大変厳しい財源となる中で、地域の住民に十分に応えられる自治運営が、果たして継続していけ

るかどうかということが大変心配するところです。そして、地方公務員の関係、従事者のみの雇

用待遇といったところにも私は違和感があります。また、正規雇用にあたっては厳しい競争試験
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を行い、職務遂行能力を有するかどうか、正確かつ的確に判断し採用している意義を鑑み、この

請願不採択に私は賛成致します。以上です。 

○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７号」の採決に入ります。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。 

 

  日程第 ８ 議第 １号 内子町議会委員会条例の一部改正について 

日程第 ９ 議第 ２号 内子町議会会議規則の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第８ 議第１号 内子町議会委員会条例の一部改正について」「日

程第９ 議第２号 内子町議会会議規則の一部改正について」以上２議案を一括議題と致します。 

議案提出者であります議会運営委員長より、提案理由の説明を求めます。 

 山崎議会運営委員長、登壇願います。 

○議会運営委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議会運営委員長。 

〔山崎正史議会運営委員長登壇〕 

○議会運営委員長（山崎正史君） ただ今ありました「日程第８ 議第１号」並びに「日程第９ 

議第２号」につきましてご説明を申し上げます。お手元に配布されております資料、内子町議会

定例会１番、並びに議案説明資料８番をご用意下さい。 

まず、はじめに「議第１号議案 内子町議会委員会条例の一部改正について」。内子町議会委員

会条例の一部を改正する条例を別紙のように定めることにつき、地方自治法第１１２条及び内子

町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。平成２７年３月４日提出。提出者、内子

町議会議会運営委員会委員長、山崎正史。提案の理由、教育委員長と教育長を一本化した新たな

責任者（新教育長）を置くことなどを内容とする「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」と併せ、地方自治法第１２１条（長及び委員長等の出席義務）が改正され

たことから、内子町議会委員会条例第２０条を改正するものであります。参考資料８番の１ペー

ジ。下線の部分の文言が変更となります。旧は内子町教育委員会の委員長という部分を内子町教

育委員会の教育長と改めるものであります。 

 続きまして、「議第２号議案 内子町議会会議規則の一部改正について」。内子町議会会議規則

の一部を改正する規則を別紙のように定めることにつき、地方自治法第１１２条、及び内子町議

会会議規則第１４条第３項の規定により提出するものであります。平成２７年３月４日提出。提

出者、内子町議会議会運営委員会委員長、山崎正史。提案の理由につきましては、教育委員長と

教育長を一本化した新たな責任者（新教育長）を置くことなどを内容とする「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」が改正されたことから、内子町議会会議規則第

５１条の２を改正するものであります。資料の２ページをご覧ください。これも先ほどと同様、



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 52 - 

下線の部分が文言の訂正でございます。旧は教育委員会委員長という部分を教育委員会教育長と

改めるものでございます。慎重審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（下野安彦君） これより質疑をおこないます。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。 

山崎委員長、席にお戻りください。 

「議第１号」及び「議第２号」について一括して討論、採決をおこないます。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。 

 採決をおこないます。 

 「議第１号 内子町議会委員会条例の一部改正について」及び「議第２号 内子町議会会議規

則の一部改正について」以上２議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。 

よって、「議第１号」及び「議第２号」は原案のとおり決定しました。 

 

  日程第１０ 報告第 １号 専決処分の報告について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１０ 報告第１号 専決処分の報告について」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） 報告第１号、専決処分の報告についてでございます。「専決第１号」、「専

決第２号」、「専決第３号」、この３件の報告案件につきましては、地方自治法第１８０条第１項の

規定によりまして、専決処分した工事請負契約の変更につき報告をするものでございます。内容

につきましては、建設デザイン課長に説明致させますので、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。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、報告第１号、専決処分の報告についてご説明申

し上げます。 

議案書９ページをお開き願ったらと思います。まず専決処分の報告でございますが、「専決第１

号」、「専決第２号」、「専決第３号」につきまして、議会の議決に付すべき契約についてご報告申

し上げます。 

次のページ、１０ページをお開き願ったらと思います。また説明資料のですね、８の３ページ
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を併せてお開き願ったらと思います。まず、「専決第１号」、議会の議決に付すべき契約について。

まず契約の目的、第５３号内子町上水道第７次拡張（その１）論田送水ポンプ室、新稲月排水池

築造及び送水管布設工事（第１工区）に係る工事変更請負でございます。契約の金額でございま

すが、元の契約額につきましては７，０９５万６，０００円でございまして、今回２８７万１，

０００円増額致しまして、７，３８２万７，０００円となるものでございます。契約の相手方に

つきましては、愛媛県喜多郡内子町城廻１９番地。坂井建設株式会社、代表取締役、西野満茂で

ございます。工期につきましては、変更ございませんで、平成２７年３月２０日が完成となって

おります。変更理由でございますけれども、追加工事による設計変更に伴い、工事請負額につい

て変更するものでございます。変更内容につきましては、説明資料の方でご説明申し上げたらと

思います。図面のＡ３の分でございますが、よろしくお願い致します。まず、今回の主な変更に

ついてご説明申し上げますが、まず図面の説明でございます。真ん中どころにあります青色の線

がございますが、これが当初計画路線でございます。赤色、朱色でございますが、これが変更後

の分でございまして、黒色につきましては、今後の計画、並びに既設の施設等になってございま

す。主な変更内容と致しましては、早期事業完成に伴う追加工事、及び一部送水管ルート変更に

よるものでございます。本事業におきましては、国庫補助事業と致しまして割り当てを受け入札

を実施致しまして、事業実施に至っておりますけれども、その入札の際に入札減少金等が発生し

ており、その使途先と致しまして、今回減少金を流用し早期事業の完成を図りたく追加工事を致

しております。また図面の青色部分ですね、これにつきましては、当初送水管の計画路線でござ

いました延長約９６３メーターございます。これにつきまして、法定外道路でございまして、だ

いたい道幅が９０センチ程度の道でございます。その道とですね、民地との境界確認作業におき

まして、一部了解が得られないというところがございました。そういうことがございまして、今

回、赤色着色部分の方のルートに変えさしていただきたくルート変更を行いました。これは広い

町道でございます。これに伴いまして、今後の維持管理の利便、または容易性を図ったというこ

とも変更理由にございます。これらを併せました変更によりまして、送水管、連絡区間、併せま

して８４メーター増えまして、１，５３４メーターになりました。これが変更理由でございます。 

続きまして、議案書のですね、次の１１ページですね、お開き願ったらと思います。説明資料

も同じく次のページになりますので、４ページですか。４ページをお願い致します。「専決第２号」、

まず議会の議決を付すべき契約でございますけれども、契約の目的、第１６号、内子町分庁舎耐

震補強改修建築主体工事に係る工事変更請負でございます。契約金額でございますが、元契約額、

１億８，３０６万円でございます。１０６万５，０００円を増額致しまして変更契約額は１億８，

４１２万５，０００円でございます。契約の相手型につきましては、愛媛県喜多郡内子町内子２

０７７番地、株式会社山本建設、代表取締役、長岡幸男でございます。工期につきましては、変

更なく、２７年３月２４日が完成日となってございます。変更理由でございますが、追加工事に

よる設計変更に伴う工事請負額について変更するものでございます。変更内容の説明でございま

すが、説明資料の方で説明をさせていただきます。図面の方を見ていただいたらと思います。 

４ページでございます。まず１点目と致しまして、図面におきましては左半分の方に書いてお

りますけれども、上側の方に詳細図というのを載せております。この分のですね、地中梁、地中

梁というのは鉄筋コンクリート柱などの基礎ですね、それを相互を連結する構造物でございます。
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その上部にですね耐震補強の鉄骨ブレースを設置するような計画としておりました。これは詳細

図の左の方にもありますけれども、この上が当初の計画でございます。その中でですね、現地の

方で詳細に現地調査しましたら、右の方の詳細図の方でございますけれども、地中梁の上の方に

ですね、土羽コンクリートが乗っている状態でございまして、基礎部の同一強度では保てない状

態にございましたので、今回黄色部分になりますけれどもこの部分をですね、はつって撤去し同

等の強度の持てるものに変えたものでございます。延長等につきましては、この平面図の下の方

になりますけれども赤色で着色した分になりますが、９か所で６５メーター程、その補強を致し

たものでございます。２点目と致しましては、図面の右半分になりますけれども、４階の事務室

でございます。この部屋が２部屋ありましたけれども、この分をですね、間仕切りをなくしてで

すね、会議等の多目的な利用確保を図るためにですね、一部屋にしておこないました。その中の

分として内装の改修とかいうのを行っておりますので、変更が生じたものでございます。 

続きまして、議案書につきましては、また次のページの１２ページになります。説明資料につ

きましては、５ページになります。専決第３号、議会の議決に付すべき契約について。契約の目

的でございますが、第３０号五十崎小学校校舎耐震補強改修建築主体工事に係る工事変更請負で

ございます。契約金額でございますが、元契約額につきましては、２億５，２２８万８，０００

円でございます。２２４万１，０００円増額致しまして、２億５，４５２万９，０００円となり

ます。契約の相手方と致しまして、愛媛県大洲市若宮５２８番地１、村上工業株式会社、代表取

締役村上聖でございます。工期についても変更ございませんで、平成２７年３月２５日が完成日

となってございます。変更理由でございますが、追加工事による設計変更に伴い、工事請負契約

について変更するものでございます。主な変更についてご説明申し上げます。説明資料の方を見

ていただいたらと思います。 

５ページでございます。まずこの図面の説明でございますけれども、左半分が一階の平面図と

なっております。右半分のですね、上部、上側がですね、２階の平面図となってます。それから

右の下の方になりますが、これは屋上の平面図ということでご理解をいただいたらと思います。

まず１点目と致しまして、図面におきましては、赤色で着色している部分になりますけれども、

普通教室棟、特別教室棟、各階におきまして壁紙、クロスですけれども。それから掲示板及びト

イレのタイル張り等の貼り替えに伴いまして、クロス等の撤去時において、下地につきましても

不良箇所が判明致したものでございます。これは、合板とか銅ぶちということになりますけれど

も、この補修の追加をおこなったものでございます。施工面積は、４６０㎡ほど補修を致しまし

た。次に、図面の右半分下に着色しております屋上の分でございますけれども、このパラペット、

手すりの壁になりますけれども、詳細図で絵を書いております。またお目通しを願います。その

天板部分におきまして、モルタルの浮き損傷が確認されましたので、今回アルミ笠木の撤去後、

モルタル補修また再取り付け等を実施したものでございます。延長と致しましては、２３８メー

ター補修を致しました。次に３点目でございます。屋内運動場の体育館でございますけれども、

ステージの舞台装置つり下げ棚の変更でございます。図面は、右半分の上の緑色でございますけ

れども、これ屋内運動場のステージの上になりますけれども。このつり下げ棚は、緞帳や証明器

具、それから幕リートをつり下げるための施設でございますけれども、今回再点検によりまして、

腐食、また、たるみ等が発生しているのが発見できましたので、強度不足またはそういうことが
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考えられますので、棚の取替をおこなったものでございます。施工面積と致しましては、５０㎡

程度ございます。 

最後になりますけれども、これも屋内運動場になります。図面は右下の水色部分でございます。

この体育館につきましては、背後に龍王公園という山をかかえておりまして、地下水等の影響も

受けまして、降雨時にはですね、特に床下が多湿状態になっている状態がございます。今回です

ね、この床下換気口を２０カ所。これ水色で点々とありますけれども、この部分を追加施行致し

まして、床下の各部材の腐食等を防止するために施工をおこなったものでございます。以上によ

りまして変更が生じました。以上専決処分の報告とさしていただきます。よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 一点、質問さしていただきたいと思うんですが、専決１については増額

部分が入札減少金ということだったんですが、専決２、専決３、これの増額部分がどうなってお

るか質問をしたいと思います。１と同じ入札減少金を利用しての変更契約なのかどうなのか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 入札減少金をですね、充用さしていただいております。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 一点だけ。専決２号なんですけど、分庁の地下の梁の高さの相違を是

正。高さの相違というのは、ここを建築した時から誤差が出た基礎の上に建物が建っておったと

いうような理解ですか。建築関係ちょっと分かりにくいんで。その辺、どうしてこういう基礎部

分に高さの誤差が出ているのかいう部分だけお聞かせいただいとったら。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 建設当時の図面を見てですね、当初は設計をしております

けれども、実質的にはこのような形の中で基礎が下がったというか、土間コンが上に上がったと

いう解釈がよろしいんでしょうか。そういうことに実際になっておりましたので、表現的に下がっ

たか、土間コンが上に載っとるかということだけだと思うんですけれども。そういうことでその

部分が、強度がですね、本来であれば２１０、地中梁がありますけれども。土間コン強度は１６

０から１８０でございますから、その上に今回の耐震の分が布設すると強度が持たないというこ

とでございますので、今回補修さしていただいた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） これ結局、前回分庁を建設した時にミスがあったということ。建物と

いうのは、本当は出来た後に検査がありますので、それは作った方も検査した方も俗に言う、ざっ

とくさくやってしまったというふうな理解でよろしいんでしょうか。 
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○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 実際にですね、検査をしておりますので、そういうことは

ないと思うんですが、例えば考えられるのがですね、図面の直し忘れがあったとかですね、実際

的に変更した部分のですね。そういうことも建築の場合はですね、あってはならないんですが、

そういうことも考えられますし、建築もそうとう古いものでございますので、そこを突きとめる

のはちょっと難しゅうございますので、今回現場の方で判断して施工さしていただいたことでご

ざいますのでよろしくお願い致します。 

○４番（泉 浩壽君）議長。 

○議長（下野安彦君） 泉議員。 

○４番（泉 浩壽君） 今の関連で、僕もがいには分からんのですが、元の建物の設計を見て今

回おそらく設計をしとると思うんですが、おそらくこれ地中梁が下がるということはないと思う

んですよね。おそらくこれ設計ミス、当初の設計ミスじゃないかなと思うんですが、それはない

んでしょうね。今回の設計ミス。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それはございません。その中で図面を見ながらですね、そ

の中で分かる範囲の分は図面を見ると。分からない場合には補修する場合に、剥いでみないと分

からない部分もありますけれども、こういう分かる部分については当然、あと寸法とかございま

すから、そこを見ながら設計しないと、あと全部合わなくなってまいりますから。そういうこと

はございませんので、設計ミスということではございません。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野議員どうぞ。 

○９番（才野俊夫君） 確認ですが、「専決第３号」の一番最後に説明があったの、屋上換気口の

追加ということですけど、地下部分の湿気を取り上げるということですけど、そうすることによっ

て逆にですね、体育館の中の湿気が上がり悪影響を起こすんじゃないかという懸念があるんです

が、いかがでしょうか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今の地下部分については狭い空間でありますので、入りま

すと水滴等も床下にはございましたけれども、今ご指摘がありました開けることによって上の方

に影響はないかということでございますが、当然ながらないとは言えませんけれども、空間的に

言えば、何十倍もの空間がございまして、それでみれば湿気もありますし、窓をあけるとかそう

いうこともできますので、その分については影響がないというふうに思ってます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員どうぞ。 

○２番（森永和夫君） 今の関連なんですけど、床下が、湿気が多いということですけれども、

普通住宅あたりでは床下換気というのをしますが、これは屋内体育館の体育館の室内に、床上換
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気をするということですか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今、おっしゃられた通りでありまして、本来でしたら今の

建築で行くと下に土間コンとかコンクリートを打って、防湿になるようにしておりますけれども、

その頃の当時の分についてはそういうものがされておりませんので、今の工事には上がっている

ような状態でございまして、今も床材についてはちょっと水滴が付いているような状態が発見さ

れました。それをしないと白アリの原因になったり、そういうこともございますので、上に上げ

ることによって当然換気口はありはするんですけど、それだけじゃ間に合ってないというのが現

状でございまして、そういう中で方法とすれば上も抜けるし横も抜けるということで、今以上の

分の湿気を逃がすというのが目的でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） もう一点、「専決第１号」なんですが、この変更契約というのは第２回目

の変更ですか、第１回目の変更になるんですか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 第１号ですよね。１回目です。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） ということは、この水色の線が当初の発注した時の路線ということです

よね。それが今回赤に変わったということは、まるきり建設場所が変わるわけですけれども、そ

の理由として言われたのが、地権者との話ができなかったということは、地権者との話ができて

ない中で見切り発車で発注をされたということになるんですか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 例えばですね、用地買収が必要なものとか、そういうこと

については当然ながら承諾も得てですね、そういう形をとっておりますけれども、今回の場合は

用地買収は必要なくてですね、仕事をする上においては赤道ですから当然、官地と民地の境界が

ずっとあるわけですよね。例えば、広い部分であれば官地だけですから何もしないでいいんです

が、ちょっと道幅が９０センチと狭い所がございますので、その中で掘削をしてまた管を入れる

わけですけれども、元には戻すんですけれども、当然その中には黙って掘れないということがあ

ります。ですからその中で、一回全部すべてにおいて官地の境界をしてくださいねと、境界の確

認ですね。そうした場合に境がここじゃないかと、１０センチ、２０センチの話になりますけれ

ども、そういうことが出てきましたので、そうするとちょっと私どもの方も作業が出来ないとい

うことがございますので、やむなくこういう変更をさしていただいたところでございます。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。したがって報告のとおり受理することとします。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩をします。午後３時５５分より再開します。 

 

午後 ３時４５分 休憩 

 

午後 ３時５５分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第１１ 報告第 ２号 内子町新型インフルエンザ等対策行動計画について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１１ 報告第２号 内子町新型インフルエンザ等対策行動計画

について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第２号、内子町新型インフルエンザ等対策行動計画について。この

報告案件につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第１項の規定に基づきま

して、計画を作成致しましたので、同条第６項の規定により報告するものでございます。内容に

つきましては地域医療・健康増進センター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。 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 曽根岡センター長。 

〔曽根岡伸也地域医療・健康増進センター長登壇〕 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 報告第２号、内子町新型インフルエンザ等

対策行動計画についてご報告を致します。お手元に事前にお配り致しております内子町新型イン

フルエンザ等対策行動計画、並びに本日お配りの別冊、ナンバー８の議案説明資料６ページ、７

ページをご覧ください。新型インフルエンザにつきましては、毎年流行をしております季節性の

インフルエンザと違いまして、ほとんどの人がウイルスに感染する免疫を持っておりません。こ

のため一度発生すると感染は急速に拡大し、世界的な大流行になる恐れがございます。このよう

な新型のインフルエンザの発生を阻止することは困難であることから、発生前から地域での感染

を想定した具体的な対策を進めておくことが重要となって参ります。内子町新型インフルエンザ

等対策行動計画は、平成２５年４月に施行された、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

き作成を致したものでございます。この措置法第８条第１項には、市町村長は都道府県の行動計

画に基づき、当該市町村の区域にかかる新型インフルエンザ等の対策の実施に関する計画を作成

するものと明記をされておりまして、その第２項には計画に定める事項が記載をされておるとこ
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ろでございます。この計画には町の新型インフルエンザ等対策の基本方針や新型インフルエンザ

等がまだ発生していない未発生期から、県内での感染拡大からまん延、小康期に至るまでの各段

階での具体的な対策を示すとともに、国の基本的対処方針に基づいた特定接種や住民への予防接

種、緊急事態宣言が発令された時の対応などを定めたものでございます。具体的には流行のピー

クを遅らせ、医療体制やワクチン製造のための時間的な余裕を確保すること。流行のピーク時の

患者数を少なく抑え、医療体制の負担を軽減をすること。これにより医療供給の能力に余裕を持

たせ、適切な医療が提供できるようにすることを目的としたものでございます。計画の詳細につ

きましては、お手元の計画書をご一読下さい。以上で簡単ではございますが、報告とさしていた

だきます。 

○議長（下野安彦君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 今回、国の法に基づいた計画の策定義務ということで出来たように思う

んですが、説明の中にこういう計画をつくって流行のピークを遅らせ、対応をすると。その中に

はワクチンの製造、ここらの対応もするという説明だったんですが、国が法律で定めたもので、

前もってそこらのワクチンの対応いうのは出来ない性格のものなのか。前もって準備ができるも

のなのか。それを質問したいと思います。 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 曽根岡地域医療・健康増進センター長。 

〔曽根岡伸也地域医療・健康増進センター長登壇〕 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 新型のインフルエンザになりますので、ど

ういった影響になるのか、どういった効力をもつワクチンを製造するべきかというものは、今か

ら予測することは難しいと思われます。そういた意味で、発生直後から時間的な余裕を持たせて、

ワクチンの製造の体制を取るというようなものだと考えております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は、報告事項であります。したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第１２ 議案第 １号 内子町災害対策基金条例の制定について 

日程第１３ 議案第 ２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１２ 議案第１号 内子町災害対策基金条例の制定について」

「日程第１３ 議案第２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について」以上２議案を一括議

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〕 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第１号、内子町災害対策基金条例の制定について。議案第２号、内

子町快適環境整備基金条例の廃止について。この２つの議案につきましては、関連性がございま

すので、一括上程をしております。内子町災害対策基金条例の制定につきましては、近年の頻発

する災害発生状況を考慮し、今後予想される内子町の各種の災害に対し、災害復旧等に要する経

費、その他災害に関連する経費の財源に充てるため本条例を制定するものでございます。また、

内子町快適環境整備基金条例の廃止につきましては、内子町公共施設整備基金条例と同様の内

容・目的で設置されている内子町快適環境整備基金を廃止し、内子町災害対策基金、内子町一般

廃棄物処理施設維持管理基金に原資を分配、配分をし、有効活用を図るため、本条例を廃止する

ものでございます。内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上

ご決定賜りますようお願い致します。 

○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） それでは議案書１の１４ページからになります。議案第１号及び第

２号につきましては関連性がございますので、一括して説明をさせていただきます。議案第１号、

内子町災害対策基金条例の制定につきましては、近年頻発する地震災害、集中豪雨による土砂災

害等に対して、災害復旧のための臨時的な経費等の財源とするため、今回この基金条例を制定し、

内子町の町民の安心・安全のまちづくりに貢献するものでございます。なお、財源と致しまして

は、議案第２号、内子町快適環境整備基金条例の廃止を上程致しておりますが、この廃止する基

金のうち、１億円を原資として積立ることとし、一般会計補正予算第６号に計上さしていただい

ております。 

次に、議案第２号、内子町快適環境整備基金条例の廃止についてでございますが、基金の趣旨

が内子町公共施設整備基金というものと同じような内容となっておりますことから、内子町快適

環境整備基金を廃止し、先ほど説明致しました内子町災害対策基金へ１億円、残りの３億６，８

００万円を昨年制定された内子町一般廃棄物処理施設維持管理基金へ移すものでございます。内

子町一般廃棄物処理施設維持管理基金の目的は、クリーンセンターの災害や老朽化等による大規

模な改修等に必要な財源を確保し、安定的な施設の運営をおこなうこととしております。この両

議案とも施行日は、公布の日からとさせていただいております。ご審議をいただき、ご決定を賜

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。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 今の説明でですね、この内子町快適環境整備基金を廃止して、その内、

一部を災害対策基金条例、そしてまた一部を内子町一般廃棄物処理施設維持管理基金に配分する

ということですが、この内子町公共施設整備基金と同様の目的で設置されているものであれば、

本来であれば、内子町公共施設整備基金の中に繰り入れるべきものではないかと思うんですが、

その辺のことの説明をもう一度お願いしたいと思います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 今の件でございますけれども、同様の趣旨だから同様のものに入れ

ればいいんではないかというようなご指摘でございますが、ちょうど頻発しております災害、こ

れに対する、こういうことが起こった時に対策をやる分の財源というのがですね、現在の中では

なかなか確保が出来ていないというような現状がございます。額を１億円といたしましたのは、

災害が起こってすぐに対応をしなければいけないような経費に充てるために、１億円という額に

しております。残りの分はですね、３億６，８００万円をクリーンセンターの方の、昨年作りま

した分の基金へということで、やっぱりこの施設が一部事務組合から内子町の方に移管をされま

して、内子町の財産、内子町が管理運営をしていくという責任を生じたわけでございますが、そ

この分の維持管理の経費がですね、年間億単位の分が必要だとか、そういったことが今後発生し

て参りますので、２つのうちの一つに返すという、まとめるという考え方ではなくて、ちょうど

そのような配分にさしていただければ、ありがいたいということでこういうふうな結論に至って

おります。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第１号」及び「議案第２号」は、総務文教常任委員会に付託することに

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号」及び「議案第２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１４ 議案第 ３号 内子町公益法人等への職員の派遣等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１４ 議案第３号 内子町公益法人等への職員の派遣等に関す

る条例の一部改正について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてで

ございます。内子町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につきましては、公益

法人等への一般職の地方公務員等の派遣等に関する法律の改正に伴い、本条例の一部を改正する

ものでございます。内容は総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い致します。 

○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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〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは、議案書１の１８ページからをご覧ください。議案第３号、

内子町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につきましては、条例制定の根拠法

律である、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が、公益法人制度改革関連

３法案により改正されまして、法律の名称が「公益法人等への」何々から、「公益的法人等への」

何々というものに改正されております。現行条例制定の根拠法令が変更となっていることから町

条例の名称を変更する必要があるため、一部改正をおこなうものでございます。議案説明資料８

の８ページに記載しておりますが、題名と第１条及び第２条の第１項中、「公益法人等」を「公益

的法人等」に改めるものでございます。附則におきまして施行日は、公布の日から施行さしてい

ただいております。よろしくご審議の上ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（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３号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第３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１５ 議案第 ４号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１５ 議案第４号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正

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） 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正についてでございますが、町

営バス村前線、中野線、程内線のデマンドバスの運行開始に伴いまして、本条例の一部を改正す

るものでございます。内容は、総務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い致します。 

○総務課長（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４号、内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正につきまし

ては、利用者の有無に関係なく運行する町営バスの、定時・定路線方式を改め、利用実態に即し

た居宅付近から目的地までを運行するデマンドバス方式に、平成２２年度より地元との調整がま

とまったところから移行を致しているところですが、来年度から内子地区を運行している町営バ

ス村前線、逆のコースを中野線と呼んでおります。及び、程内線の運行をデマンドバスに移行す
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ることを予定しており、移行に伴い、同町営バス２路線に関する規定を本条例から削除するもの

でございます。 

次に２１ページをご覧ください。その内容は、別表中「、村前線、中野線、程内線」を削ると

し、附則では施行日については、四国運輸局愛媛運輸支局長の一般乗合旅客自動車運送事業許可

のあった日から施行することとしております。よろしくご審議の上ご決定賜りますよう、お願い

申し上げます。 

○議長（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４号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第４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１６ 議案第 ５号 内子町行政組織条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第 ６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の 

制定について 

日程第１８ 議案第 ７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に 

関する条例の制定について 

日程第１９ 議案第 ８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条例の 

制定について 

日程第２０ 議案第 ９号 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

廃止について 

日程第２１ 議案第１０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２２ 議案第１１号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１６ 議案第５号 内子町行政組織条例の一部改正について」

「日程第１７ 議案第６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定につい

て」「日程第１８ 議案第７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について」「日程第１９ 議案第８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償

条例の制定について」「日程第２０ 議案第９号 内子町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等

に関する条例の廃止について」「日程第２１ 議案第１０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２２ 議案第１１号 内子町特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」以上、７議案を一括議

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） 議案第５号、内子町行政組織条例の一部改正について。議案第６号、内

子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定について。議案第７号、内子町教育委員

会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について。議案第８号、内子町総合教

育会議の関係者等に対する費用弁償条例の制定について。議案第９号、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廃止について。議案第１０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１１号、内子町特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。以上、７件の条例の一部改

正、制定、廃止につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴うもので

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） 議案書１の２２ページから３５ページにかけて説明をさせていただ

きます。議案第５号から議案第１１号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

に伴うものでございますので、一括をして説明を致します。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部改正が平成２６年６月２０日に公布、平成２７年４月１日から施行されることとな

りました。 

２２ページをご覧下さい。議案第５号、内子町行政組織条例の一部改正については、この法律

の一部改正に伴い、地方公共団体の長は総合的な施策の大綱、いわゆる教育大綱を定めるものと

され、同大綱の策定にあたっては総合教育会議を設け、協議をおこない、その会議の招集は長が

行うこととされました。改正内容は２３ページのとおり、第２条総務課の項中に第１９号として

総合教育の振興に関することを加えるものでございます。 

２４ページをご覧ください。議案第６号、内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

の制定については、議案第９号で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

廃止を上程しておりますが、現行条例を廃止することにより勤務時間等に関する規定がなくなる

ことから、新たに新教育長の勤務時間等に関する規定を定めるもので、改正内容は２５ページに

記載のとおり、第２条で「内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を準用する」とし

ています。 

次に２６ページをご覧ください。議案第７号、内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務

の特例に関する条例の制定については、常勤で教育委員会の事務を総括執行する新教育長の服務

に関連し、職員と同様に研修等に参加する場合における、その職務に専念する義務を免除するこ

とが必要となっているため、新たに条例を制定し対応することとしております。その内容は２７

ページに記載のとおり第２条において第１号から第３号までについて、あらかじめ教育委員会ま

たはその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることが出来るとし
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ております。 

２８ページをご覧ください。議案第８号、内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条

例の制定については、総合教育会議を開催する場合において、必要があると認める時は、関係者

または学識経験者を有する者から意見を聞くことができるとされております。この規定に基づき、

参加することを求められた者に対して実費を弁償する必要があることから、その額に関する規定

を新たに制定するものでございます。その内容は、２９ページに記載のとおりでございます。 

３０ページをご覧ください。議案第９号、内子町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の廃止については、今回、地方教育行政の廃止及び運営に関する法律の一部改正により

教育長は、地方公共団体の長が議会の議決を、同意を得て任命される職となったことから、地方

公務員法の規定による特別職となりました。そのため、教育公務員として定められていた教育公

務員特例法での教育長の給与等が廃止されたことにより、条例を制定する根拠法令がなくなり、

現教育長の給与等を定めた既存の条例を廃止する必要が生じています。また、併せて特別職となっ

た新教育長に関する給与等に関する条例を新たに定めることが必要になったことから、既存条例

を廃止し新しい条例の規定に関する議案を提出するものでございます。なお、新教育長が任命さ

れるまでの間は、現職の教育委員長、教育長が在籍するため、経過措置を設けることとしており

ます。なお、現教育長に関する給与、勤務時間等に関する条例を廃止するため、給与等について

は、議案第１０号で上程しております町長、副町長の給与等について定めた、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に追加。勤務時間等は、議案第６号の内子町教育委

員会教育長の勤務時間等に関する条例制定で、説明をさせていただきましたとおりでございます。 

３２ページをご覧ください。議案第１０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は、同じ常勤の特別職である町長、副町長について定めた内子

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に新教育長に関する規定を追加する

ため、条例の一部を改正するものでございます。その内容は３３ページに記載のとおり第１条中、

「及び副町長」を「、副町長及び教育長」に改めることと、第３条で現行の月額給与に関する規

定を追加するものでございます。 

３４ページをご覧ください。議案第１１号、内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正については、教育行政組織法の改正に伴い、新たに新教育長が任

命された場合には、現教育委員会の委員長の職務を兼ねることから、現委員長の報酬額を定めた

条例を削除する必要があるため一部改正をおこなうものでございます。３５ページに記載のとお

り別表中、教育委員会教育長、年額２８万４，５００円の規定を削除するものでございます。以

上が新教育長に関する条例の改正等でございます。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。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 一括議題となっております一連の議題で、今度の法改正で教育委員会の

体制が変わるために条例の改正、廃止等の提案だと思うんですが、その中で新教育長、これは町

の特別職の待遇になる。特別職となるということが説明にも謳ってあるんですが、現在、内子町
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の常勤の特別職の勤務時間を定めた条例はあるんですか、ないんですか。 

○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） 特別職の勤務時間の規定はございません。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） それでは同じ特別職であって、新教育長の勤務時間を制定しなければな

らない理由。ここらは法で定められているものなんでしょうか。どうなんでしょうか。同じ特別

職であれば、特別職としての職務を遂行いただくんが当然であろうと考えるんですが。 

○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けれども、新教育長の勤務時間等に関

する条例を定めるということはですね、これは内子町職員の勤務時間、休暇に関する条例の規定

を準用するというふうになっておりまして、法で同じ特別職の中には入るんですけれども、新教

育長につきましては、一般職の職員と同じように勤務時間が定まるということの改正でございま

す。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） おそらくですね、立候補してその職に就いた者とその違いというのがあ

るんだろうというふうに思ってます。私たちには労働基準法の適応もございません。そういう立

場でございます。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

○学校教育課長（片山哲也君） これについては、法律に直接の根拠があるわけではないんです。

が、教育長の具体的な勤務時間、勤務の始業時間、就業時間を特定しなければ、具体的に職務に

専念するべき時間が明確にならないため、新教育長の勤務時間を特定する必要がありますとなっ

ております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第５号」から「議案第１１号」の７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５号」から「議案第１１号」の７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。 
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  日程第２３ 議案第１２号 内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の制定について 

日程第２４ 議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に 

関する基準を定める条例の一部改正について 

日程第２５ 議案第１４号 内子町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び

運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

○議長（下野安彦君） 「日程第２３ 議案第１２号 内子町指定介護予防支援事業者の指定に

関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」「日程第２４ 

議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について」「日程第２５ 議案第１４号 内子町指定地域密着型介護予防サービス

事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」以上３議案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） 議案第１２号、内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項

並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。議案第１３号、内子町指定

地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。

議案第１４号、内子町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部改正について。この３件の条例の制定及び一部改正につきましては、介護保険法の改正に伴

い、制定及び一部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させますので、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○保健福祉課長（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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 第１の資料、３６ページから説明をさしていただきます。関連

がありますので第１２号、第１３号、第１４号につきまして、併せて説明をさせていただきます。

まず、議案第１２号、内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の制定についてでございます。平成２６年６月に介護保険法の
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一部が改正をされまして、上記の基準を平成２７年４月までに地方自治体で、条例で定めること

になっておりますので、条例を制定するものでございます。その概要につきましては、これまで

介護保険法では要支援１・２、及び要介護１から５の認定者の介護サービスにつきまして、全国

一律の基準で運用して参りましたが、今回の改正に伴い、要支援の方の１・２の方の介護予防に

つきましては、地域の実情等に照らし合わせて、介護予防日常生活支援総合事業、補助事業でご

ざいますが、の基準を設けてその基準を自治体で定めるということになったものでございます。

条例３４条からなる条例であります。 

次のページ、３７ページをお願いします。１条でその趣旨を書いておりますけれども、地方自

治体でその基準を定めるものということになっております。下の第２条では、その事業者につき

ましては、法人とするということになっております。 

３８ページ、第３条です。この支援事業の基本方針が書いてありますので、第３条、指定介護

予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことの

できるよう、配慮しておこなわれるものでなければならないっていう、これを一番の基本方針と

して、定めている条例になっております。その他、それぞれ今までの介護保険法に基づき準じて、

それぞれ条例を定めております。大変長い条例ですけれども、詳しくはお目通しをいただけたら

というふうに思います。改正点だけを申し上げます。 

４７ページをお願いします。第３０条２項です。指定介護予防支援事業者は、利用者に対する

指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない、ということになっております。今までの介護保険法では、この部分が２年間とい

うふうになっておりました。今回、本条例におきましては、５年間というふうにさしていただい

ております。その内容は今後、補助金ということで、各事業所でサービスをおこなった時に補助

金として配布をしてまいりますけれども、その返還請求につきましては、地方自治法の規定によ

り５年間とされておりますので、その資料を５年間保存ということにさせていただいているもの

でございます。最後の３２条から最後までですけれども、大変細かな条例でその内容を制定した

基準となっておりますので、中身については大変申し訳ないですけれども、お目通しをいただけ

たらというふうに思います。 

続きまして、５５ページですかね、議案第１３号でございます。内子町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する。同じように、介護

保険の改正に伴います改正でございます。説明資料の９ページをお願いします。旧の方ですけれ

ども、第１４条の４行目の方にカッコの中ではありますけれども、以下、指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準というのがございますが、これが必要なくなりましたので、削

除するものでございます。新法の９３条の２項でありますけれども、旧の方はそこの部分が下線

の分ですけれども、指定居宅介護支援等基準第１３条各号によるとなっておりましたけれども、

この部分につきましては、愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例に掲げる具体的な取扱いに沿っておこなうものとするということで、この部分ですけれど

も、居宅サービス計画につきましては県の条例に基づいてこれからはおこなうということを定め

るものでございます。 

続きまして、５７ページ、議案第１４号でございます。内子町指定地域密着型介護予防サービ
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ス事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正でございます。これも介護保険法改正に伴う

ものでございます。資料の１０ページをお願い致します。旧の方で１６条ですが、先ほどと同じ

ようにカッコの中でございますが、以下「指定介護予防支援等基準という」というところが必要

なくなりましたので、削除するものです。旧の方で第６７条でありますが、下線で示した国の法

律、基準等によるというところを、新法では第１２号でお願いをしております、内子町の基準条

例に基づくということで変更をさしていただくものであります。なお、期日等につきましては、

議会で制定させていただきました期日を、公示して参りたいと思います。この議案、すべて介護

支援認定者の介護予防サービスをおこなうため、基準とする条例であります。ご審議の上、ご決

定下さいますよう、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） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） この３本の条例、おそらく事業者に対する条例の変更内容だというふ

うに理解するわけですが、利用者に対して旧条例と比較した場合に、不便とか不利益とかいう部

分は出てこないというふうに判断しとってもいいんでしょうか。 

○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） 先程、一番最初に申し上げました総合事業っていうところで、

補助事業にはなりますけれども、まったく同じことでサービス事業は続けるということになって

おりますので、要支援の皆さんの介護支援が変わるものではございません。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私、分からん部分があってお聞きしますが、ここには小規模多機能事

業所も関わっておる部分が入っておるように、この説明資料読みますとあるんですが、実は介護

報酬の切り下げが今年からおこなわれることによって、こことは関係ない特老関係の運営がなか

なか大変だということがあって、ただでさえ今そういう待機者が非常に多い中で今、小規模多機

能あたりでやっぱ世話になっておられる方々にとっては、そこが非常によりどころとなっておる

ような場合もあるようでありますが、ここの小規模多機能事業所あたりは、国の介護報酬引き下

げとのかかわりでは、どういうことになっているのか。分かりましたらその辺をお教えいただき

たいと思います。 

○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） 今回おこないますここでの条例につきましてはですね、先ほど

申し上げました介護保険法でやっておりました介護認定者につきましては、国の法律によってお

こなわれる。新しくここでは、要支援者の方について給付型ではなしに補助事業でおこなうとい

うことを定めるだけのもので、中身についてはまったく変わりません。多機能型についてもこれ

から要支援の方が入られるっていうことを私どもがこれから指定をして、町として指定ができて、
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その内容でありましたら、今までは給付でそれぞれの方には渡していたものが補助事業としてそ

れぞれ渡されるということでありまして、その内容等につきましてサービス内容については変更

するものではございません。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 今のご説明でだいたい分かるんですが、ただ、私が懸念するのは補助

事業でありますから、国が補助の規定いいますか、どれだけの部分を出すかという時に、実際に

国は介護報酬引き下げをした特老並みの部分でしか出さんのじゃないかと思うんですよ、補助が。

その時に今の小規模多機能事業所あたりが果たしてやっていけるのかどうなのか。そこを心配す

るものですから。それについてはどう受け止めておられるか。 

○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） 今、給付事業、国の負担と市町村の負担部分というのは、国が

２分の１、県が４分の１、町が４分の１です。今回、おこなわれます総合事業の補助事業の負担

割合も同額で、国が２分の１、県・市町が４分の１ずつということで、現在の法律が定まってお

りますので、今すぐ補助内容が変わるということは考えられませんので、同様に補助金が受けら

れるということを考えておりますので、ご理解をいただけたらと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑ありませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 条例の名前が長いので読みませんが、１２号の条例制定の件ですが、支

援事業者になる者は第２条で法人ではないといけないという定めを作っておるんですが、それの

前のカッコ書き、３７ページの一番下段にあるカッコ書き、してはならない場合という、条例に

はよう、こういうカッコ書きで条例文がどういう目的をしておるのかというのを表しておるんで

すが、指定をしてはならない場合として説明しとって、法人じゃないと事業者として認められな

いという書き方をしてあるんですが、これちょっと説明をいただいたらと思うんですが。 

○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） 実は私もこの条例を読んだ時にですね、同じような疑問を持ち

ましたけれども、ここでは国の方からの法がこのようになっておりましてですね、上の第２章の

ところに指定介護事業支援事業の指定というのがあります。カッコ書きでしてはならないものと

いう規定がありはするんですけれども、実際は法１１５条２２の２項第１号の条例で定める者、

要は町長が定める事業所のことではあるんですけれども、法人とするということにしております

ので、法人としては今回の事業所指定としてはできないというふうにご理解をいただけたらなと

いうふうに思います。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林博君） 法人じゃないと事業者に指定できんいうのは分かるんですよ。この表記の
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仕方、その前にはしてはならないのは、次に出てくるもんじゃと私は思うんですが。一般的に他

の条例を見ても。これだけがしてはならない場合として第２条で、法人じゃないと指定出来ない

と。なんか意味が分からんので。理解がなんぼにもできんのです。 

○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） 今までの国の法律がこのようになっておりましてですね、この

下の第２条だけの１項だけしか出ておりませんけれども、この下に２号、３号があってその部分

がありますので実際は出てないんですよ、ここには。町の条例にはここだけで止まっております

ので、そこだけで止まっておりますので、こういう書き方になったのかなというふうに思ってお

ります。今回、この部分として業者等との話、県等との指導をいただいたんですけど、こういう

条例でというご指導もありましたので、なかなか理解がしにくいところがあるんですけれども、

ご理解を賜ったらと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「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１２号」から「議案第１４号」の３議案は、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１２号」から「議案第１４号」の３議案は、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） ただ今、時刻は、午後４時５０分を過ぎております。審議内容から考え

ますと、午後５時までに、終了することは難しいと思われますので、内子町議会会議規則第９条

第２項の規定により、会議時間を議事終了時まで延会することを宣告致します。 

 

日程第２６ 議案第１５号 内子町介護保険条例の一部改正について  

日程第２７ 議案第１６号 内子町介護保険条例の一部改正について  

○議長（下野安彦君） 「日程第２６ 議案第１５号 内子町介護保険条例の一部改正について」

「日程第２７ 議案第１６号 内子町介護保険条例の一部改正について」以上２議案を一括議題

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） この２つの議案につきましては、関連性がございますので、一括上程を

しております。議案第１５号につきましては、介護保険法改正及び、第６期介護保険事業計画策
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定に伴うもの。議案第１６号につきましては、介護保険法改正に伴い、地域包括支援センターが

包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める必要があるため、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させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い致します。 

○保健福祉課長（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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議案第１５号、１６号についてご説明をさせていただきます。

第１５号、内子町介護保険条例の一部改正についてでございます。介護保険法改正に伴い、第６

期の介護保険事業に関わる計画書策定に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。今回

の改正の主なものは介護保険料の改定でありますけれども、この件に関しましては、内子町総合

福祉計画策定委員会、及び併せた第６期介護保険事業計画委員会におきまして、審議を重ねてい

ただき、決定をいただいているものでございます。今回の介護保険の改正につきましては、これ

まで第１号被保険者６５歳以上の方の負担割合が１％増額になりましたことと、介護サービス等

を受けられる方の増加、給付額の増加により、平成２７年から２９年の介護保険料の基準額を１

４．５％増額するものとしているものでございます。内容につきましては、説明資料の１１ペー

ジをお願い致します。旧の方ですけれども、第６条で今までは２４年から２６年となっておりま

したものを、改正後２７年から２９年までとするものでございます。介護保険料、これまでは４

項にあります６万２，８００円を基準額とし、６段階で介護保険料を定めて参りました。改正後

につきましては、５号の７万１，９００円を基準額とし、９段階で介護保険料を定めるものでご

ざいます。６段階から９段階になりましたものは、高所得者の分につきまして、所得割が負担割

を応分の負担をいただくということであり、低所得者につきましては、今まで通りの単純な１４．

５％を掲げた基準額から求めるということにしたものでございます。先程も申し上げましたよう

に、町民の皆さん方には、それぞれ負担をかけるということでございますけれども、内子町の介

護保険制度の維持のために、最低限の引き上げということにさしていただいておりますので、ご

理解をいただきたいと思っております。新法の方の附則であります。附則に第１２条を加えさし

ていただいております。第１２条ですけれども、法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防

日常生活総合支援事業について、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な

実施を図るため、平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの間はおこなわず、平成２

９年３月３１日の翌日からおこなうものとするということになっております。このことは、先ほ

ど３つの条例の説明をさせていただきましたけれども、要支援にかかわります制度でありますけ

れども、大きな制度改革でありますので、２年間の猶予期間が設けられるというものです。県内

の各市町村もこの猶予期間に基づいて平成２９年３月３１日から伸ばすということにしているも

のでございます。 

続きまして６１ページ、議案第１６号でございます。内子町介護保険条例の一部を改正すると

いうものでございます。介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターが包括支援事業を実施

するために必要な基準を定める必要があるため、介護保険条例の一部を改正するものでございま

す。説明資料の１２ページからをお願い致します。これまで包括支援センターの基準というもの
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がございませんでしたので、介護保険条例の左側ですが、５章に包括支援事業の実施に関する基

準、第１５条を追加しまして、それ以下、６、７について繰り下げるというものにしております。

新しい制度の中で支援事業をおこないます包括支援センターにつきましても、町の指定を受け、

介護支援をおこなっていく事業所ということでありますので、その事業の基準を設けたものでご

ざいます。１５条につきましての１につきましては、日常生活を営むことができる基準を設ける

ということにしております。２では地域包括支援センターの設置義務等でございますが、職員配

置等のことでありますが、内子町の現在の包括支援センターにつきましては、この要綱を全てク

リアしている包括支援センター事業をおこなっているものです。３号以降につきましては、新た

に内子町の包括支援センターを設けるための基準ということで、一番下に書いておりますように

新たな包括支援センターをするには、その運営委員会において認められた場合ということで、そ

の基準が１３ページの左側の枠の中に書いてあるものでございます。現在、内子町の中では一つ

の包括支援センターで介護予防事業をおこなっているものでございます。このことにつきまして

も介護保険等の改正によるものでございますので、ご審議の上ご決定下さい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１５号」及び「議案第１６号」の２議案は、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１５号」及び「議案第１６号」の２議案は、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） 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。 

本日は、これをもって散会致します。 

午後 ５時００分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２７年 ３月 ４日（水） 

○開会年月日   平成２７年 ３月 ５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 

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２号） 

平成２７年 ３月 ５日（木）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 

日程第 ３ 議案第１７号 内子町へき地保育所条例の一部改正について 
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日程第 ４ 議案第１８号 内子町子ども・子育て会議条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第１９号 内子町保育の実施に関する条例の廃止について 

日程第 ６ 議案第２０号 内子町児童館条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第２１号 内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第２２号 内子町保育所条例の制定について 

日程第 ９ 議案第２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第２４号 内子町下水道条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第２５号 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例の制定について 

日程第１２ 議案第２６号 内子町営小田プール条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定について 

日程第１４ 議案第２８号 内子町農村体験宿泊施設の指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第２９号 内子町斎場の指定管理者の指定について 

日程第１６ 議案第３０号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

日程第１７ 議案第３１号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

日程第１８ 議案第３２号 内子町簡易水道等施設の指定管理者の指定について 

日程第１９ 議案第３３号 内子町川登筏の里交流センターの指定管理者の指定について 

日程第２０ 議案第３４号 第２期内子町総合計画基本構想の策定について 

日程第２１ 議案第３５号 内子町新町建設計画の一部変更について 

日程第２２ 議案第３６号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第２３ 議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第２４ 議案第３８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４号）

について 

日程第２５ 議案第３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第２６ 議案第４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２７ 議案第４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２８ 議案第４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２９ 議案第４３号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第３０ 議案第４４号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第３１ 議案第４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第３２ 議案第４６号 平成２７年度内子町一般会計予算について 

日程第３３ 議案第４７号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第３４ 議案第４８号 平成２７内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

日程第３５ 議案第４９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計予算について 
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日程第３６ 議案第５０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第３７ 議案第５１号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第３８ 議案第５２号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算について 

日程第３９ 議案第５３号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第４０ 議案第５４号 平成２７年度内子町水道事業会計予算について 

日程第４１ 受理第 １号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書の提出を求めること

について 

日程第４２ 受理第 ２号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を

求める請願書 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第４２ 

 

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２７年３月第７５回内子

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、１番久保 美博議員、

２番森永 和夫議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 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２号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。  

 

日程第 ３ 議案第１７号 内子町へき地保育所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１７号 内子町へき地保育所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） 議案第１７号、内子町へき地保育所条例の一部改正についてでございま

すが、内子町へき地保育所条例の一部を改正する条例につきましては、村前へき地保育園の実態

により、内子町へき地保育所条例をその実態に応じた内容に改めるため、本条例の一部を改正す
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るものでございます。内容は、保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますよう、お願い致します。 

○保健福祉課長（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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） ６４ページをお願い致します。議案第１７号でございます。内

子へき地保育所条例の一部を改正する条例でございます。へき地保育所の実態に即して一部を改

正するものでございます。説明資料１４ページをお願い致します。旧条例の第２条にへき地保育

所の名称及び位置について次のとおりにするという条文がございますが、その中に石畳保育所、

その下が村前へき地保育所になっております。この村前へき地保育所ですけれども、平成１２年

３月３１日に閉所をしております。建設当時に借り入れておりました起債の償還も平成１５年３

月２５日に償還済みでありまして、これから開所の予定もないということでありますので、この

村前へき地条例の条文を削除するものでございます。ご審議の上、ご決定下さいますよう、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） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） この村前のへき地保育所ですけど、後利用というのが閉園してからずっ

とあったと思うんですけど、地元の議員でありながら、その辺十二分に把握してない部分があり

ますので、どういうふうな計画、自治会としてあるのか。その辺ちょっとお伺いしたらと思いま

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） 山崎議員ご指摘のとおり、一部利用についての申し込み等がな

されたというふうに聞いておりますが、そのままそれは却下されたというか、本人の取り下げが

おこなわれたということであります。現在はそのままになっておりますので、今後その活用につ

いては、これから地域の皆さん、また私たちで相談をし、活用方法を決めて行きたいというふう

に思っております。現在のところの活用については、計画がなされておりません。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第１７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第１７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 ４ 議案第１８号 内子町子ども・子育て会議条例の一部改正について 
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○議長（下野安彦君） 「日程第４ 議案第１８号 内子町子ども・子育て会議条例の一部改正

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） 議案第１８号、内子町子ども・子育て会議条例の一部改正につきまして

は、子ども・子育て支援法に規定される市町村子ども・子育て会議の委員の任用について改正す

るため、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。 

○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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 引き続き６６ページをお願い致します。議案１８号、内子町子

ども・子育て会議条例の一部改正についてでございます。同会議の委員の任用について改正をす

るため、議会の議決を求めるものでございます。説明資料、１５ページをお願い致します。旧条

例の一番下でございますが、４条の２で委員（前条第２項第６号に規定する者を除く。）は、再任

されることができるということになっておりまして、前項の６号なんですけれども、３条の６、

子ども・子育て支援に関し、学識経験を有するものということになっております。この者を除く

ということですので、この者の再任が出来ない状態になっております。前条例とも皆さん方、見

識のある方ばかりでございますので、このカッコの中の条文を除きまして皆さんに再任がしてい

ただけるよう条文を訂正するものでございます。ご審議の上、ご決定を下さいますよう、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１８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第１８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第 ５ 議案第１９号 内子町保育の実施に関する条例の廃止について 

○議長（下野安彦君） 「日程第５ 議案第１９号 内子町保育の実施に関する条例の廃止につ

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） 議案第１９号、内子町保育の実施に関する条例の廃止につきましては、

児童福祉法の改正に伴い、保育の必要性に関して市町村の条例ではなく、子ども・子育て支援法

において定められることとなったことに伴い、本条例を廃止するものでございます。内容は、保

健福祉課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 引き続きまして、６８ページをお願い致します。議案１９号、

内子町保育の実施に関する条例の廃止であります。この廃止につきましては、新しく定められま

した子ども子育て支援法において定められることになりましたので、本条例を廃止するものでご

ざいます。その中身につきましては、条例３条からなる非常に短い条例でございまして、保育に

かける要件等を定めた条例でございます。これからは子育て支援法の中でその運用に努めて参り

ますので、ご決定下さいますよう、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１９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第１９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 ６ 議案第２０号 内子町児童館条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 議案第２０号 内子町児童館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） 議案第２０号、内子町児童館条例の一部改正につきましては、内子町児

童館条例を実態に応じた内容に改めるため、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、

保健福祉課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 引き続きまして、７０ページをお願い致します。議案第２０号
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でございます。内子町児童館条例の一部を改正するものでございます。内子町児童館の条例の実

態に応じ、本条例の一部を改正するものでございます。 

 次のページ、７１ページをお願い致します。本条例の第５条第１項中に「１０人」を「２０人」

に改めるものでございますが、その内容は、児童館の運営審議委員の定数を定めるものでござい

ます。現在、児童館２館ございまして、それぞれ１０名を定員としたいということでありますの

で、総数で１０名を２０名に改正するものでございます。ご審議の上、ご決定下さいますよう、

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２０号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案２０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 ７ 議案第２１号 内子町母子家庭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７ 議案第２１号 内子町母子家庭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） 内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正につきましては、母子及び寡

婦福祉法の改正に伴い、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

明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○保健福祉課長（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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） ７２ページをお願いします。議案第２１号、内子町母子家庭医

療費助成条例の一部を改正するものでございます。提案理由と致しまして、母子及び寡婦福祉法

の法令名が改正されましたので、本条例の一部を改正するものでございます。 

７３ページをお願い致します。本条例の第２条第２号及び第３条第４号に「母子及び寡婦福祉

法」となっておりますものを新しく「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改めるものでございま

す。条文の法令の名称が変わったことを受けての変更でございますので、ご審議の上、ご決定下

さいますよう、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〕 
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○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第２１号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案２１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 ８ 議案第２２号 内子町保育所条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第８ 議案第２２号 内子町保育所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） 内子町保育所条例の制定につきましては、子ども子育て支援法の制定に

伴い、本条例を制定するものでございます。内容は、保健福祉課長に説明を致させますので、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） ７４ページでございます。議案２２号、内子町保育所条例の制

定についてでございます。新しく子ども子育て支援法の制定がありましたので、内子町の保育所

条例の全部を改正するものでございます。説明資料、１６ページ、１７ページをお願い致します。

１６ページの新しくなりましたもので、説明をさせていただきます。３条です。保育所において

次に掲げる事業をおこなう。児童に関する保育につきましては、従来の保育をおこなっていくと

いうものでございます。子育て支援法の改定に伴いまして、４月からは１１時間保育と８時間保

育っていう２つの保育時間が設定されておりますが、その時間内の保育をおこなうものでござい

ます。２号で時間外保育事業というのが新しく設けられました。このことにつきましては、保育

所の開所時間っていうのが規定で定めております。それは内子町の場合、１１時間の開所時間と

いうのを設けさしていただいております。その１１時間の範囲内で８時間認定のされた保育です

けれども、その方々がどうしても朝早く通勤のため、もしくはお迎えが少し遅れるというような

時間外の保育を申し込まれることがございます。その部分につきまして、今まではございません

でしたが、申請に基づき認定を致しますと、時間外の保育をするという新しい条例でございます。

２項でございますが、「前項第１項の保育は子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

２０条第３項の保育必要量、同条例第１項の認定がなされていない児童にあってはこれを相当す

るものとし町長が定める保育の量とし、次条第３号に掲げる児童にあっては、同法第２８条第１

項第２項の内閣府令に定める１日あたりの時間及び期間とするの範囲内のものとするということ

でございます。詳しくは先ほどの保育時間、１１時間保育と８時間保育の区分けでございます。
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１カ月の就労時間が１２０時間を越える者につきましては、１１時間保育の対応になります。 

６４時間以上就労時間がある者につきましては、８時間保育ということになります。そのことを

定めております。続きまして、入所資格でございます。第４条、保育所入所に前条第１項第１号

の保育を受けることのできる資格を有する者は、次の通りであるということになっております。

１号で子育て支援法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童というふ

うになっておりますが、詳しくは、家庭で保育が出来ない、３歳以上の児童のことを言います。

この人たちは保育園に入所が出来るというものでございます。２号の第９０条第１項第３号にあ

げるものにつきましては、同項ですけれども、家庭で保育が出来ない３歳児未満の児童を指すも

のでございます。この３歳児以上と以下を分けるものにつきましては、保育料が変わっておりま

すので、２号、３号に掲げているものでございます。３号、子ども子育て支援法第１９条第１項

第１号に掲げる、小学校就学前子どもに該当する児童ということでありますが、これは家庭で保

育が出来る３歳児以上のことを指しております。ということで、本来ならこの児童は幼稚園等へ

入園ということになるんですけども、次の行、町長が地域において教育、カッコをとばさしてい

ただきまして、の体制の整備の状況その他の事情を勘案し、保育所において保育する必要がある

者を認めるというものでございます。具体的には内子町では該当しないんですけれども、幼稚園

がいっぱいで入れないような児童に対して、町長が認めますと保育園で保育が出来るというよう

な条例でございます。４号で、その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児

童。このことにつきましては、家庭内の虐待とかＤＶ等で保育が出来ないというものを定めるも

のでございます。第６条です。入所の不承諾についてでありますが、１号で第４条の入所資格を

持たないもの、先ほど説明を致しました１から４に該当しないものは、保育所の入所の承諾が出

来るというものでございます。７条、入所の承諾の取り消しでございますが、２号で正当な理由

がなく長期に渡って第３条第１項第１号の保育を受けた実績がないもの、保育に来てないものは

保育を取り消すことが出来るという条文でございます。 

１７ページをお願いします。８条、保育の停止でございます。町長は保育所に入所をしている

児童が感染病にかかった時、その他の特に必要があると認める時は、当該児童の保育を停止する

ことができるということでございます。インフルエンザ等でかかった場合は、診断書に基づいて

その期間休んでいただくということを定めているものでございます。第９条、保育料です。保育

所において入所している児童は、法第２４条第５項または第６項の規定により、町長が入所させ

られた児童を除くの、保護者は規則で定めるところにより保育料を納付しなければならないとい

うことでございます。２項で、前項の保育料の額は子ども子育て支援法、第２７条第３項第１号

の内閣総理大臣が定める基準、第５条第３号に掲げる児童に係る前項の保育料の額にあたっては、

子ども子育て支援法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、

その額が現に保育に要しない費用の額を越える時は、当該、現に保育に要した費用の額とすると

いうことになっております。保育料につきましては、ここに書かれておりますように、内閣府等

が出します基準額になる保育料がございます。それをもとに内子町では規則でそれぞれの所得段

階に合わせた保育料を規定しておりますけれども、この基準額に対しまして内子町では、約８割

を保育料とするというようなことにしておりまして、今度の改定におきましても８割を超えない

程度の保育料に今算定をしているところでございます。続きまして、第１３条、先ほど申し上げ
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ました時間外保育の保育料についてであります。第３条第１項第２号の時間外保育は、休所日を

除き保育所に入所している児童がやむを得ない理由により、同項第１号の保育の提供を受ける時

間以外の時間に保育を受ける必要がある場合、当該保育をおこなう事業とするというものです。

２項、その保護する児童について、時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めると

ころにより町長に申し込み、その承認を得なければならない。３、時間外保育事業を利用する児

童の保護者は、規則で定めるところにより時間外保育料を納付しなければならない。４、第２項

に定めるものの他、時間外保育事業の利用に関し、必要な事項は規則で定めるということでござ

います。先程申し上げましたように開所時間１１時間以内の中で保育を希望されますと、申請を

されて認定をされますと、その時間保育をすることが出来るというものでございます。ここで定

めるという保育料の時間ですけれども、現在試算をしておりますけれども、３０分あたり１００

円を基礎に検討をしているところでございます。その他、細かい保育園等の運用につきましては、

規則で定めるということになっておりますので、また皆さん方にはご報告をさしていただこうと

思っております。よろしくご審議の上、ご決定下さいますよう、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） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） ただ今の説明の第４条に関わる件ですが、３番の、家庭で保育が出来

る用事をさすというあれであったわけですが、今まで幼稚園と保育所へは両方いうのは利用がで

きなかったわけですが、これが出来るようになるということと理解してよろしいんでしょうかね。 

○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） 希望されて要件が整えば保育園、幼稚園の併用ができるという

ことになります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） その要件ですが、立川あたりは幼稚園しかございませんので、同級生

あたりの子どもが幼稚園行きよるんで、親としてはそこに行かせたいと。しかし、３歳未満の子

どもがおるということで、保育所へ預けなんだらいかんというような両方の部分があって、今ま

ではずっと保育所だけにしよったわけで。こういう場合は要件が整うと理解してよろしいんで

しょうか。 

○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） 保育園の要件を満たすということでございますので、先ほど申

し上げました１カ月間の両親の就労時間を満たしておればですね、少なくとも６４時間、１カ月

に６４時間の要件を満たしておれば８時間保育が出来るようになります。３歳未満の方は保育園

に入所が可能ですし、３歳以上になると幼稚園が入所が可能ということになります。現在までは

上の方が幼稚園行く要件でおられる場合はですね、保育園に入ることができないということに

なっておりました。ということで、３歳以上の方について先ほどの就労時間さえクリアできれば
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どちらかを選ぶことが出来るということになります。 

○議長（下野安彦君） 他ありませんか。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） ちょっと分からないんですけど、子どもの数はだいたいいくらおるのか。

それと８割を基準と言われたんですけど、８割言うたって私らいくらか分かりませんので、おお

よそ平均どの程度なのか。それだけちょっと教えてほしいんですが。 

○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） 今年の４月段階で、今入所申し込みがあって決定している園児

は、３２１名でございます。昨年とほとんど変わらない人数でございます。それと保育料につき

ましては、非常に細かい段階区分になっております。平均と言いましても、なかなか難しゅうご

ざいまして、細かな全部が分かれておりますので、その内容につきましては、今度の常任委員会

等でですね、また参考資料が出ておりせんので、決定をしておりませんので説明をさせていただ

いたらと思います。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） 私は総務におりませんので分からないんですが、おおよそでいいんです

よ。おおよそ平均いくらと。それだけ分かったら、また他の方にも説明が出来るんですけど。全

然分からないんですよ。 

○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） 保育料の段階というのが２０段階くらいに分かれております。

所得に応じて。一番安い方は、当然０という方がいらっしゃるんですが、それ以外で一番安い方

はですね、３歳以上の方で６，０００円。３歳未満の方で７，０００円と。一番安い方、所得で。

一番多い方になりますと、３歳以上の方で４万６，０００円。３歳未満の方で５万６，０００円

というものにあって、その間で非常に細かく段階区分をしました。先程の８割と申し上げました

けれども、今回の改正で、現在の保育料よりは、上がる方は所得の多い方３段階だけであとは今

年の保育料よりは若干でありますが、下がるように今試算をしてそのように決定したいというふ

うに考えているところでございます。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） あんまり細かい詳細な話はかまんのですよ。その子どもが３２１名おっ

て、だいたいその保育料が平均いくらと、真ん中、だいたいいくらになるのか。それだけ分かっ

たらいいんですよ。あんまり細かい詳細言われたって私ら分かりません。 

○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） 所得で行きますと、だいたい２万５，０００円が平均というこ
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とでございます。１カ月、平均値として。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。 

○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） 保育料の納付関係ですね。滞納とかが、私、監査委員をやらしていた

だいた時にもあったんですけど、納付率はだいたいどのくらいになってますか。 

○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） 正確な数字は今日持ってきておりませんけれども、納付率は 

９９に近い状態であります。一昨年、かなり滞納整理等をおこなわさしていただきまして、納付

が上がっております。本年も滞納の方、整理をさしていただいて、伺って納付をいただいており

ますので、かなり高い納付率になっております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第２２号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案２２号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第 ９ 議案第２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収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２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の

一部改正について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例につきま

しては、県営土地改良事業における事業種類の新設に伴い、本条例の一部を改正するものでござ

います。内容は、産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

う、お願い致します。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植産業振興課長。 

〔小野植正久産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（小野植正久君） それでは、議案書の７９ページをお開き下さい。内子町県営

土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について説明をさせていただきます。提案理由と致しま

しては、県営土地改良事業における事業種類の新設に伴い、内子町県営土地改良事業分担金徴収
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条例の一部を改正するものでございます。県営土地改良事業で実施する事業でございますが、老

朽化した龍宮堰の改修工事でございます。龍宮堰の完成後、五十崎土地改良区に移管されまして、

それから維持管理をおこなって参りましたけども、近年老朽化により修理費が増大していること、

それから一部不具合も生じていることから、施設の長寿命化、洪水の二次災害の防止のため、龍

宮堰の改修をおこなうものであり、その分担金の徴収を定めるものでございます。内容につきま

してはですね、議案説明資料ですけれども、１８ページで説明をさせていただきます。新旧対照

表の左側でございます。新でございますけれども、一番下のところでございます。次の事業を加

えます。事業の種類は、農業水利施設保全合理化事業。内容はかんがい施設。分担金は補助残の

２０％。説明として用排水・貯水施設等でございます。施行につきましては、平成２７年４月１

日でございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（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２３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第２３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２４号 内子町下水道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２４号 内子町下水道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） 内子町下水道条例の一部改正につきましては、下水道法施行令の一部改

正により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。 

○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２４号、内子町下水道条例の一部改正に

つきましてご説明さしていただきます。議案資料は８１ページ、８２ページになります。説明資

料と致しまして、資料８の１９ページから２０ページに記載しておりますので、それぞれお開き

願います。今回の改正につきましては、下水道法施行令の改正によるものでございまして、内子

町下水道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８の１９ページでご説明さ

せていただきます。新旧対照表でございますが、まずですね、今回の改正につきましては、１０
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条の水質適合のための基準改正でございまして、まず１０条の１号におきまして、これは数値の

基準の改正でございます。改正前につきましては、０．１ミリグラムということでございますが、

今回０．０３ミリグラムに改正となります。次に、２６号の次に１・４－ジオキサン１リットル

につき０．５ミリグラム以下という記述を２７号として加えるものでございます。ジオキサンと

いいますのは、難分解性の合成化学物質でございまして、環境中に残留しやすく人への毒性につ

きましては、発がん性が疑われているところでございます。特に化学工場等で溶媒として使用さ

れているというような物質でございます。今の２７号を加えましたことによりまして、以下２７

号から４２号までの１号ずつ繰り下げるということになります。附則と致しまして、この条例は

２７年４月１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

審議を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２４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第２４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２５号 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１１ 議案第２５号 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例

の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例の制定につきましては、条例制

定後に改正された関係法令との整合性を図るため、本条例の全部を改正するものでございます。

内容は、町並・地域振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い致します。 

○町並・地域振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(下野安彦君)  安川町並・地域振興課長。 

〔安川 徹町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・振興課長（安川 徹君） それでは議案第２５号、内子町伝統的建造物群保存地区保存

条例の制定についてご説明を申し上げます。議案については、議案書１、８３ページでございま

す。次のページの８４ページから８９ページにかけて保存条例案を記載してございます。また新

旧対照表につきましては、議案説明資料８ページの２１ページから２６ページまでにございます

ので、ご覧いただきたいと思います。伝建地区の保存条例の全部を改正するものでございます。
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現行の条例については１０年ほど見直しをしておりませんが、現在の保存条例が国の法律等の整

合性において表記の加不足があるため、今回文化庁が示しております標準条例を参照して改正す

ることとしたものでございます。条例の表現や句読点の打ち方まで改正をしたため、改正内容が

多岐にわたり全部を改正ということでご提案を申し上げるものでございます。 

主な改正点につきましては、議案説明資料の８の２３ページをご覧下さい。２３ページの左側

の欄の下の方の改正案の第７条でございますが、これは国や地方公共団体等が伝建地区において

おこなう行為について、許可申請は必要ないが、協議の前に事前通知が必要となるものについて

定めてございますが、現行の条例に追加が必要と考えられる高速道路自動車国道法の事業や気象

等の観測設備の設置、都市公園にかかる行為などを追加しております。 

それからまた２４ページをお開き下さい。２４ページの改正前条文、右側の欄の下の方でござ

いますが、第８条でございますが、伝建地区において建造物等に改築や建築などの変更等をしよ

うとするものに対して、町あるいは教育委員会が指導助言できる旨、定めたものでございますが、

これは条例自体が規制を内容とするものであり、指導・助言は事務上必要なことですので、あえ

て条例に規定する必要がないということから改正案では削除し、以下の条文を繰り上げておりま

す。その他は、法令等の記載の追加、削除、条文の構成等でございます。なお、これらの改正に

よって保存地区における規制行為や手続きに変更はないものでございます。以上、よろしくご審

議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（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２５号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第２５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１２ 議案第２６号 内子町営小田プール条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１２ 議案第２６号 内子町営小田プール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） 内子町営小田プール条例の一部改正につきましては、参川小学校廃校に

伴い、既存プールを社会体育施設として活用するため、本条例の一部を改正するものでございま

す。内容は、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議案第２６号、内子町営小田プール条例の一部改正について

ご説明申し上げます。議案書ナンバー１の９１ページにありますように参川小学校廃校に伴い、

依存プールを社会体育施設として活用するため、内子町営小田プール条例の一部を改正するため、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。

詳細につきましては、ナンバー８、議案説明資料の２７ページをお開きいただいたらと思います。

左にありますように第２条の表中のところに、上川水泳プールの下に参川水泳プール、内子町中

川３９５１番地を加えるものでございます。附則と致しまして、平成２７年４月１日から施行す

るものでございます。以上、簡単ですけれど、議案第２６号のご説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） これは社会体育で使用するということなんですけど、利用料とか水とか

の塩素とか入れる費用とかいうのは、こういうのはどういうふうになっておりますでしょうか。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 利用料については、無料でございます。費用につきましては

当初予算の方で要求をさしていただいてます。ご理解いただいたらと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「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２６号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第２６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１３ 議案第２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１３ 議案第２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定に

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） 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定についてでございますが、子ども

子育て支援制度の本格実施に向け、町立幼稚園を利用する町民の利用者負担について、国の考え



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 91 - 

方及び現行の授業料水準を踏まえ、町立幼稚園の授業料の額を改定するとともに、多子世帯及び

低所得世帯に対する軽減措置を設け、併せて規定の整備をおこなうため、本条例の全部を改正す

るものでございます。内容は、学校教育課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますよう、お願い致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） それでは議案第２７号、内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定

についてご説明を申し上げます。内容につきましては、軽減措置の拡充でございます。 

９６ページをご覧下さい。９６ページの別表第３条関係で、軽減措置の拡充を説明しておりま

す。内容につきましては、議案説明資料の８の３０の２というのがございます。それで説明をさ

せていただいたらと思います。その前に新旧対照表がついておりますが、３０の２で説明をさせ

ていただきます。３０の２、町立幼稚園の授業料についてという分でございますが、現行が左側

に書いております。現行は一律月額５，０００円。ただし、町民税非課税世帯については、減免

制度があるというような条例でございます。それが中ほど新制度移行後というのが、これが国が

示している１号認定から５号認定までを、限度額を、利用者負担の限度額を定めたものでござい

ます。この中で３号から５号の階層につきましては、限度額が１万６，１００円から２万６，７

００円というふうな限度額設定になっておりますが、これについては現行の授業料と相当な開き

があるということで、現行の授業料までということで改正案を出すものでございます。近隣の市

町でも中ほどに書いてますが、大洲市、宇和島市、伊予市なども５，５００円から６，０００円

の範囲内ということでございます。改正案は、右側に記載をしております。第１階層、この生活

保護法というのが０円というのが新たに出てきております。今までは減免措置だけだったんです

が、生活保護法による第１階層０円というのが出来ております。第２階層につきましては、３，

０００円ということです。第３階層が３階層から５階層までの分を従来通り５，０００円とする

ものでございます。備考の欄の３項でございますが、これも軽減措置の拡充でございます。第２

階層の区分にあってひとり親世帯等、在宅障がい児のいる世帯、その他の世帯については授業料

を無料とすると。第４項につきましても、現に扶養している子どもが二人以上いる場合で、年長

者を第１子、次年長者を第２子、３人目以降を第３子以降とした時、第２子以降の子どもが幼稚

園に入園している場合には第２子の授業料はこの表に定める額の半額、第３子以降の授業料は無

料とするということでございます。次の５項につきましても、保護者が現に扶養している子が２

人以上いる場合で、幼稚園年少から当該年度中に１８歳に達する児童までの範囲において、最年

長者を第１子、次年長者を第２子、３人目以降を第３子以降としたとき、第３子以降の児童が幼

稚園に入園している場合はその児童の授業料は、この表に定める額の３分の１とすることに提案

をさしていただいております。この第５項につきましては、内子町独自の制度でございます。な

お、これらの改正案につきましては、２月１０日の内子町教育委員会定例会で承認を受けており

ますことをご報告申し上げます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致し

ます。 

○議長（下野安彦君） 片山課長、説明資料の３０の２ですが、ないんですけど。 
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○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） 休憩をお願いします。 

○議長（下野安彦君） 暫時休憩します。 

 

午前１１時００分 休憩 

 

午前１１時０３分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 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２７号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第２７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） ここで１０分間休憩します。午前１１時１５分より再開します。 

 

午前１１時０４分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１４ 議案第２８号 内子町農村体験宿泊施設の指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第２９号 内子町斎場の指定管理者の指定について 

日程第１６ 議案第３０号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

日程第１７ 議案第３１号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

日程第１８ 議案第３２号 内子町簡易水道等施設の指定管理者の指定について 

日程第１９ 議案第３３号 内子町川登筏の里交流センターの指定管理者の指定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１４ 議案第２８号 内子町農村体験宿泊施設の指定管理者の

指定について」「日程第１５ 議案第２９号 内子町斎場の指定管理者の指定について」「日程第

１６ 議案第３０号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について」「日程第１７ 議案

第３１号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について」「日程第１８ 議案第３２号 内子

町簡易水道等施設の指定管理者の指定について」「日程第１９ 議案第３３号 内子町川登筏の里
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交流センターの指定管理者の指定について」以上６議案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） 議案第２８号、内子町農村体験宿泊施設の指定管理者の指定について。

議案第２９号、内子町斎場の指定管理者の指定について。議案第３０号、内子町総合交流促進施

設の指定管理者の指定について。議案第３１号、内子町共同福祉施設の指定管理者の指定につい

て。議案第３２号、内子町簡易水道等施設の指定管理者の指定について。議案第３３号、内子町

川登筏の里交流センターの指定管理者の指定について。この６件の議案につきましては、指定管

理者の指定につき、議会の議決を求めるものでございます。内容は、各担当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。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(下野安彦君)  安川町並・地域振興課長。 

〔安川 徹町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・振興課長（安川 徹君） 内子町農村体験宿泊施設の指定管理者の指定についてご説明

を申し上げます。指定管理者の指定につきましては、指定期間満了により改めて指定管理者を選

任することにつき、議会の議決を求めるものでございます。この施設につきましては、広報等に

よる公募の結果、他に応募がありませんでしたので、１月２７日開催の指定管理者選定委員会の

審査結果の答申を受け、指定管理者として指定するものでございます。内容につきましては、議

案書１、９７ページ、また位置図につきましては、議案説明資料８の３１ページに示しておりま

すので、お目通しをいただきたいと思います。議案第２８号、内子町農村体験宿泊施設の指定管

理者の指定について。１、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございます。名

称、石畳の宿。所在地、内子町石畳２８７７番地。名称、鎌田家。所在地、内子町石畳２８７７

番地。２、指定管理者に指定する団体の住所、名称でございます。住所、内子町石畳５１６５番

地。名称、さくらの会。代表者、上田輝國。３、指定の期間でございますが、平成２７年４月１

日から平成３２年３月３１日までの５年間でございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますよう、お願い申し上げます。 

○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２９号、内子町斎場の指定管理者の指定につい

てご説明致します。指定管理者の指定につきましては、指定期間満了により改めて指定管理者を

選任することにつき議会の議決を求めるものでございます。この施設につきましては、広報によ

る公募の結果１件の応募しかありませんでしたので、１月２７日開催の指定管理者選定委員会の

審査結果の答申を受け、指定管理者として指定するものでございます。内容につきましては、議

案書１の９８ページをご覧下さい。また位置図につきましては、議案説明資料８の３１ページに

記しておりますので、お目通しをお願い致します。それでは、議案第２９号、内子町斎場の指定
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管理者の指定につきまして、１、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございま

すが、名称、籐華苑。所在地、内子町寺村２４７８番地の７。２、指定管理者の指定する団体の

住所及び名称でございます。住所、内子町五百木５２９番地。名称、有限会社、南予環境美化セ

ンター。代表者、代表取締役、村上匡史。３、指定の期間ですが、平成２７年４月１日から平成

３２年３月３１日までの５年間でございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

○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３０号、内子町総合交流促進施設の指定管

理につきましてご説明させていただきます。指定管理の指定につきましては、指定期間満了によ

りまして、改めて指定管理者の指定をすることにつき、議会の議決を求めるものでございます。

この施設につきましては、非公募により１月２７日開催の指定管理者選定委員会の審査結果の答

申を受けまして指定管理者として指定をするものでございます。内容につきましては議案書の１

の９９ページ、また位置図につきましては、説明資料の８の３１ページに示しておりますのでお

目通しいただいたらと思います。まず、指定管理者に管理を委任する施設の名称でございます。

名称でございますが、農林水産物食材供給提供、これがレストランでございます。及び温浴施設。

所在地につきましては、内子町五十崎乙４８５番地２。次に名称でございますけれども、都市農

村交流施設宿泊棟でございますが４棟ございます。所在地につきましては内子町五十崎甲１５１

８番地１でございます。指定管理者に指定する団体の住所及び名称でございますが、につきまし

ては、高知県高知市升形５番３７号。名称につきましては、オリエントホテル高知株式会社。代

表者、谷脇匡晃でございます。指定の期間でございますが、平成２７年４月１日から平成３２年

３月３１日の５年間でございます。 

 続きまして、議案の３１号になります。議案第３１号、内子町共同福祉施設の指定管理者の指

定についてご説明させていただきます。指定管理者の指定につきましては、指定管理の満了によ

りまして、改めて指定管理者の選任することにつき議会の議決を求めるものでございます。この

施設につきまして非公募によりまして１月２７日開催の指定管理者選定委員会の審査結果の答申

を受けまして指定管理者として指定するものでございます。議案書につきましては、１００ペー

ジ、位置図につきましては、先ほどと同様、資料の８の３１ページに記載しております。まず、

指定管理者に管理を委任する施設、名称、所在地でございますけれども、名称につきましては、

内子町共同福祉施設。所在地につきましては、内子町五十崎甲１５２４番地１でございます。こ

の施設につきましては、先ほど３０号議案の総合交流促進施設に隣接しております施設でござい

ます。指定管理者に指定する団体、住所、名称でございますが、高知県高知市升形５番３７号。

オリエントホテル高知株式会社、谷脇匡晃でございます。指定の期間でございますけれども、平

成２７年４月１日から平成３２年３月３１日の５年間でございます。 

 続きまして、議案書の１０１ページになります。議案３２号、内子町簡易水道等施設の指定管

理者の指定についてご説明させていただきます。指定管理者の指定につきましては、指定期間満

了によりまして改めて指定管理者の選任をすることにつき議会の議決を求めるものでございまし
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て、この施設につきましては、非公募により１月２７日開催の指定管理者選定委員会の審査結果

の答申を受けまして指定管理者として指定をするものでございます。内容につきましては、議案

書１の１０１ページ、位置図につきましては資料８の３１ページでございます。まず、議案書の

１０２ページをお開き願ったらと思います。指定管理者に管理する施設の名称でございますが、

議案書の１０２ページでございますけれども、大瀬簡易水道から次のページの１０３ページでご

ざいますが、一番下になりますが、長田横峯共同給水施設までの施設でございまして、３５施設

ございます。簡易水道施設が１２施設ございまして、その他、共同給水等の施設が２３施設となっ

てございます。次に指定管理者に指定する団体、名称でございますけれども、名称は大瀬簡易水

道組合他それぞれ地域の水道組合でございます。指定の期間でございますけれども、平成２７年

４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間でございます。以上、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

○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。 

〔小野植正久産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（小野植正久君） それでは議案書１０４ページをお開き下さい。内子町川登筏

の里交流センターの指定管理者の指定について説明をさせていただきます。指定管理者の指定に

つきましては、指定期間満了により改めて指定管理者を選任することにつき議会の議決を求める

ものでございます。この施設につきましては、広報等による公募結果、他に応募がありませんで

したので、１月２７日開催の指定管理者選定委員会の審査の答申を受け、指定管理者として指定

するものでございます。１、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございます。

名称、内子町川登筏の里交流センター。所在地、内子町大瀬東３５８１番地。２、指定管理者に

指定する団体の住所及び名称でございますが、住所、内子町大瀬東３５８１番地。名称、川登自

治会。代表者、会長、谷岡 進。３、指定の期間でございます。平成２７年５月１３日から平成

３２年５月１２日までの５年間でございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 今の指定管理者の件なんですけど、私それぞれにですね、条例を見てみ

たんですが、合併前からある条例と合併後に出来た条例。例えばこの内子町総合交流促進施設条

例とかですね、せせらぎなんかの条例の中には公募という言葉が出ておるんですよね。他の条例

見てみますと申請をしなさいというような表現の仕方になっておるんですが、私、指定管理者と

いうことでやる場合には条例の条文あたりもですね、この際見直した方がいいのかなと思うので、

その件についてのご見解をお聞きしたいのと、それと例えば石畳の宿ですけれども、この条例見

ると再指定は妨げないということで期間は５年だけれども、再指定は妨げないという条文もある

わけです。私が例えば石畳の宿にしても大瀬の館にしてもですね、地元の人が今まで運営をされ

てきておるわけですから、この再指定を妨げないというような条文を最大限活用してですね、地

元の人と協議をされて再指定をするという方法もあろうかと思いますが、その点についてお伺い
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したい。それともう一つはこの内子町総合交流促進施設条例ですけれども、これは条文をみても

公募するものとするとなっております。ただ、第８条ですか、選定方法として公募によらない指

定管理者の候補者の選定等ということで施設の特性、規模及び機能により公募することが適さな

いと認められるときには、公募しなくてもいいようなことが書いてあるわけですけれども、私こ

の内子町総合交流促進施設に関してはですね、なぜ公募しないのか。今申しました、公募しない

特例を利用されたというご答弁だろうと思うんですけれども、私はそれは、ちょっと当てはまら

ないと思うんですが、その辺のご見解をお聞きします。それとこのオリエンタルホテル高知です

か、ここにこういう形で公募しないで決められたということですが、当然、これからの５年間の

事業計画も出ておるだろうと思いますし、会社の損益計算書等も出ておるんだろうと思いますが、

この会社に対しての第３者機関による信用調査等はおこなわれたのか。これらについてお尋ねを

致します。 

○議長（下野安彦君） 理事者の答弁を求めます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私はですね、総合交流センターの関係でございますけれど

も、今おっしゃいました非公募にした理由ということだろうと思いますけれども。この関係につ

きましてはですね、プロジェクトというかシンボル事業の中で、龍王再開発事業ということを取

り組んで参りましてですね、その中で事業参入ということで公募してですね、その中で提案を受

けてやったという経緯がございます。そのプロポーザルの中で提案が出てきまして、その中で決

定もしたということがございまして、その中で基本協定とか、それから土地の貸借とか、そうい

う形の中で提案事業を受けてやっているところでございます。そういうような経緯もございます

ので、一応、その中で指定管理者の予定者ということで謳っておりましてですね、そうなります

と当然継続してやっていくと。今回も継続してやっていくということになれば、非公募でやると

いうことで決定して取り組んだということになります。なお、提案施設も１施設ございまして、

その中で５棟ということで運営をしているというようなことでございます。 

○議長（下野安彦君） まだ全部答弁出来てないです。条例の変更の必要性とか、事業計画。 

○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） それぞれの条例は条例設置目的があるわけでございまして、今のご指摘

のように申請、あるいは公募という表現上のそれぞれの施設の狙い、目的みたいなもので、そう

いう表現をしているんだろうと思いますけれども、全体的な整合性という点からですね、少し見

直してもいいのかなという気が致しておりますので、もう一回検討させていただきたいと思いま

す。それから川登でありますとか、石畳の石畳の宿ですね、こういったものについては言われる

ように、地元との密着している関連性が非常に強いということですから、これらについても併せ

て条例の中でもう少し分かりやすいような表現というのは、考えられてもいいのかなというふう

に思っておりますので、その辺は少し点検を、見直しをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

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

○建設デザイン課長（橋本健一君） 先ほどの質問の中のオリエントの事業計画の損益とかです

ね、そういう中で、第三者の信用調査をしているのかというようなご質問がございましたけれど

も、５カ年の計画の中にですね、当然、損益計算書とか、貸借対照表とかそういう書類が出てお

りますので、ある程度その方法で確認が出来るという形でおりますけど、今ご指摘のありました

第３者による信用調査についておこなっておりませんので、また今後においてもですね、やれる

方法でですね、調査もしてみたいというふうには考えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） オリエントホテルに対する指定管理ですけれども、今、建設デザイン課

長から説明がありましたが、現実的にですね、本来であればもうすでに３棟、ビラが２棟増設を

完成しておかなければいけないし、２７年度からは新たに５棟の建設も始まる予定という事が最

初の取り決めがあったわけですよね。そのことが昨年の６月の議会でも質問しましたけれども、

そういったことが履行されていないのは、東北大地震等の影響もあって需要が伸び悩んだという

ようなことを言われましたけれども、私はそういうことは別として、やはりしっかりとですね、

公募をして、もしかしたらもっと経営的に安定した会社が公募してもらえるかもしれませんし、

稼働状況をみてもですね、今のままで、はたして内子にどれだけメリットがあるのかなという疑

問もありますし、さらにそういったことも含めて、新たな事業者がプロポーザルをしてですね、

公募をしてしっかりとした計画を立ててというようなこともあるわけですし、私はなぜこれを公

募にしなかったのかということが本当納得いかないんですよね。もう少し納得のいく説明。決め

られたということはじゃあ、最初の当初の計画どおりの物がいつできるのか、そういったことも

含めてですね、もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） なぜ公募をしないのかということでですね、基本的に長期

的な会社の経営をされているわけでございまして、民設の施設も１棟あるということでございま

すから仮にですね、公募で経営者が変わるということになれば、当然ながら今の施設を買い取る

とか、そういう形の分もしていかないといけないということも条件になると思います。今の内子

町の貢献度に関してもですね、地元の食材とかそういう形のものも作っていただいておりますし、

新規雇用とか町内での雇用とか、そういうことで貢献度は一定以上のものがあるんじゃないかと

いうふうに理解をしております。そういうことも鑑みまして、今回継続をして、条件として非公

募という形にしておりますけども、委員会では審査をしていただいておるところでございまして、

そういう中で進めていくということを考えております。それから今後の計画でございますが、計

画として出ておりますのが、今後３カ年ですね、経営改善を図るということの計画が出ておりま

して、２６年度におきまして外部のそういう調査機関を入れてですね、今検討されておりまして、

ほぼ計画も出来上がっていると思うんでありますが、そういうことに基づいてですね、３カ年で

経営の良好というか健全化を図りながらですね、その後、お約束の建築ということに至ってです

ね、内子町とお約束しております建設について履行をしていくというような計画が出ております。 
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○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） ということは、３年以内に当初の計画通りの施設が出来るということで

よろしいわけですね。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） ２７、２８、２９、３カ年ですね、そういう経営改善を図っ

てその後にということでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） そういう表現の仕方が、私が納得いかないんですけれども、そういうこ

とがこれからの５年間の経営計画にちゃんとでてきたら、公募もしないでオリエントホテル高知

を、再指定をしたということではないんですか。なんかそういったことをする予定でということ

で、じゃあはっきりと内子町に対しては事業計画としたものはもう出てないということですね。

はっきりした事業計画は。その辺が納得できませんね。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今言われておるのは、建設計画でございますよね。経営的

なもの等含めてですね、一応事業計画についてはいくらの分をやっていくということは出来てお

ります。ですからそれに基づいて、そのまま履行していくことによって建設が出来るということ

の計画が出ておりますので、３カ年の分についてはすでに計画の中で、その年度はいくらの収益

を上げて、稼働率という細かい計画も出ておりますので、そういうことに基づいて審査も受けて

議会の答申を受けたということでございます。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田議員。 

○１４番（中田厚寬君） 議案３０号ですけれども、今議論されとる総合交流施設の（２）の都

市農村交流宿泊施設ということで先ほど４棟と言われたんですけど、２５年度中にここの施設を

利用された方が何人くらいおられるのか、分かる範囲でお願いしたらと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） ２５年度につきましてはですね、１，５７０名の利用者で

ございます。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） 先ほどの森永議員との議論と関連するんですが、たしかですね最初出来

た時に役場との協定書を結びましたよね。その中に経営計画として何年後かに全部で１０棟のビ

ラを作るということで、５棟目については慌てて作ったような感があったんですが、それからさっ

き言われたように追加工事が始まってないので、いずれ出来るんかなと思ってたんですけど、そ
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ういった時の協定書、もし年度で出来てなかった場合、協定書見直したりはしなくていいんでしょ

うか。今言われたように初めて聞いたんですが、新しい経営計画が出てるとかいうことを、せめ

て議会にもそういう計画が変わりましたよとか、ビラが出来ない理由はこうですよとかいうこと

をなぜ今まで説明がなかったのか、それをお答え下さい。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 協定書の中で実行されてないというのもあるんですけど、

その中で会社からは遅延の理由については文書でいただいておりますから、今後経営改善を図り

ながら、早く建てて下さいというようなことで協議を重ねてきておりますが、その中で今おっしゃ

いましたビラ邸建設についてはやっておりませんので、先般ですね議会の質問の中で森永議員さ

んからありましたけれども、そういうことでご説明さしていただいたところなんですけど。今後

はそういう中で検討していくということでございます。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） それではちょっと確認なんですが、今経営改善ということが度々出たん

ですけど、結局役場としては毎年の損益計算書とか決算書含めて、今の経営状態はどうなのかと

いうのは、そういう報告を受けて、そういったご相談に乗っているというふうなことでこっちは

理解しとったらよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 当然そういうような決算書とか計画書出て参りますので、

年度ですね。それについてはそういうことの改善方法とかそういうのについては、両者で協議を

しておりますし、そういう中でお約束が守れるようなことにいくように指導もしているところで

ございます。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） 一番最初の協定書の中に地元食材を使うとか、あと地元雇用を生み出す

というようなことで現在、内子町内から雇用されている人数とかいうのは分かりますか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 地元の採用につきましてはですね、現在１７名のスタッフ

がいらっしゃいますけれども、町内で１４名の方が雇用されているということでございます。昨

年についてはですね、内子高校生の新入社員も一名採用したということで大変いい兆候じゃない

かと思います。今年も一名が採用内定をしているというようなことでございます。また、地元の

食材とかいうものにつきましては、これ２５年度の資料なんですけど、食材につきましては約７

４０万程度ですね、ということと、飲料で１２０万、それから民芸品等で１６２万円前後。それ

から燃料等、これはペレットになりますけれども、５８０万程度。合計致しまして、約１，６０

０万程度は地域のものを利用しているということでございます。 
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○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 私の方から内子町簡易水道施設の指定管理の関係なんですけど、上水

道との統合がおそらく２８年度末だと思うんです、計画。その進捗状況を聞きたいのと、森永議

員も池田議員も言いましたけどオリエントの関係です。市町村合併といいますか、統合の関係の

中で龍王再開発。五十崎の要望も多くて、あそこをきちんとしたものにしたいという形の中で多

額の農林水産省のものになるのか、どこかの補助を受けて、町も起債を起こしながら開発をした

と。その当初計画の中で計画が履行されてない相手方に対してですね、話し合いもしながら進め

ているというふうなことですが、現実的に何回程度話し合いをして、例えば経営改善計画につい

ても町が建物は造った、それでオリエントさんが造ったのが何棟か。既成事実を作りながら私自

身一番心配してたのは、万が一に経営がうまくいかなかった場合に、すぐに受け手はできないん

じゃないかなと。当初プロポーザルでやった時にも何社か触手を示した会社もあられたというふ

うな話もあります。けど現実的にはオリエントしか最終的には残らなかったと。そういう多額の

税金を使いながら、町が望んでいたような形にはなかなか進んでいないという部分に対して、ど

のような考えをお持ちになられているのか。今回５年間指定管理者で指定されるというふうなこ

とになれば、果たして現実的に稼働率を何パーセントか上げるという形の中に、自己努力ってい

うのは会社っていうのはいずれの会社もそうですから。自己努力を営業しながら進めていかない

となかなか改善できないんじゃないかと。そのような話は町と頻繁に話をやられているのかどう

か。その辺をお伺いしとったらと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 龍王の関係でございますけれども、今のオリエントさんと

ですね、役場とのそういう話し合いというのは最近については頻繁におこなっております。その

中でですね、例えば収支の関係でいいますとですね、２２から、当初とずっとあるんですが、先

般はですね、だいぶ元々黒字までは至ってないんですけど、赤字幅も縮小されてきたというよう

なこともございましてですね、その中で今後の計画においては、細かい話になりますけれども、

どういうような取り組みをされるのか、営業はどういうふうなことをするのか。例えばあそこに

はレストランがありますけれども、どういう形で客を呼び込むのとかですね、そういう話は頻繁

に計画書を出してもらいながらですね、やっておりますので、今後私どもは事業参入の折にです

ね、その提案施設としてそういうふうな提案をしていただきましたので、それを履行していただ

くためにどうすればいいかということで、なお協議を重ねて行くということだろうと思っていお

ります。 

○議長（下野安彦君） 簡易水道の進捗状況。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西川上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 統合の推進関係ですが、平成２６年の５月２４日に第４回

の統合推進委員会を開いております。この時、合併に伴います財政のシミュレーション等も委員

さんにお示しをしております。また今後の維持管理ということで、１４簡水組合ありますので、
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理想は直営にしたいのですが、概ねの間は地元の方でですね、管理というか検針員さん等を通じ

てですね、管理をしてもらう形を決めたいと思います。それで現在の１４簡水におきましては、

それぞれの料金体系、または管理形態がありますので、それぞれ違いがあります。その中で管理

業務の統一化、業務の統一化、また検針業務等の賃金等を横並びにするために各ヒアリングを実

施致しまして、町の方で企業別あるいは形態別のグループ分けをしてですね、組合長さんが先な

んですが、こちらが提案する形にしております。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 今の簡易水道の関係、説明が分かりにくいんですけど、できればです

ね、大きな事業でありますので、我々の方から行政側に出向いて勉強するのが本来の姿ではあろ

うとは思いますが、できればある程度の流れというかみたいなものが、もしもらえるものなら用

意していただいとったらと思うのと、オリエントの分につきましては、やっぱり厳しくですね、

やってもらわないと。ものを造って造ったものの中に業者が入ってやっているわけですよね。僕

の記憶違いかもしれませんけど、固定資産税あたりも土地は町のですから減免、建物も町の建物

ですから。そんな中でもらえるものはすべてもらって、営業やれば赤字だった。５年やってまた

５年、今度指定管理に出すわけですから。かなり厳しく行政の方からも指導監督と言いますかね、

そういう部分をやっていただかないと、なかなか住民が納得しないんじゃないかな。絵には描い

たけど出来てない。経営状況が悪いけど経営改善計画をするとか、何年かの計画をつくってがん

ばりますから。それもありかもしれませんけど、住民に対しての説明がつきにくい部分があるん

じゃないかなと。その辺をしっかりと把握していただいて、町としても議会としても恥ずかしく

ない、住民に話ができるような形に指導をしていただきたいなと。よろしくお願い致します。 

○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） 山崎議員、それから森永議員、池田議員も一緒なんですけど。私の方か

ら、このオリエントにつきましてはご案内のように客層って言いますか、こういう言い方をした

ら本当はいけないんかもしれませんけど、ちょっとやっぱりハイの人たちを狙ったお料理であっ

たり、あるいは宿泊だったりしているじゃないかなと思うわけですね。そこのところを狙った経

営っていうものを柱に据えてやってらっしゃる。全体的に見たら内子町にとっても、もう少しそ

ういう層の宿泊っていうのがあっていいんだろうというような思いが当初からございました。そ

ういう意味では今、いろんな家庭画報でありますとか、あんまりこういう雑誌の名前を出さない

方がいいんですが、そういうものに載せたりですね、いろんなものにＰＲさしたり、それなりに

お客さんは来てらっしゃいます。個人的にも通って下さってるようなお客さんもいらっしゃるよ

うでございます。そういう意味では、そういうお客さんをこれから広げないともちろんいけない

んですけど、やっぱこの辺のところは難しい分野かなという感じは私たちもしております。ただ、

山崎議員言われましたように、町としても大きな事業として取り組んだわけでございますから、

しっかりと経営してもらわないといけないということでございますので、今以上にですね、経営

というものにきちんと向き合えるように、ちゃんとやって行きたい。町としても大きな経済的な、

あそこは雇用であったり、食材を使ってもらったりしてるわけですから、それが発展するように
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ですね、ちゃんとしないといけないというふうに思っております。以上でございます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 簡易水道の統合の関係でございますけれども、ほぼだいた

い統合の打ち合わせとかいうのは、だいたい終わっておりますので、最終的には先ほど申し上げ

ました管理とかそういう部分ができればですね、地元の最終的な決定がいただけるんじゃないか

というふうに思っております。２７年度におきましては、そういうことの決定を踏まえてですね、

例えば変更認可とか条例の改正とか多々やることはございますので、そういう方面に移ってです

ね、２８年の４月にはこの方向で議案も出さしていただきながら、４月１日から統合という形を

進めていきたいというふうに今考えています。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 関連も含めて質問をしたいと思います。今の簡水の２８年４月１日から

統合を目指していくという説明であれば、その時点でそれぞれの簡易水道組合というのは、解散、

無くなるという認識をもたんといけんのじゃなかろうかと思います。先程の説明では、管理は地

元で当分の間、対応はしてもらわんといけんという説明ではあるんですが、簡易水道組合、それ

ぞれの組合というのは解散をするので、本日提案がある指定管理の期間が、ちょっとその意味合

いとずれておるんじゃなかろうかと。統合までの指定管理であれば分かるんですが、それ以後も

引き続き無くなる組合に管理をさすということは、ちょっと理解がしにくいと私は思うんですが、

その点の説明を求めたいと思うのと、それぞれ本日指定管理は、継続の指定管理であろうと思う

んですが、１月の２７日ですか、選定委員会で審査をされた。指定管理選定委員会の審査は、現

地あたりは、施設あたりは見ての検討をされたのかどうか。指定管理者は施設の管理、清掃を含

めての管理、運営が責務だと思うんですが、選定委員会として状況を把握されての結果を出され

ておるのか。その点を質問したいと思います。日常、状況を見ておりますと、例えば籐華苑、こ

こらは認識の違いかもしれんのですが、施設の管理が十分といえない面があるんじゃないかとい

うふうに見ております。一時そこらの改善は町の方も対応をされたようですが、以前に比べたら

若干改善はできたかなと思うんですが、依然として改善を、満足いく管理が出来てないように思

うんですが、他に公募が無ければ、やむを得ん面もあろうかと思うんですが、そこら施設の状況

を確認しての提案がされておるのかどうか。そこらを質問したいと思います。 

○議長（下野安彦君） 理事者の答弁を求めます。 

○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） 指定管理の審査についてご質問がありましたので、お答えを致します。

私も審査員ということですので、現地を見たかということなんですが、今回の指定管理の審査に

つきましては、書類審査ということで実施をしております。ですから現地については見ておりま

せん。ただですね、指定管理でお願いしている施設につきましては、担当課がですね、モニタリ

ング調査というのをやっております。それはですね、管理状況がどうなっているか。あるいは住

民の皆さんからそういった施設についてどういった問題が指摘されているか。そういったものが
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モニタリング調査という形で上がってきております。そういったものも参考にしながら審査をさ

していただいております。そのモニタリング調査の結果においてはですね、特段、大きな問題は

指摘されておりませんでした。概ね良好というふうな報告になっております。そういった結果を

踏まえて今回の指定管理について審査をしております。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 水道の任期の期間の関係でございますけれども、統合の関

係につきましては、あくまでも今、計画ということで実施をしておりますので、その時点で正式

になれば、当然その時点で正式な手続きをしながらおこなっていくということで、当面は計画と

いうことでありますので、５カ年ということでさしていただいておるところでございます。 

○議長（下野安彦君） 午後からもただ今の議案に対しては質疑を続けることとして、午前の会

議はここまでとします。午後１時より再開します。 

 

午後 ０時０３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。 

 午前中の「議案第２８号」から「３３号」についての質疑を続けます。 

質疑は他に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。 

 暫時休憩をします。議員の皆様、委員会室にお入りください。 

 

午後 １時０１分 休憩 

 

午後 １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。 

 「議案第２８号」から「議案第３３号」までの指定管理者の指定に関する６議案については委

員会付託を省略し個別に討論、採決をおこないます。 

 これより「議案第２８号 内子町農村体験宿泊施設の指定管理者の指定について」の討論に入

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。 

 「議案第２８号」の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 
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○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。 

 次に、「議案第２９号 内子町斎場の指定管理者の指定について」の討論に入ります。 

〔「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。 

「議案第２９号」の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第３０号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について」の討論に入り

ます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） この指定管理につきましては、先ほども各議員からいろいろ議論が出

されたと思うわけであります。５年前にこの管理者が約束をしていたと、今日の議論聞きよりま

しても十分に果たされていないという状況の中で、実は先ほども委員会に付託をして慎重な調査

審議が必要ではないかと。それが無い場合、我々、前回町民の皆さんに説明をして指定管理に賛

成をしてきた者にとって、その約束が果たされていない状況のままで今回また指定をすることに

ついては同意を致しかねますので、この指定管理については反対をさせていただきます。 

○議長（下野安彦君） 賛成討論はございませんか。 

〔「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３０号」の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、「議案第３１号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について」の討論に入ります。 

〔「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。 

「議案第３１号」の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、「議案第３２号 内子町簡易水道等施設の指定管理者の指定について」の討論に入りま

す。 
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〔「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３２号」の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

最後に、「議案第３３号 内子町川登筏の里交流センターの指定管理者の指定について」の討論

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。 

「議案第３３号」の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○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。 

 

○議長（下野安彦君） ちょっと戻します。先程の不足した分に対しての説明を先にささしてく

れということですので。 

○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） 先ほど山崎議員からのご質問の中で保育料の徴収率の答弁をさ

していただきました。９９％というふうに報告をさしていただきましたが、調べましたところ、

９７．９ということでございましたので、ご訂正をお願いしたらと思います。今一度、資料のご

訂正の方も申し訳ございませんが、お願いを致します。説明資料８番の１５ページでございます。

内子町子ども・子育て会議条例の新のところの一番下、附則でございますが、この条例は公布の

日から施行するというふうにしておりますけれども、議案書のとおり、この条例は平成２７年４

月１日から施行するということで訂正を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） それでは続けます。 

 

  日程第２０ 議案第３４号 第２期内子町総合計画基本構想の策定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２０ 議案第３４号 第２期内子町総合計画基本構想の策定に

ついて」を議題とします。 

提案説明の説明を求めます。 

○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） 第２期内子町総合計画基本構想の策定についてでございます。この議案



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 106 - 

につきましては、内子町の将来像を町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展する町とし、

そのまちづくり戦略として地場産業の振興を核とした、稼ぐ力のある町を目指すとともに併せて

防災、子育て、自治力の向上等を強化するなどして、住み続けられる内子町を目指すことを構想

の柱として掲げ、当町における総合的かつ計画的な行政運営を図るため、内子町総合計画策定条

例第４条の規定により議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、総務課長に

説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○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） 議案書１の１０５ページ及び別冊、計画関係３の１ページからをご

覧ください。議案第３４号、第２期内子町総合計画基本構想の策定についてでございますが、こ

の基本構想は、第１期計画が平成２６年度で終了することに伴い、平成２５年７月から作成作業

を進めてきたものでございます。作業にあたっては、町民の皆さんや各種団体、企業などのキー

パーソン、約６０人余りからヒアリングをおこなうとともに、役場内部では若手、中堅職員によ

る４つのプロジェクトチームを編成し、議論を進めてきました。また、昨年１０月からは自治会

主催による地域づくり懇談会で、計画案の概要を説明させていただくと共に、議員各位には昨年

８月、９月そして本年２月の議員全員協議会で概要を報告し、ご意見を伺いながら、適宜修正、

追加をおこなってきたものでございます。この様な中、昨年９月に制定された内子町総合計画策

定条例第３条の規定に基づき、内子町総合計画審議会を１０月と２月の２回開催し、基本構想案

について委員の皆さんにお諮りをし、ご承認をいただきましたので、同条例、第４条の規定に基

づき、議会の議決を求めるものでございます。基本構想の内容につきましては、これまでの議員

全員協議会で説明させていただきましたので、詳しくは説明を致しませんが、総合計画の構成と

しましては、理想とする内子町の将来の姿、目標である基本構想、実現するための施策である基

本計画、具体的な事業となる実施計画からなります。期間は、基本構想が平成２７年度からの１

０年間。基本計画は、平成２７年度から平成３１年度までを前期、平成３２年度から平成３６年

度までを後期と致します。基本構想に掲げる内子町が目指す将来の姿については、これまでと同

じく「町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展するまち」に。キャッチフレーズも同じく、

「キラリ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」とし、今後も歴

史的町並み保存、農村集落にあたる村並み保存、自然豊かな山並み保存をまちづくりの大きな柱

とし、小さくてもキラリと光る、個性も大切にした誇りある町づくりを進めていきたいと考えて

おります。内子町を取り巻く状況として人口減少問題は避けて通れない問題ですが、本町では農

林業再生の新たな挑戦、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

ミュニティの再構築の５つの特に重要と思われる課題を抽出し、２つのまちづくり戦略を掲げて

まちづくりを進めて行きたいと考えております。まちづくり戦略の一つ目は「稼ぐ力のある内子

町をめざす」です。内子町ならではの稼ぐ力を模索し、町民の豊かな生活を守り、地域の元気を

維持していくために稼ぐ力をつけます。また、戦略の２つ目は「住み続けられる内子町をめざす」

です。人口減少の悪影響を緩和し、住み続けられるまちを目指します。以上でございます。よろ

しくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 
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○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１３番（寺岡保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保君） ちょっと私分からないんですけど、１５ページのところに１０項目書い

てあるんですけど、一番目の農業の衰退を食い止める「攻めの農業」を推進すると書いてあるん

ですけど、周辺部は大変人口減少、荒廃地がたくさんあると思うんですが、この攻めの農業とい

うのはどういうことを意味されているのか、理解ができないんですけど。あとのことは町の中の

事ぎりだいたい書いてある気がするんですよ。周辺部のことは一切書いてない、この本には。だ

から周辺部は人間の数よりかはイノシシの数の方がだいぶおるんで、そこらあたりをどうされる

のか。攻めの農業とはどういうことを言うのか。それだけをちょっと答えていただきたい。 

○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） 寺岡議員にお答えを致します。攻めの農業とは具体的にどういう農業か

ということでございますけれども、基本的には生産するだけじゃなくて、販売も含めた新しい農

業を作っていかないかんというふうに考えているところでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） これ特別委員会の方でも審議をされるので、２点ばかしこの席でお伺い

をしたいと思います。まず、この総合計画、基本構想の部分でですね、まちづくりの理念とした

項目がありませんが、この策定するにあたっての内子町のまちづくりの理念としたものはどんな

ものなのか。それとまた、これ策定するにあたってですね、町民の皆さん方が町の現状をどう捉

えておられるのか。また町の将来についてどのような考えを持たれておるかについて、そういっ

たことを私、把握した上でこれ作られるべきと思うのですが、そういった町民の声を思いを、ど

のような形で把握されたのか。この２点について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） ただ今のご質問でございますが、最初のまちづくりの理念が書かれ

ておらないがということでございますけれども、理念につきましては、内子町の将来像というこ

とで掲げております。２つの大きな将来像を掲げておりますので、それが今後のまちづくりの理

念、これに該当すると思われます。それからもう１点の町民の方の意見をどのように捉えてきた

かということでございますけれども、先ほどもご説明したんですけどが、ずっと昨年からこの計

画の作業を始めまして、かなり大勢の方の町民の皆さんのご意見を伺いました。その中でまず準

備をさしていただきまして、その後ずっといろんな団体とか自治会の懇談会でありますとか、審

議会の中でもご意見をいただきました。で、議員の皆様からもご意見をいただきまして、順次最

初作っておりました案を少しずつ直しながら現在の最終、今回提案をさせていただきましたもの

の中に凝縮を致しております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 
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○２番（森永和夫君） 理念なんですけど、理念としたものの解釈の仕方というのは、いろいろ

個人によっても違うんだろうと思うんですが、私はこの、今言われた町並み、村並み、山並みう

んぬんといったことの下に縷々説明がありますが、これは将来像である町並み、村並み、山並み

が美しい持続的に発展するまちといったものに対しての説明と私は解釈するんですよ。これ人に

よっていろいろ違うと思いますので、その点は置いといてですね、じゃあ町民の声を色んな形で

聞いたと言われます。まちづくり懇談会においても説明を確かにされました。まちづくり懇談会

で説明をされてですね、その場でどう思うかと言われても、なかなかその時に意見は、私でない

と思うんです。まちづくり懇談会で町民の声を聞くということであれば、事前に自治会長さんを

通じていろいろと説明をした中で、地域地域の意見をとりまとめて、アドバイスをもらうとか、

方法はいろいろあったと思うんですよ。私が思うのはそんなに町民の声が本当に反映されとるん

かなという気が致します。町民の６０人のキーパーソンに聞いたということでありますが、その

方からのご意見というのは、どういったところに反映されているのか。もし分かればご説明いた

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。 

○総務課長（宮野照三君） 今のご質問でございますが、どういったところに反映されているの

かということでございますけれども、これは一番最後に、稼ぐ力と住み続けられるまちというこ

とで２つの戦略を掲げておりますが、その中に凝縮をしておりますけれども、皆さんの意見はやっ

ぱり人口が減って、それから地域が疲弊して、それから買い物に行くのにも困ったりですね、そ

れから病院に行くのにも困ると、いろんなお困り事が出てきました。その中でそれをじゃあ解決

していくためにはどのような方法があるかということで、デマンドバスをどんどん町内全域に走

らせていったらいいんじゃないかとかですね、稼ぐ力についてはですね、やっぱり農林業が主体

的なまちでございますので、その中で特に農業関係、それから林業関係、こういったものを腐ら

さずに、内子町ならではのやれることをしっかりとやりながら、住み続けられるようにもってい

くためにはじゃあどういうふうな問題があって、それを解決していくためにはじゃあどうすれば

いいのかというふうなことをですね、基本構想では文章表現なので、あまりどこということは、

なかなか難しいわけでございますが、その下にある基本計画、それからもっと下にあります実施

計画の中では個別の事業まで含めておりますので、そういった中で反映をさしてきたということ

でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 苦しいご説明のようにも思いますが、もう一点だけお伺いします。それ

ぞれ戦略１、戦略２の最後のページにですね、戦略を進める取組みの例ということで１０点ずつ

上げられておりますが、この取組みの例ということは他にもあるけれども、とりあえず１０点記

載しておるということの理解でよろしいんですか。 

○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） これはですね１０点ずつ入れております。重要であると思われるも
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のから入れとるわけでございまして、これは主だったものという解釈をしていただければと思い

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。 

 はっきりと議長と言って挙手してください。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） 一点だけ、今回ですね、まち・ひと・しごと創生で長期ビジョン総合戦

略というのを国が決めていけということでございますが、この基本構想と人口の長期ビジョンで

すか、こういったことの整合性はとれているのかなというのが。これは実施計画に入れていくの

かもしれないんですが、そこらあたりはぬかりなくやられたんかなというのを確認したいと思い

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） 今のご質問でございますが、整合性はとれていると思っております。 

○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） 地方創生がらみのプランの話ですけれども、まだ具体的にこういう項目

で、こういうふうなことでという具体的なところまでは至っておりません。これから詰めないか

んですけれども、大きな方向性、あるいは分野ごとの考え方、これについては私ども今回提案さ

していただきましたこの構想が、だいたい生きてくるんではないかなと。もちろん細かいところ、

まだまだ詰めていかないといけないところたくさんあるんですけれども、だいたい方向としては

これが使えるんじゃないかというふうに私たちは思っているところでございます。以上でござい

ます。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） 人口の統計、４ページですよね、人口、自然現象という言葉でいいのか

分からんけど、結局人を増やすというか、都会からこっちに引っ張れというような政策があろう

かと思うんで、努力目標かもしれないですけど、また何千人か減るじゃないですか。そういう減

らないような夢のあるような構想にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○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） 今後の事業の進め方の中でですね、やっぱり今言われたようなことを踏

まえて、例えば東京にふるさと回帰センターというのがあるんですけれども、今度県がそこに職

員を出向させるというようなことが発表されておりますので、そこらあたりとしっかりと連携

とってですね、内子町に来られるような方をどんどん呼び込んでいくということでフォローして

いきたいというふうに思っております。 
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○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３４号」については、１４人の委員で構成する「第２期内子町総合計画

基本構想審査特別委員会」を設置し、これ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３４号」は、１４人の委員で構成する「第２期内子町総合計画基本構想審査特

別委員会」を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

お諮りします。ただいま設置しました、「第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員会」の委

員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、議長において、久保美博議員、森

永和夫議員、菊地幸雄議員、泉浩壽議員、大木雄議員、山本徹議員、池田洋助議員、山上芳子議

員、才野俊夫議員、林博議員、山崎正史議員、寺岡保議員、中田厚寛議員、宮岡徳男議員を指名

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員会」の委員は、先程議長において指名い

たしましたとおり、議長を除く１４人を選任することに決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して委員会室で、「第２期内

子町総合計画基本構想審査特別委員会」を開催し、正副委員長の互選をおこなってください。 

 それでは委員会室の方へ移動をお願いします。 

 

午後 １時４２分 休憩 

 

午後 １時５４分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 「第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員会」正副委員長の互選結果が議長の手元にまい

りましたので、報告します。「第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員会」委員長に山本 徹

議員、副委員長に泉 浩壽議員が互選されました。ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

  日程第２１ 議案第３５号 内子町新町建設計画の一部変更について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２１ 議案第３５号 内子町新町建設計画の一部変更について」

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） 内子町新町建設計画の一部変更についてでございますが、この議案につ

きましては、東日本大震災による被害を受けた合併市町村にかかる地方債の特例に関する法律の

一部が改正され、合併特例債を起債することのできる期間が延長されたことに伴い、新町建設計

画の一部を変更しようとするもので、市町村の合併の特例に関する法律、昭和４０年法律第６号

第５条第７号の規定により議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、総務課

長に説明致しますので、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） 議案書１の１０６ページをご覧ください。議案第３５号、内子町新

町建設計画の一部変更につきましては、内子町新町建設計画は旧市町村の合併の特例に関する法

律の規定により、合併後の本町の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併町の

体制の速やかな確立、及び住民福祉の向上等を図るために作成した計画でございます。その後東

日本大震災の発生後における合併市町村の実状を受け、平成２４年６月に東日本大震災による被

害を受けた合併市町村にかかる地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律、合併特例債延

長法が成立し、合併特例債の発行期限が５年間延長されました。このことから本町においても引

き続き合併効果を高める、新たに必要な事業を引き続き推進し、合併特例債を利用出来る期間を

最大限確保するため、内子町新町建設計画を変更いたしたく存じます。変更の内容は、計画期間

を５年間延長し、平成３１年度までとし、主要施策に災害に強いまちづくりを追加しております。

東日本大震災の影響による、小中学校をはじめとする公共施設の耐震化や防災対策の強化、さら

に公共施設の老朽化対策などの需要が高く、災害に強いまちづくりをおこなって行く必要があり、

それに向けての追加をしております。併せて統計データ、財務計画については現段階での時点修

正をおこないました。これらの変更については地域審議会に諮り、ご承認をいただき、さらに愛

媛県とも協議をおこない、最終確認でのご承認をいただいております。新旧対照表は用いず、修

正した箇所を赤字で掲載した変更後の計画を、別冊の計画関係３に掲載しておりますので、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。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 先ほど説明があったように、法改正等によって新町建設計画の延長とい

うことで提出があるんですが、合併時に新町建設計画作る段階では、特例債の利用枠というのは

あったように記憶しておるんですが、今回、期間が延長しても当初の利用枠というのは変更ない

んでしょうか。それを確認さしていただいたらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） 変更ありません。また起債充当も９０％、これも変わりありません。こ

れまでと同様でございます。 

○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３５号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第３５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） ここで１０分間休憩をします。午後２時１０分より再開します。 

 

午後 ２時０１分 休憩 

 

午後２時１０分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第２２ 議案第３６号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２２ 議案第３６号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第

６号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６号）についてご説明申し上

げます。平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ６，６３３万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０５億３，６３３

万４，０００円とするものでございます。歳入における主なものは、地方交付税が３，９０３万

７，０００円追加。国庫支出金１，３４１万１，０００円追加。県支出金が１億６２万７，００

０円の減額。繰越金２億５，５１５万２，０００円追加。諸収入が４億７，５０３万８，０００

円の追加。町債では臨時財政対策債など５億１，８８４万３，０００円減額致しました。歳出に

おける主なものは、総務費総務管理費では内子分庁舎耐震改修事業など１，１７１万１，０００

円減額。民生費、児童福祉費では保育所費など１，９９９万４，０００円減額。農林水産業費、

林業費では鳥獣防止緊急捕獲対策事業などの各種補助金等で５，６２３万５，０００円減額。土

木費、都市計画費では木造住宅耐震改修診断補助など２，１１９万円減額。同じく河川費のがけ

崩れ防災事業で１，５２２万円の減額。災害復旧費の農林水産施設災害復旧費で９，７０３万４，
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０００円の減額。諸支出金、基金費では４億８，２０２万８，０００円追加した他、各課に渡た

り事業変更、精算見込み等により減額補正を致しております。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、議案書の４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６号です。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６，６３３万９，０００

円を追加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０５億３，６３３万４，０００円とする

ものでございます。 

９ページをお開き下さい。第２表、繰越明許費でございます。次年度に繰り越す事業費でござ

います。６款の農林水産業費、林業施設費ということで、これは林道関係の整備でございます。

１億４，９６５万４，０００円繰越致します。８款の土木費、２項の道路橋梁費、これは町道の

整備費でございます。１億４，９８２万８，０００円。３項の河川費、がけ崩れ防災事業費でご

ざいます。２，１３０万１，０００円。４項の都市計画費、内子運動公園の整備費でございます。

１，７８４万３，０００円。１０款の教育費、１項の教育総務費、公立学校施設整備事業費、こ

れは小田小・中学校の整備費でございます。７，９８２万１，０００円。２項の小学校費、危険

校舎改築事業費。これは大瀬小学校の改築費でございます。２億６，４５７万６，０００円の繰

越でございます。社会教育費、伝建地区の保存対策費、これは町家資料館のトイレを改修してお

ります。繰越を致します。１１款の災害復旧費でございます。農業施設災害復旧費１，７４５万

円。林業施設災害復旧費５，４２１万６，０００円。公共土木関係７００万円でございます。 

１０ページをお開き下さい。１０ページ、１１ページでございます。地方債の補正です。まず

追加でございます。緊急防災・減災事業債６００万円の追加です。 

次のページ１２ページをお開き下さい。起債の変更です。辺地対策事業債２，８３０万円を減

額致しまして、１，３３０万円と致します。過疎対策事業債３，５６０万円を減額致しまして、

８，８６０万円と致します。 

次のページ、合併特例事業債、７，６２０万減額致しまして、３億５，３８０万円と致します。 

次のページをお開き下さい。起債の廃止です。臨時財政対策債３億８，４７４万３，０００円

を廃止致します。 

１７ページをお開き下さい。１７ページ、歳入でございます。１款１項１目の町税、個人町民

税でございます。６２９万補正致しまして４億４，７３１万円と致します。法人税につきまして

は１，１０４万円補正を致しまして、７，９１０万円とするものでございます。町税の固定資産

税、２，０２０万円補正を致しまして、７億４，７９３万７，０００円と致します。軽自動車税

お目通しを下さい。たばこ税で１５８万円の減額でございます。８款１項１目の地方交付税、３，

９０３万７，０００円補正を致しまして、総額で５０億６，５４３万９，０００円と致します。 

次のページをお開き下さい。分担金、負担金等でございます。いずれも事業費等の確定による

ものでございます。同じく１１款１項の使用料等でございます。収入等の確定による補正でござ

います。お目通しを下さい。 



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 114 - 

１９ページ、１２款１項の国庫負担金、いずれも国負担金等の確定によるものでございます。

事業の精査による補正でございます。お目通しを下さい。 

２０ページ、真ん中どころ、１２款２項７目の教育費国庫補助金４，０４５万９，０００円の

補正でございますが、主なものは、８節の学校施設環境改善交付金４，０６８万１，０００円の

追加でございます。これは各種ございますが、主なものは、五十崎小学校の耐震工事の補助金の

増額によるものでございます。差引をしまして、４，０６８万１，０００円の追加補正でござい

ます。１２款３項、国庫委託金事業費の確定による補正でございます。お目通しを下さい。 

次のページ、１３款２項の県補助金。これもいずれも補助金の確定による補正でございます。

お目通しを下さい。 

２２ページをお開き下さい。２２ページも県補助金でございますが、補助金の確定による補正

でございます。お目通しを下さい。 

２３ページにつきましても、県補助金、それから県委託金の補正でございますが、いずれも補

助金の確定あるいは委託金の確定による補正でございます。お目通しを下さい。 

２４ページをお開き下さい。真ん中どころ１４款２項１目の不動産売り払い収入１，２８９万

の補正でございますが、土地売り払い収入ということで、これは梺団地を一区画販売を致しまし

た。それの収入でございます。それから、次の１５款１項の寄附金です。指定寄附金１６７万４，

０００円の補正でございますが、これはふるさと納税でございます。今年度補正を致しまして、

３８７万４，０００円でございますが、４０件の寄附をいただいております。 

次のページでございます。１７款１項の繰越金でございます。２億５，５１５万２，０００円

を補正致しまして、４億５，５１５万２，０００円と致します。１８款４項の雑入です。一番下

の欄、雑入、４億６，８８８万３，０００円補正を致しておりますが、次のページのですね、真

ん中どころに説明の欄に雑入として、４億６，８７０万２，０００円と記載を致しております。

これは快適環境整備基金の条例を廃止致しました。廃止致しまして、雑入で計上致しております。

基金取り崩し分が４億６，８５４万９，０００円ございます。他の雑入と合わせまして４億６，

８７０万６，０００円を計上致しております。２７ページお目通しを下さい。 

２８ページからが歳出でございます。１款１項１目の議会費。２款１項の総務管理費、いずれ

も歳出の確定による変更でございます。お目通しを下さい。 

２９ページでございます。２款１項７目の財産管理費１，４６５万の減額でございますが、主

なものは２９ページ、下から２行目、工事請負費１，０４７万円の減額です。これは内子分庁の

入札減による減額でございます。 

次のページ３０ページ、３１ページ、いずれも事業の確定、歳出の確定による減額補正でござ

います。お目通しを下さい。 

３２ページ、３３ページにつきましても事業費等の確定による減額補正でございます。お目通

しを下さい。 

３４ページ、３５ページにつきましても事業費確定、あるいは補助金等の確定による補正でご

ざいます。お目通しを下さい。 

３６ページでございます。３款２項２目、保育所費でございます。補正額は１，０２５万の減

額ですが、真ん中どころの委託料、２４６万円の補正でございます。これは保育園、社会福祉協
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議会に内子保育園、五城保育園、くるみ保育園の３園を委託しております。それの委託費の補正

でございます。２４６万円の補正でございますが、補正をしましてトータルでは３つの園の合計

の委託料が２億３，８６９万７，０００円となっております。３園の社会福祉協議会に対する委

託料が２億３，８６９万７，０００円となっております。 

次のページ、事業の確定による補正でございます。お目通しを下さい。 

次のページ３８ページでございますが、４款１項４目の環境衛生費でございます。１９節の負

担金補助及び交付金でございますが、補助金１，２１５万２，０００円の減額となっております。

これは合併浄化槽の設置補助、住環境整備促進補助ということですが、実績としまして合併浄化

槽３７基設置をしました。６００万予算組んでおりましたけどが、歳出額は３７６万２，０００

円となっております。それから住環境整備費ということで合併浄化槽、あるいは下水道整備に伴

いまして、水回りの環境を整備していただいた場合に補助金を予算化致しております。２０件で

３９３万４，０００円の支出を致しております。 

３９ページ、事業の確定によるものでございます。お目通しを下さい。 

４０ページをお開き下さい。１９節の負担金補助及び交付金でございます。１，１９３万７，

０００円の減額でございますが、成年就農給付金ということで、２６年度は７人に対しまして１，

３５０万を支出致しております。それから果樹戦略品種等供給力強化事業補助ということで９０

０万あまりの減額になっておりますが、これは柿の脱汁施設の入札減によるものでございます。

それから、農林業施設整備事業補助ということで１８０万減額を致しておりますが、実績と致し

てまして１２件２１２万２，０００円の補助金を支出致しております。ハウス等の施設整備に対

する補助金でございます。 

次のページでございます。６款２項２目の林業振興費５７１万６，０００円の減額でございま

すが、その中で１９節の補助金及び交付金。５２５万４，０００円減額致しております。その中

で町産材利用木材住宅建設補助ということで、町内産材の材木を活用して住宅の建設をしていた

だいた場合、最大７０万円の補助を出すようにしておりますが、２６年度は実績と致しまして５

棟、２８９万６，０００円を支出致しております。５棟分を支出致しております。 

４２ページでございますが、林業施設費の減額でございます。工事請負費、それから負担金、

補助金減額を致しております。７款１項の商工費、４３ページになりますが、観光施設費でござ

います。４８３万８，０００円減額を致しております。主なものは委託料でございます。委託料

の減額です。小田深山の観光施設設計委託費、これはスキー場の電源装置でございますが、その

設計委託１００万円の減額となっております。それから、小田深山荘敷地測量ということで２０

０万予算を計上致しておりましたが、登記まで持ち込めませんでしたので、測量・登記調査委託

費を２００万減額致しております。併せて３００万の委託費でございます。 

４４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。真ん中どころ、

工事請負費１，３２５万８，０００円。公有財産購入費１３６万２，０００円等減額致しており

ますが、調査の方がより精密な調査が必要となったために工事費等を減額致しまして、委託料の

方に予算を組み替えております。 

次のページ、４５ページでございます。８款３項１目の河川及び防災費１，５２２万円の減額

でございます。主なものは、１５節の工事請負費１，４４９万７，０００円。これはがけ崩れ防
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災事業費でございます。１，３１９万７，０００円、これは事業の確定による減額によるもので

ございます。昨年度、８か所のがけ崩れ防災費事業を実施致しております。それからその下の段、

１９節の負担金、補助及び交付金でございますが、がけ崩れ防災事業補助と記載しておりますが、

これは町単独予算によります、がけ崩れ防災事業でございます。昨年度４箇所、４７８万２，０

００円の補助金を支出致しております。６００万予算を組んでおりましたので、１２１万８，０

００円の減額でございます。それから一番下の段、８款４項１目の都市計画総務費でございます。

１，３２５万の減額でございますが、主なものは負担金、補助及び交付金、１，１５９万の減額

です。木造住宅耐震改修・診断事業補助ということで減額を致しております。実績と致しまして

は、診断設計が２件、改修が１件でございましたので、１，１５９万減額を致しております。 

次のページ、４６ページでございます。公園費でございます。内子運動公園内の送水管工事の

事業費として１，５５１万６，０００円を増額致しております。財源と致しましては、委託料を

充てております。８款５項の住宅管理費、１，８０２万の減額でございますが、主なものは４６

ページ、下の段、工事請負費でございます。これは小田の中組団地の敷地造成工事による造成工

事の減少によるものでございます。減額補正でございます。 

４７ページ以下はお目通しを下さい。 

４８ページにつきましても、４９ページ、いずれも事業等の確定による補正でございます。お

目通しを下さい。 

５０ページ、５１ページも同様でございます。お目通しを下さい。 

５２ページ、５３ページもいずれも、いずれも事業の確定による補正でございます。お目通し

を下さい。 

５４ページ、１１款１項２目の林業施設災害復旧費８，８９８万４，０００円の減額でござい

ますが、いずれも事業費等の確定による減額でございます。 

５５ページ、１３款１項の基金費、４億８，２０２万８，０００円の補正でございますが、次

のページ、５６ページになりますが、快適環境基金を廃止致しまして一般廃棄物処理施設維持管

理基金積立金ということで、３億６，８５４万９，０００円。災害対策基金積立金ということで

１億円、それぞれ予算化を致しております。 

５７ページ、５８ページの方はお目通しを下さい。 

最後のページ６１ページになります。地方債に関する調書でございます。真ん中どころ、当該

年度中の増減見込みということで、当該年度中の起債見込み額一番下の段でございますが、２６

年度の起債見込み額が４億６，１７０万円。それからその次の欄、当該年度中の償還見込み額、

１２億２，０００万２，０００円ということで差引致しますと、本年度中に７億５，８３０万２，

０００円がですね、起債が減少致しまして本年度末、起債の残高見込みがですね、９０億２，８

４２万９，０００円となる見込みでございます。以上で補正予算第６号の説明を終わらせていた

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。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 一点だけ。繰越明許を見ておりますと、土木事業関係が非常に繰越明
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許が多いようでありますが、なぜこれだけの額が繰越されたのか。その内容についてお聞かせを

いただきたいと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔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） 繰越の理由でございますけれども、林業関係になりますと、

林道関係等ございますけれども、これらに関しましてはですね、災害等に、災害が増えましてで

すね、実際、今計画して発注しておりますところの手前の方で被災とかそういうのがございまし

て、その復旧をしないと、工事ができない、そういうふうな箇所がいくつかございました。それ

からですね、土木関係になりますと、例えば相続の関係ですとかですね、そういう関係がござい

ますし、また町道の２路線につきましては、地すべり的被災をしたということで、１２月でした

かね、補正の調査費とかいうのを組ましてもらったと思うんですけど。そういうことができない

と仕事が出来ない、繰越に至るというのが主な経緯でございます。 

○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３６号」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３６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２３ 議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２３ 議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第

７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年度内子町一般会計補正予算（第７号）についてご説明を致し

ます。平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ８，２４８万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０６億１，８８１万

６，０００円にするものでございます。歳入における主なものは、地域活性化・地域住民生活等

緊急支援交付金として、国庫補助金８，２４８万２，０００円追加致しました。歳出における主

なものは、商工費ではプレミアム商品券発行事業など４，３６２万２，０００円追加。農林振興

費では、農産物直売所を核とした農産物等の地域担い手循環事業など２，００８万８，０００円

の追加。同じく林業費では、林業六次産業化地域資源利活用調査事業で８７０万９，０００円追

加しました他、地方創生に関係する事柄について追加補正を致しておるところでございます。内
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容は副町長に説明を致させますので、よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願い致します。 

○副町長（稲田繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

〔稲田繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田繁君） 議案書４のブルーの表紙、議案第３７号、平成２６年度内子町一般会計

補正予算（第７号）。１ページをお開き下さい。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８，２４

８万２，０００円を追加致しまして、歳入歳出予算額をそれぞれ１０６億１，８８１万６，００

０円と致します。 

５ページをお開き下さい。繰越明許費でございます。この補正予算につきましては、全て次年

度へ繰り越す補正予算でございます。次年度の事業として補正を致します。総務費１００万円、

民生費１，０１３万９，０００円。農林水産業費２，００８万８，０００円。林業費、８７０万

９，０００円。商工費、４，３６２万２，０００円。教育費、５２万８，０００円でございます。

いずれも繰越を致します。 

９ページをお開き下さい。歳入です。１２款２項１目の総務費国庫補助金ということで１０分

の１０の補助金でございます。補正額が８，２４８万２，０００円となっております。 

次のページ、１０ページをお開き下さい。歳出予算でございます。２款１項９目の企画費、１

００万円の補正でございます。これは地方版総合戦略を策定するための予算でございます。報償

費、旅費、需要費等をそれぞれ計上致しております。３款２項１目の児童福祉総務費でございま

す。これは多子世帯、子どもがたくさんおられる世帯を支援する費用でございます。中学生未満

の第３子以降の子どもを対象に商品券を発行致します。そういう予算でございます。同じく４目

の児童福祉館費、５１８万４，０００円の補正でございますが、１５節の工事請負費でございま

す。子育て支援設備改修工事ということで、内子児童館のトイレ、授乳室等を整備致します。児

童館の改修費でございます。６款１項３目の農業振興費でございます。２，００８万８，０００

円の補正でございます。まず１３節の委託料、１，０３６万８，０００円でございますが、これ

は、からり直売所の情報システムの整備をするシステム改修委託費、５４０万円。それから東京

を中心とした首都圏域での内子産品のテスト販売をするということで、町産品販売促進委託費、

４９６万８，０００円を計上致しております。それから１８節の備品購入費９７２万円でござい

ますが、主なものは直売所のポス端末、サーバーですね。売上管理をするためのシステムの機器

でございます。そういう購入費。それから、高齢農家の農産物を集荷する車両を購入致します。

集荷・配達用車両購入ということで、併せまして９７２万円を計上致しております。 

次のページ、６款２項２目の林業振興費、８７０万９，０００円でございますが、委託料でご

ざいます。林業六次産業化地域資源利活用調査委託ということで、林業の六次化を図るための計

画策定を致します。それの委託料でございます。７款１項１目の商工総務費、３，９０３万円の

補正でございますが、補助金でございます。プレミアム商品券ということで、商品券を発行致し

ます。この商品券には、２種類ございまして、一つは愛媛県と共同で実施をする分がございます。

これは１万２，０００円の商品券を１万円で販売するということで、県と共同で発行致します。

内子町の分が１万１，７００セットでございます。それの２，０００円のプレミアムがつきます

ので、内子町が１，０００円、県が１，０００円負担致します。ですので、１万１，７００セッ
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ト×１，０００円ということで、１，１７０万円の補助金でございます。それから、もう一種類

は内子町単独でプレミアム商品券を発行致します。同じように１万２，０００円の商品券を１万

円で購入していただきますので、２，０００円の補助金が必要となります。これは、事業主体は

県と共同で発行する分に関しては、県の商工連合会へ委託。それから内子町の分につきましては、

内子町商工会へ委託ということで、それぞれ補助金を支出致します。町単独の分が１万３，５０

０セット×２，０００円ということで、２，７００万の予算を計上致しております。端数につき

ましては、事務費等でございます。委託費の事務費等がございます。それから観光費、２目の観

光費でございます。２７０万６，０００円の補正でございますが、１３節の委託料、１８９万。

これはご当地アプリ制作委託というふうになっておりますが、スマートフォン等のですね、アプ

リを制作するための委託費でございます。１８９万円。それから備品購入費ということで自転車

をですね、当町に来られた観光客の方にですね、サイクリング等で利用していただくということ

で自転車等を購入する予算でございます。それから３目の観光施設費でございます。工事請負費

でございます。１８８万６，０００円。これは町内の観光施設にですね、公衆無線のＬＡＮ、い

わゆるＷｉ－Ｆｉの機器を整備する工事費でございます。それから１０款５項１目の社会教育総

務費５２万８，０００円の補正でございますが、これは小田の小学生を対象として放課後児童ク

ラブを４月以降に開設を致します。その放課後児童教室の備品等の購入費でございます。１４款

１項１目の予備費につきましては、１０６万４，０００円の補正でございます。以上で、補正予

算第７号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定をお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） 今回の地域活性化、あと地域消費喚起生活支援といったことでですね、

プレミアム付き商品券が出ますが、これに対する直接的な効果は、どのようにお計りされている

のかという点と、これは一人何セットまで買えるのかという点と、それとＷｉ－Ｆｉ、これは、

設置箇所は何か所、どの辺に設置されるのか。以上でございます。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(下野安彦君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川徹 君） プレミア商品券に関しましては、一応ですね、現在の県で、

全体で発行する部分の町内での消費喚起額を一応７，２００万。それから内子町で単独で発行致

しますプレミアム商品券については１億４，４００万の消費喚起ということで想定をしていると

ころでございます。商品券につきましては現在のところ予定ではございますけれども、購入限度

額を一人３セットまで３万円までということで計画をしているところでございます。それから、

Ｗｉ－Ｆｉの設置場所でございますが、一応、公衆無線ＬＡＮの整備箇所は、１５箇所を予定し

てございます。整備予定場所につきましては、内子座、上芳我、商いと暮らし博物館、文化交流

ヴィラ高橋邸、旅里庵、五十崎凧博物館、町並み保存センター、ビジターセンター、うちこフレッ

シュパークからり、道の駅せせらぎ、内子本町商店街にて５箇所の屋外型の公衆無線ＬＡＮを計

画しております。 

○７番（池田洋助君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） 先ほど言われた３セットというのは、県が発行する分も一人３セット、

町が発行する分も３セットということですか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(下野安彦君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 県の方も一人３セットということで計画しているので、内子

町単独で実施するのもそれにあわせた形でございます。 

○７番（池田洋助君） 聞こえません。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 愛媛県の方でまとめて発行するプレミアム商品券については

一応３セット３万円ということで計画をされております。それに合わせた形で、内子町で発行す

るプレミアム商品券も一人３セットということで計画をしてございます。 

○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)  大木議員。 

○５番（大木 雄君） 内容とは違うんですけれども、３６号、３７号をなぜこれ二つに分けて

提案をされとるのか。お尋ねします。 

○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） 第７号につきましてはですね、国から等の情報が出てきたのがですね、

つい最近ということで、６号の補正には間に合わなかったという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。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） このプレミアム商品券なんですけど、これ日本全体的に見ればですね、

消費の底上げということにはつながるんですが、内子町内へのメリットということを考えた時に

ですね、いかがなものだろうかと。今の町内の消費者動向と言いますか、町内の商店街での買い

物、そしてまた町内にある大型スーパーでの買い物ということの動向というのは、把握されてお

るんでしょうか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(下野安彦君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 数字の上で把握はこちらとしてはしておりませんが、大型スー

パーとかそういったことで、このプレミアム商品券を使用できるようにするかどうかについては、

今後、事業を進めながら、また県の動向を見極めながら考えて行きたいと思っております。 

○議長(下野安彦君)  他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長(下野安彦君)  ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第３７号」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
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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３７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２４ 議案第３８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４

号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２４ 議案第３８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４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４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〕 

○住民課長（三根生憲一君） それでは、オレンジ色の表紙になりますので、お開き下さい。 

１ページ、議案第８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４号）に

ついてご説明致します。１ページに第１条で歳入歳出予算総額からそれぞれ２，３４１万３，０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５億５，６９１万８，０００円とす

るものでございます。今回の補正につきましては、歳入については国民健康保険税と共同事業交

付金の減が見込まれることから、それに伴う減額補正。歳出につきましては、保険給付費等の減

額が主なものとなっております。 

それでは全体を見ながら説明しますので、３ページをお開き下さい。歳入の主な補正について

ご説明致します。１款１項国民健康保険税、１，８１９万６，０００円の減額補正であります。

４款１項、前期高齢者交付金、これは前期高齢者交付金確定に伴う７０７万２，０００円の増額

補正であります。続きまして７款１項共同事業交付金、これは高額医療費と保険財政分の共同事

業の交付金を併せて２，４００万円の減額補正であります。９款１項、他会計繰入金、これは一

般会計から保険税減税に対する保険基盤安定事業の繰入金が主なもので、９２５万７，０００円

の増額補正であります。以上が主な歳出予算であります。 

次に歳出でございますが、次の４ページをお開き下さい。２款、３款、６款、７款の各経費に

つきましては、見込み減による減額補正であります。８款１項の保健事業につきましては、６４

万円の財源のみの補正であります。１１款１項の償還金及び還付加算金。これは還付加算金１９

万６，０００円の増額補正であります。詳細については７ページから１１ページをご覧ください。

以上で、議案第３８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、
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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。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 一点だけ。歳入の方で７ページですけど、一般被保険者国民健康保険

税ですね、１，８４８万５，０００円の減ということなんですが、どのような状況で減額になっ

ているかだけ聞かせていただいたら。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上税務課長。 

○税務課長（山上幸久君） 保険税の減額でございますが、まず一点は、今年度の４月１日から

中低所得者層に対する軽減措置の拡充が図られました。それが一点。もう一点は被保険者数です

ね、その減額、この二点が主なものでございます。 

○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３８号」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３８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２５ 議案第３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２５ 議案第３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第２号）について」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年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、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〕 

○住民課長（三根生憲一君） それでは、続きまして紫色の表紙からになります。議案第３９号、

平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明致しま

す。 
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１ページをお開き下さい。第１条で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ２７４万５，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億２，２１３万９，０００円とするものでございま

す。 

それでは３ページをお開き下さい。歳入でございます。１款１項、後期高齢者医療保険料、こ

の分につきましては、１目の特別徴収分と２目の普通徴収分の見込み割合の変更による６００万

円の組み替えによるもので増減はありません。３款１項繰入金。これは一般会計から事務費と保

険基盤安定の繰入金、２７４万５，０００円の減額補正でございます。 

続きまして、歳出４ページをお開き下さい。１款２項、徴収費、これは徴収にかかる事務費６

２万９，０００円を減額補正するものです。２款１項、後期高齢者医療広域連合納付金、保険基

盤安定繰出し金の額確定により、広域連合への負担金２１１万６，０００円を減額補正するもの

でございます。以上で、議案第３９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３９号」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３９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２６ 議案第４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２６ 議案第４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、内容を保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○保健福祉課長（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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） ピンクの表紙からになります。議案第４０号、平成２６年度内

子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明をさしていただきます。 

 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変更はなく、歳入歳出予算
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の総額を歳入歳出それぞれ２４億７，３３５万６，０００円とするものでございます。今回の補

正につきましては、歳入歳出とも予算の範囲内での組み替えとなっておりますことをご報告申し

上げます。 

それでは３ページをお開き下さい。歳入についてであります。４款１項の国庫負担金２９万円

を減額し、６款１項の県負担金を２９万円増額するものでございます。 

４ページをお願い致します。歳出です。２款２項、介護予防サービス等の諸費、３３０万円を

減額。９款１項の予備費１０万円を減額し、２款４項、５項、７項の各サービス事業と８款１項

の償還金及び還付金併せまして、３４０万円を増額するものでございます。その詳細につきまし

ては、７ページから１１ページをご覧いただけたらというふうに思います。以上で議案４０号の

説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定下さいますよう、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４０号」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４０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２７ 議案第４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２７ 議案第４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事

業特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、内容を保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い致します。 

○保健福祉課長（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〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 同じくピンクからの表紙からになります。議案第４１号、平成

２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明を致します。 

まず１ページをお開き下さい。第１条で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ７５万円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ、１，８９２万円とするものでございます。 

３ページをお願い致します。歳入です。１款１項、予防給付費、収入として、２款１項、一般
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会計繰入金を合わせまして、７５万円を増額補正するものでございます。 

４ページをお願い致します。２款１項、介護予防サービス事業、これはケアマネジメント外部

委託料を７５万円増額補正するものでございます。以上、議案第４１号の説明とさせていただき

ます。ご審議の上、ご決定下さい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４１号」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４１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２８ 議案第４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（下野安彦君） 「日程第２８ 議案第４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補

正予算（第１号）について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お

願い致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） 議案第４２号、平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算

（第１号）についてご説明申し上げます。 

１ページをお開き下さい。第１条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４４１万２，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３５０万６，０００円とするも

のでございます。歳入からご説明申し上げます。 

７ページをお開き下さい。１款、寄宿舎事業収入、１項、寄宿舎事業収入、１目、使用料でご

ざいますが、これにつきましては当初で３５名の予算を見込んでおりました。現在２２名となっ

ておりますので、この人数の減少によるものでございます。３５１万５，０００円の減額でござ

います。２款の繰入金、１項、他会計繰入金、一般会計の繰入金も同様に入寮者の減によるもの

でございます。実績見込みでございます。 

８ページの歳出でございますが、これにつきましても入寮者の減によるものが主な理由でござ
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います。１款、寄宿舎事業費、１項、寄宿舎事業費、３目の給食費、４４４万１，０００円の減

額が主なものでございます。それと平成２５年度分で未納が発生しておりましたが、完済となっ

ておることをご報告申し上げます。以上、議案第４２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４２号」は、総務文教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４２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２９ 議案第４３号 平成２６年度内子町簡易水道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２９ 議案第４３号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会

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年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につきま

しては、内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは議案第４３号、平成２６年度内子町簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号）の説明をさせていただきます。水色の表紙になります。 

１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２１９万３，０

００を減額し、歳入歳出予算の総額、それぞれ３億３，６４２万９，０００円とするものでござ

います。２条におきましては、繰越の明許費でございます。主な補正内容と致しましては、実績

見込み減等による減額補正でございます。 

５ページをお開き下さい。繰越目許費でございます。１款１項の簡易水道管理費でございまし

て、事業名につきましては、現在おこなっております上水道区域拡張事業、簡易水道再編推進事

業、満穂地区でございます。繰越額と致しましては、５，４１４万４，０００円でございます。 

続きまして、９ページをお開き下さい。歳入でございます。２款５項１目、水道使用料でござ

いますが、これは実績見込み減による減額補正でございます。６款１項１目の一般会計繰入金で
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ございますが、繰り入れにつきましては、歳出の方でありますけれども、マッピングシステム導

入委託に入札減が生じましたので一般会計から繰り入れを致しております。 

 １０ページをお開き下さい。１０ページ、歳出でございます。１款１項の簡易水道管理費でご

ざいますけれども、この分につきましては実績等の見込みによる減額補正でございます。２５目

の参川簡易水道でございますけれども、これらにつきましても５０万減額しておりますが、実績

見込みでございます。２６目の上水道区域拡張工事でございますが、これは事業費の減少により

ます組み替えでございます。 

 続きまして１１ページでございますが、１款３項の１目、諸費でございますけれども、５５７

万９，０００円減額を致しております。内訳と致しまして、１３節の委託料、１０７万９，００

０円減額しておりますが、これにつきましては、簡易水道統合マッピングシステム導入委託の入

札減少金でございます。下の１９節につきましても交付金の決算還付金の決算に伴うものでござ

います。２７節につきまして公課費でございますが、この分につきましても消費税の確定という

ことになります。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、ご決定を賜りますよう、お願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長(下野安彦君)  ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第４３号」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４３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。 

 

○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） マイクの調子が大変悪いので、おそらくこれ議事録をテープ起こしす

る時に取りにくいんじゃないかという感じがするんですが。そこのマイクの交換をどれかとして

いただいた方が。 

○議長（下野安彦君） 暫時休憩をします。 

 

午後 ３時２０分 休憩 

 

午後 ３時２２分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第３０ 議案第４４号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について 
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○議長（下野安彦君） 「日程第３０ 議案第４４号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別

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年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議案第４４号、平成２６年度内子町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）につきましてご説明させていただきます。水色の表紙でございます。 

１ページをお開き下さい。まず第１条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９０万円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４，９６２万７，０００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、業務の実績見込み等の減額によるものでございます。 

７ページをお開き下さい。歳入でございます。下の方の６款２項１目の雑入でございますけれ

ども、４節の補償金、この分につきましては県道串・内子線の改良に伴いました公共汚水枡の補

償費が入ってきてございます。この分につきましては実績見込み等による精査でございます。 

続きまして次のページでございます。歳出でございます。主なものと致しましては。 

〔「大きい声で言うたら聞こえます。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 議事録りよるので、そのまま大きな声で続けて下さい。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは１款１項１目、業務管理費の１３節、委託料でご

ざいますが、４０万円減額致しておりますが、企業会計移行の業務の見直し等による減でござい

ます。続きまして３目の管渠管理費でございますけれども、１３節の委託料。この分につきまし

ては、本年度必要ございませんでしたので、減額を致しております。３０万円でございます。２

款１項１目の分でございますけれども、１５節の工事請負費でございますが、公共汚水枡設置工

事、これは入札減による減額でございます。以上、平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計

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４４号」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。  
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 よって、「議案第４４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３１ 議案第４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３１ 議案第４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予

算（第３号）について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、

内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願

い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、議案第４５号、平成２６年度内子町水道事業会

計補正予算（第３号）につきましてご説明させていただきます。同じく水色の表紙になっており

ます。 

１ページをお開き下さい。２条でございますけれども、平成２６年度内子町水道事業会計補正

予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。１款

１項２目の分につきまして、まず補正予定額でございますが、総額で５８万２，０００円の補正

を致しております。続いて支出でございますが、補正予定額と致しまして、総額で７５５万９，

０００円の減額となってございます。 

 ２ページをお開き下さい。資本的収入及び支出の補正ということで３条になります。まず下の

収入でございますけれども、３款の資本的収入、補正予定額と致しましては１８０万８，０００

円の補正でございます。支出でございますけれども４款１項の建設改良費ということで、補正予

定額につきましては、３２８万３，０００円の減額となってございます。なお、この収益的収入

額に対して不足する額につきましては、１億５，１２９万円ございますが、記載の通りでござい

ます。 

 続きまして、４ページでございます。実施計画書でございますが、詳細なものがページ１４ペー

ジにございますので、１４ページをお開き願ったらと思います。収益的収入及び支出の収入でご

ざいます。１款１項の営業収益、給水収益でございますが、２００万減額になっておりますが、

実績見込み等による水道料の減でございます。次の２項の営業外収益の５目、長期前受金戻入で

ございますが、これは仕訳によります額の修正でございます。３７８万２，０００円額修正して

おります。支出でございます。主なものと致しましては、２款１項の営業費用の２目の配水及び

給水費でございます。１９節の委託料でございますが、漏水調査をおこなっておりますが、漏水

調査が僅少であまり不利でないような箇所につきましては、今回漏水調査を見送っております。

地区としましては五十崎地区を見送っております。それからですね、下の方になります。２項の
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営業外費用でございますが、４９万１，０００円減額。消費税の再計算ということになります。 

 続きまして、１６ページでございます。資本的収入及び支出でございますが、収入でございま

す。３款の２項の工事負担金でございますが、１節の工事負担金、これが８０万円増額となって

ございます。この分につきましては、給食センター前の消火栓の設置の負担金ということで、一

般会計から繰り入れてございます。続きまして、支出でございます。４款の１項、建設改良費で

ございますが、３５節、工事請負費でございますが、これは給食センター前配水管布設工事によ

るものでございますが、主に入札減少金によるものでございます。 

 ６ページまでお戻り願ったらと思います。６ページにつきましては、水道事業の会計予定の

キャッシュ・フローの計算書でございます。主なものと致しましては、真ん中どころの２番の（４）

の長期定期預金の預け入れによる振替ということで、３億円減となっております。これは普通預

金と短期期間ものが定期預金の方にしておりますので、それを振り替えさすということでござい

ます。よりまして、下段になりますけれども資金増減額と致しましては、３億５，９３６万３，

０００円になりまして、期末残高につきましては、４億９０９万５，０００円となる見込みでご

ざいます。 

次は９ページでございます。貸借対照表でございます。資産の部の固定資産でございますが、

１０ページまでお願い致します。ここの（３）のロの定期預金になりますが、この３億というの

が今回組み替えておりまして、下の流動資産がございますが、現金預金というのがございますが、

その３億円を定期預金に振り替えるということでございます。これによりまして、資産及び資本

合計につきましては、金額的には相違ございません。３４億５，６３３万４，０００というふう

になります。以上、平成２６年度の内子町水道事業会計補正予算第３号の説明とさせていただき

ます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○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４５号」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４５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） ここで１０分間休憩をします。午後３時４５分から再開します。 

 

午後 ３時３５分 休憩 

 

午後 ３時４５分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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  日程第３２ 議案第４６号 平成２７年度内子町一般会計予算について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３２ 議案第４６号 平成２７年度内子町一般会計予算につい

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２７年度内子町一般会計予算案についてご説明を致します。 

平成２７年度の予算編成につきましては、内子町総合計画に掲げたまちづくり戦略であります

プロジェクト１０の推進及び、公約の「子ども達に夢を、働く人に元気を、お年寄りに安心を」

に「安心・安全のまちづくり」を加えた４つの公約の中でも、緊急性の高いものに重点を置きま

した。これらの施策展開に対応する弾力的な財政体質を確立するため、選択と集中により健全財

政をはかることを念頭に置きながら、引き続き内子らしいまちづくりに取り組んでいくための予

算と致しました。その結果、平成２７年度内子町一般会計当初予算案は、歳入歳出それぞれ９３

億８，０００万円。予算規模は、今年度当初予算と比較して４億９，０００万円。５．０％の減

額となっております。一般会計当初予算に充当致します財源は、国庫県支出金が１３億７，３４

３万５，０００円。地方債が６億９，０７０万円。その他、特定財源として５億６，９３５万９，

０００円。一般財源が６７億４，６５０万６，０００円となっています。主な歳出と致しまして

は、本庁舎耐震補強改修工事費として１億６９９万６，０００円。立川小学校体育館耐震補強改

修をはじめ、小学校危険校舎改築事業費として１億５７５万２，０００円。大瀬中学校体育館耐

震補強改修事業費として２億１，２８５万８，０００円。特設ライフル射撃場建設工事をはじめ、

愛媛国体施設整備事業費として１億５，４６７万２，０００円。内子座創建１００周年記念講演

などの委託経費を始め、内子座文化振興経費として１，６８６万円。農業施設整備事業補助金と

して７００万円。中学生の入院無料化など子ども医療対策費として４，８０８万円７，０００円。

南予活性化イベント負担金として８３７万円等でございます。なお、平成２７年からの新たな債

務負担行為につきましては、愛媛大学医学部地域生活習慣病循環内分泌学講座開設に係る寄附、

射撃場及び電子標的システム賃借料他、２億６，９６８万１，０００円でございます。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○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４６号」は、予算決算特別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４６号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３３ 議案第４７号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 
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○議長（下野安彦君） 「日程第３３ 議案第４７号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特

別会計予算について」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２７年度内子町国民健康保険事業の当初予算につきましては、制度

拡充における保険財政共同安定化事業の増額により前年度対比２億７，２２９万６，０００円の

増額予算編成となり、歳入歳出予算総額をそれぞれ２７億４，７８４万６，０００円としており

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〕 

○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４７号」は、予算決算特別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４７号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３４ 議案第４８号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて 

○議長（下野安彦君） 「日程第３４ 議案第４８号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計予算について」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２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につきまして

は、歳入歳出予算総額をそれぞれ２億１，９２９万５，０００円としております。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〕 

○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４８号」は、予算決算特別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４８号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 
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  日程第３５ 議案第４９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３５ 議案第４９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会

計予算について」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２７年度内子町介護保険事業特別会計予算につきましては、この介

護保険事業につきましては、３年ごとに事業計画の見直しをおこなっておりまして、平成２７年

度は第６期介護保険事業計画の初年度となります。本年度の当初予算につきましては高齢者の増

加による新規認定者や認定者の重度化等による給付費の増加を見込み、前年度対比１億４，６０

０万円の増額予算編成となってございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ２４億９，６００万

円としております。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〕 

○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４９号」は、予算決算特別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４９号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３６ 議案第５０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算に 

ついて 

○議長（下野安彦君） 「日程第３６ 議案第５０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事

業特別会計予算について」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２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算についてでござ

います。介護保険サービス事業につきましては、介護保険事業において要支援１、２の被保険者

に対して介護予防ケアプランの作成にかかる予算となります。本年度の当初予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，０８５万１，０００円と致しております。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〕 



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 134 - 

○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５０号」は、予算決算特別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５０号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３７ 議案第５１号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３７ 議案第５１号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予

算について」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２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算につきましては、寄宿舎管理

運営等の事業の経費でございます。昨年度当初は３５名分の経費でございましたが、２７年度は

寄宿舎生、２５名を見込み、歳入歳出予算総額はそれぞれ１，３５４万円と編成致しました。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５１号」は、予算決算特別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５１号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３８ 議案第５２号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３８ 議案第５２号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会

計予算について」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２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算につきましては、簡易水

道１４施設及び飲料供給施設１１施設の維持管理・運営費用の他、満穂地区簡易水道再編推進事

業として総額３億８，７５３万３，０００円。簡易水道統合計画として１，１３１万１，０００

円を計上させていただいております。対前年、２億８，２５４万２，０００円の増額で、比率と
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致しましては、８９％の増となります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億４４万９，

０００円予算の総額となっております。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〕 

○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５２号」は、予算決算特別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５２号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３９ 議案第５３号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３９ 議案第５３号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別

会計予算について」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２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算につきましては、下水

道の経営健全化に向けての企業会計移行業務を平成２６年度から債務負担行為で取り組んでおり

まして、２７年度は業務委託費として２，２４８万６，０００円を計上させていただいておりま

す。対前年６，５２４万５，０００円の減額で比率と致しましては、１９％の減となります。歳

入歳出予算の総額は、それぞれ２億８，７２８万２，０００円となっております。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〕 

○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５３号」は、予算決算特別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５３号」は、予算決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第４０ 議案第５４号 平成２７年度内子町水道事業会計予算について 

○議長（下野安彦君） 「日程第４０ 議案第５４号 平成２７年度内子町水道事業会計予算に

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） 平成２７年度内子町水道事業会計予算についてでございます。地方公営

企業会計は新地方公営企業会計制度が導入されておりまして、内子町水道事業会計も新制度で策

定しております。業務予定量につきましては、給水個数４，７３０戸。年間給水量１２９万６，

０００㎥。１日平均給水量、３，５５１㎥と前年度とほぼ変わらぬ量を見込んでおります。収益

的収入及び支出におきましては、収入は五十崎地区上水道統合の折に、水道料金について急激な

負担増加を避けるため、緩和措置をとっておりましたが、その期間終了のため、給水収益の１，

２００万円の増加を見込み、総額２億７，５８５万９，０００円。また支出においては、総額２

億４，３１４万１，０００円を見込んでおります。資本的収入及び支出におきましては、収入は

富中地区配水管新設工事に伴う負担金等を含め、総額６，３０５万３，０００円を予定しており

ます。支出においては、給配水設備工事として富中地区配水管新設工事、２箇所の配水機、ポン

プ取替工事を予定しており、前年度より２，７１２万９，０００円の増額となり４，３９８万９，

０００円を計上し、また資金運用対策として投資有価証券購入費２億円を計上し、総額３億２，

５２７万１，０００円を見込んでいるところでございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い致します。 

○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５４号」は、予算決算特別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５４号」は、予算決算特別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、各常任委員会、及び第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員

会、並びに予算決算特別委員会に付託しました議案の審査報告については、３月２０日の本会議

でお願いします。 

 

  日程第４１ 受理第１号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書の提出を求める 

ことについて 

○議長（下野安彦君） 「日程第４１ 受理第１号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意

見書の提出を求めることについて」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「受理第１号」については、会議規則第９２条第２項の規定によって、

委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「受理第１号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 

本請願の紹介議員であります、山上芳子議員の説明を求めます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員、ご登壇願います。 

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） それでは、手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書の提出を求め

ることについて、趣旨を読ませていただきまして、説明とさせていただきます。 

 手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや、顔の表情を使う独自の語彙や文

法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切

な情報の獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。しかしながら、ろう学校

では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 

 平成１８年１２月に採択された国連の障がい者権利条約には、「手話は言語」であることが明記

され、国は平成２６年１月２０日に障がい者権利条約を批准したところである。平成２３年８月

には、障がい者基本法が改正され、「全て障がい者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他

の意思疎通のための手段についての選択の機会を確保される」と定めらた。 

また、同法第２２条には、国及び地方公共団体に対して、情報の利用におけるバリアフリー化

施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない

子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには、手話を言語として普及、

研究することのできる環境整備に向けた法整備の実現が必要である。 

 よって、内子町議会として、国及び政府に対し、こうした環境整備に向け、「手話言語法（仮称）」

を早期に制定するよう強く要望する意見書を、地方自治法第９９条の規定により提出されるよう

求める。 

〔請願事項〕 

「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見書を国会及び政府に対し、提出すること。 

各議員の皆様には、この手話言語法の制定に向けて賛同していただきまして、意見書を上げて

いただきますよう、何卒よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 勉強不足で分からないので質問するんですが、平成２３年８月に改正さ

れた障がい者基本法。この中においても手話を含む言語の選択の機会が確保されるというふうに

書いてあるんですが、こういう状態の中でその上に法整備が必要であると。そのための意見書を

提出を求められとるんですが、私今の手話、社会的にも公に手話活動がされておりますし、改め

て法整備を求める必要性というのを十分理解ができないんですが、そこら質問をしたいと思いま

す。 

○８番（山上芳子君） 今の法律では、ろう学校での教育に手話を導入することなども、またさ

まざまな場面で手話による情報保証や手話に対する正しい知識の啓発などが定める法律がまだあ
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りませんので、そういったことで、ここでは手話は言語というのを認めはされておりますけど、

そういうことが、まだまだこの法律の中に定めておりませんので、それをきちんと、ろう者の皆

様、ろう児の皆様が自由にこの手話を使ってコミュニケーションをはかったりして、いろんなと

ころに出かけられるのに、手話によってこちらの意思疎通も伝わりですね、そういったことをき

ちんと法律の中に定めていただく。一律の手話を定めていただく。県によって手話のあれも違う

そうなんですよ。中身をきちんと定めていただくということになっております。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 今の紹介議員の説明の中に、県によって手話の形による意味が違うとい

う状態なんでしょうか。 

○８番（山上芳子君） 基本の手話というのはあるんでしょうけどお聞きしましたら、もともと

手話というのは昔からありはしたんですけど、地域によっては方言みたいなのがあるというか、

そういうのが違うって言われました。だからそういうのもあるので、今度の手話言語法の中でき

ちんとしていただきたいと。その中で手話を自由に使えると。だから今のろう学校の中でも手話

の授業がないということをお聞きしました。皆さんご承知だったかもしれませんけど、私はろう

学校の中で手話の授業もあるのかなと思っておりましたら、手話の授業はないということで、で

すから、それではろう者、ろう児の皆さんが本当に自分の思いがなかなか伝わらないのではない

かと。それで、手話言語法をきちんと制定していただいて、具体的な中の整備をしていただきた

いということで今回意見書を提出したいと考えております。よろしくお願いします。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） この事に対しては、賛同するんですけれども、手話が音声言語と対等な

言語であることを広く国に広めるというような文がありますけれども、例えばろう者の方同士の

コミュニケーションはできても、例えば私が手話を理解できなければ、一方通行になるわけです

し、これは例えば健常者の子ども達の義務教育の中においても、手話を言語として教育の一環と

して入れこむというようなことも含めてというようなことでよろしいんですね。 

○８番（山上芳子君） ここの中で、ここの趣旨の中に、情報利用におけるバリアフリー化施策

を義務付けておりと書いてありますけど、これが結局、学校の中でも手話の教室とか自治体にお

いても職員の手話の提供をしていただいたりとか、そういうろう者の皆さんに対してのバリアフ

リー化施策等も具体的に入れていただきたいと。今、手話の通訳しますよね、あれもどこへいっ

てもはしてもらえないんですね。これは自治体の権限があるんで、自治体が派遣して、ここへ出

かけて手話をしてくれと言われたらしてもらえるそうですけど。これも今の法制ではきちんと

なってないんです。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） この意見書を提出することにですね、今、山上議員が言われましたけど、

これ国連で批准されとるということなんですけど、先ほど県と県で違うということを言われて

おったけど。世界統一的な手話にできれば言語を越えてできるんですけど、ここら辺の制度も一



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 139 - 

緒にあわせて国に求めて行けばどうでしょうか。 

○８番（山上芳子君） そういうふうになればいいです。 

○議長（下野安彦君） 他にありませんか。ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山上芳子議員席にお戻りください。これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長(下野安彦君)  ありませんので、これにて討論を終結します。 

これより、「受理第１号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書の提出を求めることに

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。請願「受理第１号」を採択す

ることに、賛成の議員は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長(下野安彦君)  起立全員であります。 

よって、請願「受理第１号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書の提出を求めるこ

とについて」は採択することに決定しました。 

 

  日程第４２ 受理第２号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択

を求める請願書 

○議長（下野安彦君） 「日程第４２ 受理第２号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を

求める意見書」の採択を求める請願書」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、産業建設厚生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２号」は、産業建設厚生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。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。次の本会議は、３月２０日です。午後１時か

ら議員全員協議会を開催致します。本会議は午後１時３０分からの予定です。本日は、これをもっ

て散会致します。 

午後 ４時１７分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 

 



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 140 - 

  



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 141 - 

平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２７年 ３月 ４日（木） 

○開会年月日   平成２７年 ３月２０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      

 

○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３号） 

平成２７年３月２０日（金）午後１時３０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 

日程第 ３ 議案第 １号 内子町災害対策基金条例の制定について 
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日程第 ４ 議案第 ２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について 

日程第 ５ 議案第 ３号 内子町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につい

て 

日程第 ６ 議案第 ４号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第 ５号 内子町行政組織条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第 ６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第 ７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

の制定について 

日程第１０ 議案第 ８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条例の制定につい

て 

日程第１１ 議案第 ９号 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廃止

について 

日程第１２ 議案第１０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１３ 議案第１１号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１２号 内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の制定について 

日程第１５ 議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第１４号 内子町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営

並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第１５号 内子町介護保険条例の一部改正について  

日程第１８ 議案第１６号 内子町介護保険条例の一部改正について  

日程第１９ 議案第１７号 内子町へき地保育所条例の一部改正について 

日程第２０ 議案第１８号 内子町子ども・子育て会議条例の一部改正について 

日程第２１ 議案第１９号 内子町保育の実施に関する条例の廃止について 

日程第２２ 議案第２０号 内子町児童館条例の一部改正について 

日程第２３ 議案第２１号 内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正について 

日程第２４ 議案第２２号 内子町保育所条例の制定について 

日程第２５ 議案第２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

日程第２６ 議案第２４号 内子町下水道条例の一部改正について 

日程第２７ 議案第２５号 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例の制定について 

日程第２８ 議案第２６号 内子町営小田プール条例の一部改正について 

日程第２９ 議案第２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定について 
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日程第３０ 議案第３４号 第２期内子町総合計画基本構想の策定について 

日程第３１ 議案第３５号 内子町新町建設計画の一部変更について 

日程第３２ 議案第３６号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第３３ 議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第３４ 議案第３８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４号）

について 

日程第３５ 議案第３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第３６ 議案第４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第３７ 議案第４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第３８ 議案第４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について 

日程第３９ 議案第４３号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第４０ 議案第４４号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第４１ 議案第４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第４２ 議案第４６号 平成２７年度内子町一般会計予算について 

日程第４３ 議案第４７号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第４４ 議案第４８号 平成２７内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

日程第４５ 議案第４９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第４６ 議案第５０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第４７ 議案第５１号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第４８ 議案第５２号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算について 

日程第４９ 議案第５３号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第５０ 議案第５４号 平成２７年度内子町水道事業会計予算について 

日程第５１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第５２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○追加日程（第３号の追加１） 

  追加日程第１ 議第３号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第５２、追加日程第１ 

 

午後 １時３０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。 
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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、３番菊地 幸雄議員、４

番泉 浩壽議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（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３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 １号 内子町災害対策基金条例の制定について 

  日程第 ４ 議案第 ２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３ 議案第１号 内子町災害対策基金条例の制定について」「日

程第４ 議案第２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について」以上２議案を一括議題とし

ます。 

本２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、委員長の報

告を求めます。 

中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３月４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１号 内子町災害対策基金条例の制定に

ついて」「議案第２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について」の２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１号」、「議案２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１号」については、近年の頻発する災害発生状況を考慮して、今後想定される内子町

の各種災害に対し、早急に復旧の必要性があるものに対し、基金条例を制定し基金の利用につい

て定めるものであります。委員の質疑においては、「公共事業関係土木災害の場合には、災害査定

を受けないと補助金が出ないが、その辺の対応は大丈夫なのか。」との質問に「災害査定を受けな

いで、事前着工していると対象にならないという場合には、この基金での対応は難しいと思う。

想定している災害としては、昨年の徳島県で起こった雪による災害時のように孤立した場合に、

災害復旧を目的とした緊急時に対応するための活用を目的としています。」との答弁でありました。

これに対し、「集落が孤立した場合など、道路の土砂の撤去等、大規模災害になると補助事業を受

けないと町では対応出来ない。住民の生命、財産を守る為に緊急的な対応はこの基金を使いなが
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ら土砂の撤去等は出来るのか。」との質問に対し、「緊急時には想定外の災害も起こりうるので、

土砂を撤去しないと集落に入れない、緊急物資も届かないような場合は、単独でも基金で行わな

ければならない。」との答弁でした。採決の結果、「議案第１号」は、原案のとおり可決すべきも

のと決定致しました。 

「議案第２号」については、「内子町公共施設整備基金」と同様の趣旨の基金があるので、今回

「内子町快適環境整備基金条例」を廃止するものであります。特に質疑はなく、採決の結果、「議

案第２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） 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。 

中田委員長、席にお戻り下さい。 

「議案第１号」及び「議案第２号」の討論、採決については１件ずつ行います。 

まず、「議案第１号 内子町災害対策基金条例の制定について」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。 

 「議案第１号」の採決を行います。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１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１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第２号 内子町快適環境整備基金条例の廃止について」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２号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は、可決です。 

「議案第２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２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 ５ 議案第 ３号 内子町公益法人等への職員の派遣等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５ 議案第３号 内子町公益法人等への職員の派遣等に関する

条例の一部改正について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３月４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３号「内子町公益法人等への職員の派遣

等に関する条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきまし

ては、配布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３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。今回の条例の一部改正については、制定の根拠である法律の名

称が「公益法人等」へが「公益的法人等」へ法律の名称が改正されましたので、内子町の条例に

つきましても変更するものであります。委員の質疑においては、「一文字入る事によってどの様な

変化があるのか、変化がないのか。」との質問に対し、「一文字入る事によって、追加されるもの

としては、一般独立行政法人が、国の法律の中に加わりました。」との答弁であります。「今現在、

内子町内に公益的法人は何施設あるのか。」との質問に対し、「内子町内に、条例で定めてある施

設は１個所で、社会福祉協議会を規則の中で定めている。」ということであります。採決の結果、

「議案第３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） 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。 

中田委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論をおこないます。 

〔「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３号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第３号」

は、委員長報告のとおり可決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３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 ４号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 議案第４号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正に

ついて」を議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。 

中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３月４日の本会議において、
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開会中の総務文教常任委員会に付託されました、「議案第４号 内子町自家用有償旅客運送条例の

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、配布致して

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４号」は「原案のとおり可決

すべきもの」とするものでございます。議案について説明を受けた内容、並びに質疑等について

ご報告をいたします。今回の改正は、大瀬地区のデマンドバス２路線の運行開始に伴い、内子町

自家用有償旅客運送条例の「村前線、中野線、程内線」を削り、デマンドバスで対応するもので

あります。委員からの質疑は、「町営バスからデマンドバスへ変更となるが、運行されない場合の

対応で、住民のニーズに答える事が出来るのか、住民からどの様な意見が出ているのか。」との質

問に対し「事前に、地域へ出向いてバス利用者と一緒にバスへ乗り、利用者のお話を聞かせてい

ただいたり、地域のサロンで参加者に意見を伺い、利用者の曜日や時間等のお話をいただいた。

それをふまえ、週２回、水曜日と金曜日の一日３往復、朝昼晩とさせていただいた。今後利用さ

れる方また、利用者へ趣旨を説明して希望を伺った中での運行形式としました。」との答弁があり

ました。「石畳満穂地区に対してスクールバスが走っていて利用が便利であるが、デマンドバスが

運行するとスクールバスへ乗れなくなり、スクールバスの方が便利であるが、その辺の対応はど

の様になっているのか。」の質疑に対し、「スクールバスの利用については、前向きに検討する。」

との答弁でありました。採決の結果、「議案第４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） これより質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林 博君） 今回改正しようとする附則の３に回数券のことが提案があるんですが、

このことは委員会審議の中で何か質問が出たでしょうか。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 回数券のことについては、意見は出ませんでした。 

○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。 

中田委員長、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４号」の採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第４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４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ７ 議案第 ５号 内子町行政組織条例の一部改正について 
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  日程第 ８ 議案第 ６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定につ 

いて 

  日程第 ９ 議案第 ７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する

条例の制定について 

  日程第１０ 議案第 ８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条例の制定に

ついて 

  日程第１１ 議案第 ９号 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

廃止について 

  日程第１２ 議案第１０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１３ 議案第１１号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第７ 議案第５号 内子町行政組織条例の一部改正について」「日

程第８ 議案第６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定について」「日程

第９ 議案第７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に

ついて」「日程第１０ 議案第８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条例の制定

について」「日程第１１ 議案第９号 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

例の廃止について」「日程第１２ 議案第１０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１３ 議案第１１号 内子町特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」以上７議案を一括議題とします。

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

 中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３月４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５号 内子町行政組織条例の一部改正に

ついて」「議案第６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定について」「議

案第７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について」

「議案第８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条例の制定について」「議案第９

号 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廃止について」「議案第１０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１１

号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」

の７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、配布いたし

ております審査報告書のとおりであり、審査結果について、「議案第５号」から、「議案第１１号」

の７議案は、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５号」については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育大
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綱を定める際に、総務課所管での事務が発生するので、総務課の事務の中に「総合教育の振興に

関する事」と言う一行を追加するものであります。質疑においては、「今回の改正によって、教育

委員会がどの様に変わるのか、変わらないのか、どの様に感じているのか」との質問に対し、「教

育委員長と教育長が権限を兼ねる事になるので、教育委員会の長は新教育長になります。地域住

民に対して、分かりやすい組織にしていくための改革で、独立の権限はあると解釈しています。」

との答弁でありました。それに対し「教育大綱については、総務課所管として会を招集すると、

町のトップの意向で運営される事となるが、独立体制が保たれるのか、首長が変わる事によって、

教育の方向性が変わる危険性があるのでは。」との質問に対し、「教育大綱の中身については、教

育委員会が行うので、町長が変わる事によって、教育行政が大きく変わるという事にはつながら

ないと解釈している。」との答弁でした。討論においては、議案に対する反対意見として、「今回

の一括上程されている全ての改正については、懸念を持っている。首長の姿勢によって変わって

いくという東京、大阪の例をとっても、非常に問題をはらんだ国の改正の中で、条例が作られよ

うとしているので、全ての改正案については賛同致しかねる。」との反対意見が述べられ、賛成意

見として「首長も議員も公選制の中、住民が代表を選ぶわけです。行政側が強権を発揮するよう

な教育となれば、４年に一度住民が判断して、選挙して選んでいくわけであるから、首長によっ

て教育が大きく歪んでくる危惧は感じていないので、一括提案条例については賛成致します。」と

の賛成意見が述べられました。採決の結果、賛成多数により、「議案第５号」は原案のとおり可決

すべきものと決定致しました。 

 「議案第６号」については、教育長の休日、休暇、及び勤務時間等は、内子町職員の勤務時間

休暇等の規定を準用するとなっており、新教育長が特別職となりますので、内子町教育委員会教

育長の勤務時間等に関する条例を制定するものであります。採決の結果、賛成多数により、「議案

第６号」は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 「議案第７号」については、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合、前

２号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合には、職務に専念する義務を免除する

事が出来る、内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を、制定するも

のであります。採決の結果、賛成多数により、「議案第７号」は、原案のとおり可決すべきものと

決定致しました。 

 「議案第８号」については、教育会議を開催するにあたり参考人、説明員の意見を聞きたい場

合に、呼ばれた方に対して旅費、日当、宿泊料の費用弁償の支給に関して、今回、内子町総合教

育会議の関係者等に対する費用弁償条例を制定するものであります。採決の結果、賛成多数によ

り、「議案第８号」は原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

 「議案第９号」については、教育長は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命される職と

なったことから、地方公務員法の規定による特別職となっていますので、内子町教育委員会委員

長の給与、及び勤務時間等に関する条例の廃止をするものであります。採決の結果、賛成多数に

より、「議案第９号」は原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

 「議案第１０号」については、新教育長が特別職となりましたので、現在内子町の特別職は町

長、副町長でありますが、第１条中に教育長を追加し、第２条中に教育長の給与額を加え、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をするものであります。採
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決の結果、賛成多数により、「議案第１０号」は原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

 「議案第１１号」については、現在の条例の中では別表で、教育委員会委員長の年額と、教育

委員の年額が示されています。教育委員長が新規定ではなくなることから、教育委員会委員のみ

の表示をするものです。採決の結果、賛成多数により、「議案第１１号」は原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。以上で、委員長報告を終わります 

○議長（下野安彦君） 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。 

 中田委員長、席にお戻り下さい。 

 討論、採決については１件ずつ行います。 

 まず、「議案第５号 内子町行政組織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。 

○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） 私は反対の立場で討論をおこないます。本条例案は、昨年国会におい

て教育委員長と教育長を一本化し、地方自治体の首長が直接任命をする新教育長とする教育委員

会のトップにして、教育委員会から教育長任命権や指揮監督権を奪う法の改悪のもとで進められ

る条例改正であると受け止めております。私は、この条例案が自治体の首長が招集権限を持ち、

首長と教育委員会で組織する総合教育会議を設置をし、首長が内子町の教育の振興に対する大綱

を定めることとなっている内容の中で、首長主導で進める、この大綱を決める会議を招集をする

という内容であります。この大綱では国の教育方針基本計画の基本的な方針を参照して定めると

されておりまして、国の方針に従わせようとするものであります。これは学校統廃合や愛国心教

育の推進など、教育の内容に踏み込んで首長が策定することも可能である内容を含んでいるわけ

であります。教育委員会は、協議をするだけで、大綱に従ってその具体化をさせられる仕組みに

なる懸念があるわけであります。そのことによりまして、教育委員会は形だけになりまして、首

長が直接教育に介入することを容認をし、教育の政治的中立性を脅かすことにもなるわけであり

ます。憲法が保証をする教育の自由と自主性を侵害することも懸念をされるわけであります。教

育は、子どもの成長発達のための文化的な営みであり、教員と子どもとの人間的なふれあいを通

じておこなわれるものであり、自由や自主性が不可欠であります。戦前の教訓も踏まえ、日本国

憲法のもとで、政治権力による教育内容への介入、支配は厳しく戒められてきました。政府がお

こなうべきは、教育条件の整備によって子どもの学ぶ権利を保証することであり、政治が教育内

容に介入をすることがあってはなりません。そのような懸念をもった条例改正であると私は考え

ますところから、この条例案には反対をさせていただきます。 

○議長（下野安彦君） 賛成討論はありませんか。 

○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） 私は、委員長報告に賛成の立場で討論致します。この条例改正は、地方

教育行政組織、及び運営に関する法律の一部改正に伴う条例改正であります。今、ご指摘のあり



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 151 - 

ました懸念は、総合教育会議等で首長権限にかかわる事項等について協議調整をおこない、最終

的には、行政施行権は教育委員会に留保されていると思います。よって、政治的中立性は、確保

されると思います。今後より充実した教育行政を推進していくためにも必要であると考え、委員

長報告に賛成致します。 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第５号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。「議案第５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） 起立多数です。 

よって、「議案第５号 内子町行政組織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。 

次に「議案第６号 内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定について」討論

をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第６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） 起立多数です。 

 よって、「議案第６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第７号 内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定

について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第７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） 起立多数です。 

 よって、「議案第７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第８号 内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条例の制定について」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。 

「議案第８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８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） 起立多数です。 

 よって、「議案第８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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 次に、「議案第９号 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廃止につい

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。 

「議案第９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第９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） 起立多数です。 

 よって、「議案第９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第１０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」討論をおこないます。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１０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１０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） 起立多数です。 

 よって、「議案第１０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 最後に「議案第１１号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について」討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

「議案第１１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１１号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

 よって、「議案第１１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第１２号 内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の制定について 

  日程第１５ 議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

  日程第１６ 議案第１４号 内子町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び

運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 
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○議長（下野安彦君） 「日程第１４ 議案第１２号 内子町指定介護予防支援事業者の指定に

関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」「日程第１５ 

 議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について」「日程第１６ 議案第１４号 内子町指定地域密着型介護予防サービ

ス事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」以上３議案を一括議題とします。

本３議案は、産業建設厚生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、委員長の

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３月４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１２号 内子町指定介護予防支

援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につ

いて」「議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について」「議案第１４号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」以上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１２号から議案第１４号までの３議案はいずれも「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１２号」は、介護保険法の改正に伴い、内子町が指定する指定介護予防支援事業者の

人員、運営、支援の方法等について定めるものであります。 

「議案第１３号」、並びに「議案第１４号」は、平成２５年３月に制定した条例の一部を介護保

険法の改正に伴い改正するもので、いずれも介護支援専門員が作成する「地域密着型の居宅サー

ビス計画」、並びに「指定介護予防サービス等の利用に係る計画」の作成にあたっての具体的取組

み方針、留意点について根拠法令を見直すものとなっております。一部、字句の表現について、

意見はありましたが、採決の結果、条例の内容は適正と認められ、「議案第１２号」及び「議案第

１３号」並びに「議案第１４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） 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） 本条例案の第３条第４項で述べられております、住民による自発的な

活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者等との連携を強めるとあるので
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ありますが、住民による自発的な活動、そういう組織が今、町内にどのようなものがあると認識

をされておるか。その点、委員長のご見解を。そういう問題についての審査がされたかどうか。

そのことをひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） 町内にですね、そういう団体はございません。都市

部で言いますとですね、ＮＰＯ法人とかそういった福祉に関するボランティアグループ等がある

かと思いますが、現在のところ残念ながらまだ内子町にはまだありませんので、現在自治会等で

進められておりますですね、サロンとかをですね、発展、向上させていただいて、そういった組

織をまた宮岡議員を中心に作っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（下野安彦君） 委員会で質疑はされたかどうかなんで、それに対する答弁をしてくださ

い。 

○産業建設厚生常任委員長（池田洋助君） ありませんでした。 

○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） 池田委員長、席にお戻り下さい。 

 まず、「議案第１２号 内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の制定について」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。 

「議案第１２号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１２号」は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第１３号 内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について」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１３号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１３号」は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第１４号 内子町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並び

に指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

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。 
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〔「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１４号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１４号」は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１７ 議案第１５号 内子町介護保険条例の一部改正について 

  日程第１８ 議案第１６号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１７ 議案第１５号 内子町介護保険条例の一部改正について」

「日程第１８ 議案第１６号 内子町介護保険条例の一部改正について」以上２議案を一括議題

とします。審査結果について委員長の報告を求めます。 

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３月４日の本会議におい

て、当委員会に付託されました「議案第１５号 内子町介護保険条例の一部改正について」「議案

第１６号 内子町介護保険条例の一部改正について」以上２議案について、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１５号」、及び「議案第１６号」は、いずれも原案

のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質疑等

についてご報告をいたします。 

「議案第１５号」は、介護保険法改正及び第６期介護保険事業計画策定に伴い、６５歳以上の

第１号被保険者が負担する平成２７年度から平成２９年度までの、各年度における保険料率を改

正するものであります。所得水準に応じた保険料設定を行うため、６段階の保険料率を９段階に

変更し、基準となる第５段階の月額５，２３５円、年額で６万２，８００円を月額５，９９５円、

年額７万１，９００円に１４．５％の値上げをするものです。高所得者については、値上げ幅が

大きく、第１段階の低所得者の負担は基準額の０．５であったものを０．４５とする負担軽減措

置がとられています。消費税が１０％に移行されれば、さらに負担軽減がなされる予定であると

の説明を受けました。委員から、値上げの理由についての質疑に対し、「法改正により、４０歳か

ら６４歳の方の負担割合が２９％から２８％に下がり、６５歳以上の方の負担割合が２１％から

２２％に変更され、その１％の差額、内子町では約２，４００万円のアップとなるが、それが大

きな要因であるとし、町の介護保険制度を維持するための最低限度の値上げとしている。」との答

弁がありました。また、今回の改正条例の附則において、経過措置として要支援１、２関連の介

護予防・日常生活支援総合事業については、２年間は行わず、現在の介護サービス事業を継続し、

平成２９年４月１日から行うものとすると規定されています。 
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 「議案第１６号」は、法改正に伴い、介護保険条例の中に第５章として独立した章を加え、地

域包括支援センターが包括的支援事業を実施するにあたり必要な基準を定めるものであります。

採決の結果、条例の内容は適正と認められ、よって、「議案第１５号」、及び「議案第１６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） 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。 

 池田委員長、席にお戻りください。 

 討論、採決は一件ずつおこないます。 

 まず、「議案第１５号 内子町介護保険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。 

○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） 反対の立場で討論をおこないます。本条例で決められております介護

保険料についてであります。残念ながら第５期の当時から低所得者あたりにとっては、介護保険

そのものが崩壊しているんではないかと言われるような、高い状況をもって進んで参りましたが、

この第６期においては、より６，０００円に近い平均額が設定をされるいうような状況でありま

す。このことは、介護保険そのものが崩壊をするのではないかと。やはりこれは国の問題でもあ

りますけれども、あの消費税が社会保障を充実をさせるということで８％にもなっておりますし、

２年向こうには１０％になるというような状況のもとで、このような状況は、やはり介護保険そ

のものが崩壊をしていく懸念があるわけであります。それと同時に、本条例案では今年度からの

実施は見送られておるようでありますが、２９年に入りますと、要支援者を介護保険から排除し

ていくという流れが、この内子町でも取り入れられるというような状況が起きているわけであり

ます。そういう状況の中で、実際に今、介護保険を求めておられる高齢者の皆さんにとっては、

本条例案は、やはり国の方針の中ではありますけれども、住民の介護を保証していく立場からは、

その対応が十分にとられないままの出発というような事情がありますので、私はこの条例案につ

いては、賛同を致しかねるわけであります。以上の立場から反対を致します。 

○議長（下野安彦君） 賛成討論ありませんか。 

○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、委員長の意見に賛成の立場で意見を述べます。今回の条例改正に

おきましては、第６期の介護保険計画に基づきまして、介護保険料の改正をするものであります

が、内容としましては、高所得者に対しましては高く、そして低所得者層に対しましては配慮を

したものでありまして、そしてアップ率も極力抑えたものとなっております。また、私も介護を

要する者がおります。非常にありがたいシステムであります。やはりこの事業が将来にわたって

継続することが一番大切だと思います。よって、委員長報告のとおり、条例改正可決すべきもの

と思います。以上です。 



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 157 - 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 「議案第１５号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１５号」は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

 よって、「議案第１５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第１６号 内子町介護保険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。 

 「議案第１６号」の採決に入ります。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１６号」は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

 よって、「議案第１６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１９ 議案第１７号 内子町へき地保育所条例の一部改正について 

  日程第２０ 議案第１８号 内子町子ども・子育て会議条例の一部改正について 

  日程第２１ 議案第１９号 内子町保育の実施に関する条例の廃止について 

  日程第２２ 議案第２０号 内子町児童館条例の一部改正について 

日程第２３ 議案第２１号 内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正について 

日程第２４ 議案第２２号 内子町保育所条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１９ 議案第１７号 内子町へき地保育所条例の一部改正につ

いて」から「日程第２４ 議案第２２号 内子町保育所条例の制定について」までを一括議題と

します。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

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３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１７号 内子町へき地保育所条例の一部改正について」

から、「議案第２２号 内子町保育所条例の制定について」までの６議案について、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１７号」から「議案第２２号」までの６議案

は、いずれも、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１７号 内子町へき地保育所条例の一部改正について」は、平成１２年３月３１日を
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もって休園となっている村前へき地保育園を、本条例から削除するものであります。起債の償還

も平成１５年３月２５日に完済となっており、実態に応じた内容に改めるものです。改正後は、

石畳へき地保育園のみとなります。委員から、石畳へき地保育園の状況について質疑がなされ、

「３年間は５名を確保できる。」との答弁がありました。 

 次に、「議案第１８号 内子町子ども・子育て会議条例の一部改正について」は、内子町子ども・

子育て会議の委員である、「子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者」の再任ができないと

いう規定を見直し、再任できるように改正するものです。委員から、「平成２５年９月の制定であ

るが、再任できないとした理由は何か。」という質疑に対し、「錯誤があったと思われる。」との答

弁でありました。 

 次に、「議案第１９号 内子町保育の実施に関する条例の廃止について」は、児童福祉法改正に

より、保育の必要性については市町村の条例ではなく、子育て支援法において定められることと

なったことから、本条例を廃止するものであります。質疑はありませんでした。 

 次に、「議案第２０号 内子町児童館条例の一部改正について」であります。町内に内子児童館

と五十崎児童館がありますが、それぞれ運営委員会を置き、委員定数１０人以内で別々に会議を

行っていることから、新たな委員定数を両方の委員を合わせた２０人以内とする改正内容であり

ます。 

 次に、「議案第２１号 内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正について」でありますが、「母

子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」となったことから、条例中の字句の変

更をするものです。問題はなく、質疑もありませんでした。 

 最後に、「議案第２２号 内子町保育所条例の制定について」であります。子ども子育て支援法

により、内子町保育所条例の全部を改正し、新たに制定しようとするものであります。町立の保

育園である大瀬保育園と、こばと保育園の２つであり、保育事業、入所資格、保育料、時間外保

育事業などについて規定する全１４条と附則で構成される条例となっています。児童に対する保

育は、月１２０時間以上の仕事される場合は最大１１時間保育、６４時間以上１２０時間未満の

場合は最大８時間の保育利用が認められます。保育料については、算定基礎が所得税から住民税

になることから、保育料の改定は毎年９月に実施されます。利用者負担額については、合併時の

協議において、国の基準の８割を超えないものとするとなっており、そのことを踏まえた料金と

されています。また、８時間利用の方で延長保育が必要な場合は３０分１００円で利用できます。

委員の質疑において、時間外保育については、「申込約３２０人のうち３割が８時間の保育利用に

なるが、その方については希望により延長保育が可能である。」との答弁。保育士の配置について

は、「土曜日も１１時間保育体制をとるので、早出、中出、遅出といった出勤体制をとっていく。

また職員１名増員する。」というものでありました。料金改定９月は、遅すぎないかとの質疑に対

し、「６月に税が確定し、その後の事務手続きが必要なことから、全国統一で９月となっている。」

との答弁でありまとした。採決の結果、条例の内容は適正と認められ、よって、「議案第１７号」

から「議案第２２号」までの６議案は、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） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 池田委員長、席にお戻りください。 

討論、採決については、１件ずつおこないます。 

 まず、「議案第１７号 内子町へき地保育所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。 

 「議案第１７号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１７号」は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 「議案第１８号 内子町子ども・子育て会議条例の一部改正について」討論をおこないます。

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 「議案第１８号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１８号」は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 ｢議案第１９号 内子町保育の実施に関する条例の廃止について｣討論をおこないます。討論は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君）  これにて討論を終結します。 

「議案第１９号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第１９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１９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 「議案第２０号 内子町児童館条例の一部改正について」討論をおこないます。討論はありま

せんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君）  これにて討論を終結します。 

「議案第２０号」の採決をおこないます。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第２０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２０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 「議案第２１号 内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正について」討論をおこないます。

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君）  これにて討論を終結します。 

「議案第２１号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第２１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２１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 「議案第２２号 内子町保育所条例の制定について」討論をおこないます。討論はありません

か。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君）  これにて討論を終結します。 

「議案第２２号」の採決をおこないます。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第２２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２２号」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２時４０分より再開します。 

 

午後 ２時３０分 休憩 

 

午後 ２時４０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。 

 

  日程第２５ 議案第２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

  日程第２６ 議案第２４号 内子町下水道条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２５ 議案第２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例

の一部改正について」「日程第２６ 議案第２４号 内子町下水道条例の一部改正について」を一
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括議題とします。審査結果について委員長の報告を求めます。 

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３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２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一

部改正について」「議案第２４号 内子町下水道条例の一部改正について」以上２議案について審

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２３号」、「議案第２４号」とも原

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２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について」の内容は、平

成２７年度から３年間で、約１億５，０００万円の事業費で、愛媛県営事業として龍宮堰の改修

工事が行われます。その農業水利施設保全合理化事業における、かんがい施設の受益者分担金を、

補助残の２０％と定めるものであります。条例改正により、今回の龍王堰改修工事の地元負担は

事業費の４％となり、分担金は約６００万円となるものであります。 

 「議案第２４号 内子町下水道条例の一部改正について」は、下水道法施行令の一部改正によ

り、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない下水の水質基準が変更されたことに

伴う改正であります。採決の結果、条例の内容は適正と認められ、よって、「議案第２３号」、並

びに「議案第２４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） これより質疑に入ります。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡 保君） 龍宮堰の改修をいつやるのかと。田んぼの時期があるから工事はいつ

からいつまでにやるのかということをお尋ねをしとったんですが、その点は分からんですかね。 

○議長（下野安彦君） 委員会の報告に対する質疑にしてください。 

 他ありませんか。 

〔「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。 

「議案第２３号 内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について」討論をおこな

います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２３号」の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。「議案第２３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。 
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〔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２３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

「議案第２４号 内子町下水道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。 

 「議案第２４号」の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。「議案第２４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２４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２７ 議案第２５号 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２７ 議案第２５号 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例

の制定について」を議題とします。審査結果について委員長の報告を求めます。 

中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３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２５号 内子町伝統的建造物保存地区保

存条例の制定について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配布致

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２５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、法律の整合性をはかる為、文化庁の示している標準条例を参照して改正す

ることとし、条例の表現や文字の改正したものであり、内容的には大きな変更はありません。改

正内容が多岐にわたり全部改正となったものであります。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。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

 「議案第２５号 内子町伝統的建造物群保存地区保存条例の制定について」討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２５号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第２５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２５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２８ 議案第２６号 内子町営小田プール条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２８ 議案第２６号 内子町営小田プール条例の一部改正につ

いて」を議題とします。審査結果について委員長の報告を求めます。 

中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３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２６号 内子町小田プール条例の一部改

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、配布致しておりま

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２６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。今回の条例改正については、参川小学校廃校に伴う既存プールを社会体育施設として

活用するため、参川水泳プールとして表に加えるものであります。委員の質疑においては、「小田

プール３か所の利用状況について」との質問に対し、「立石水泳プール、上川水泳プールを指定管

理者として地元で管理しています。上川プールについては、昨年の利用はなく、立石プールにつ

いては、少数の児童の利用がありました。」とのことであります。「上川地区には子どもがいない

ので休止中だが今後、参川プールとの統廃合を考えているのか、そのままで維持していくのか。」

との質問に対し、「指定管理者となっているのが自治会なので、期間が５年間ですので当面は自治

会で管理して頂くという事になります。」ということであります。採決の結果、「議案第２６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） 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。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

 「議案第２６号 内子町営小田プール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。 

 「議案第２６号」の採決を行います。 
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本案に対する委員長報告は可決です。「議案第２６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２６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２９ 議案第２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２９ 議案第２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定に

ついて」を議題とします。審査結果について委員長の報告を求めます。 

中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３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２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例

の制定について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配布致してお

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２７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。今回の条例制定については、子ども・子育て支援制度の本格的な実施に向け、内

子町立幼稚園の利用者負担について、国の考え方及び現行の授業料水準を踏まえ、授業料の額を

改定するとともに、多子世帯及び低所得世帯に対し軽減措置を設け、内子町立幼稚園授業料徴収

条例の全部を改正するものであります。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。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

 「議案第２７号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定について」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。 

 「議案第２７号」の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は可決です。「議案第２７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２７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第３０ 議案第３４号 第２期内子町総合計画基本構想の策定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３０ 議案第３４号 第２期内子町総合計画基本構想の策定に

ついて」を議題とします。本案は、議長を除く１４人の委員で構成する「第２期内子町総合計画

基本構想審査特別委員会」を設置し、付託していたものです。審査結果について、委員長の報告

を求めます。 

山本委員長、登壇願います。 

○第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山本委員長。 

〔山本 徹 第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員長登壇〕 

○第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員長（山本徹君） ご報告申し上げます。去る３月

５日の本会議において、当特別委員会に付託されました「議案第３４号 第２期内子町総合計画

基本構想の策定について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付

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３４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。内子町総合計画は、まちづくりの指針となるもので、町の最高規範とし

て位置づけるものであり、基本構想、基本計画、実施計画の３つで構成されます。基本構想の期

間は、平成２７年度から３６年度までの１０年間とし、５年ごとの基本計画を定めることとして

います。内子町の将来像として、前期計画と同じく「町並み、村並み、山並みが美しい持続的に

発展するまち」とし、キャッチフレーズも「キラリ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」として、まちづくりを継続するものとしています。内子町を取り巻く環

境、内子町のまちづくりの課題を踏まえ、まちづくり戦略を２つ掲げています。戦略１として、

「稼ぐ力のある内子町をめざす」、戦略２として、「住み続けられる内子町をめざす」というもの

です。それぞれ、戦略を進める取組みの例を掲げており、このことを踏まえ今後、基本計画とし

てプロジェクト１０が行政施策として進められることになります。総合計画における基本構想、

基本計画等をコンパクトにまとめた資料の提出があり、分かりやすい説明を受けました。委員会

においては、多くの質疑がなされました。少子高齢化や六次産業化の問題点、内子町がめざすコ

ンパクトなまちづくり、着地型観光・観光情報発信の方策、第１期計画の検証作業や農協、森林

組合、商工会など各種団体との連携、町民への周知方法、住み続けられるための福祉や農業政策

等、活発な議論に対し、すべてにおいて町長から答弁がなされました。採決を行った結果、「議案

第３４号 第２期内子町総合計画基本構想の策定について」は、全会一致で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） 本案については、質疑、討論を省略し、ただちに採決を行います。 

 山本委員長、席にお戻りください。 

 森永議員が退席されました。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第３４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。 
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よって、「議案第３４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

○議長（下野安彦君） これにより、「第２期内子町総合計画基本構想審査特別委員会」に付託し

た事件は終了し、本特別委員会は廃止となりました。 

 

  日程第３１ 議案第３５号 内子町新町建設計画の一部変更について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３１ 議案第３５号 内子町新町建設計画の一部変更について」

を議題とします。審査結果について委員長の報告を求めます。 

中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３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３５号 内子町新町建設計画の一部改正

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３５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。今回の一部変更は、東日本大震災に伴い合併特例債の発行期限が５年間延

長なされましたので、合併効果を高めるために合併特例債を利用出来る期間を最大限確保するた

め５年間、平成３１年度まで計画を変更する。委員の質疑においては、「行政評価制度の導入で、

新町建設計画に対して町民の評価を受けるシステムを構築して、町づくり運営を行っていくべき

だと思っているが、具体的に内子町新町建設計画についてどの様に評価をおこなってきたのか。」

との質問に対し、「地域審議会に諮り、事業の評価をおこなってきました。」との答弁でありまし

た。それに対し、「地域審議会の中で行われてきた内容は、広報等で公表はされているのか。」と

の質問に対し、「広報等での掲載はしておりません。」との答弁でありました。「スポーツ活動の推

進を新たに取り入れられているが、新たな取り組みとして受け取ったので良いのか。」との質問に

対し、「老朽化していくスポーツ施設、生涯学習施設を計画に載せる必要があり、合併特例債を利

用するためには計画に載せる必要もある。国体のライフル射撃の開催もあるので、障がい福祉と

合わせてスポーツ推進も図っていくべきと考えている。」などの質疑が出されました。採決の結果、

賛成多数により、「議案第３５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） 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。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

 「議案第３５号 内子町新町建設計画の一部変更について」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。 
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 「議案第３５号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第３５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３５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第３２ 議案第３６号 平成２６年度 内子町一般会計補正予算（第６号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３２ 議案第３６号 平成２６年度 内子町一般会計補正予算

（第６号）について」を議題とします。本案について、委員長の報告を求めます。 

最初に、中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３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３６号 平成２６年度内子町一般会計補

正予算（第６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３６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３６号、平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６号）につきまして

は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６，６３３万９，０００円を追加し、１０５億３，６３３万

４，０００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３，９０３万７，０００円を追加するとともに、

総務使用料として町営バス運賃収入、１６０万円が見込まれています。次に、主な歳出予算は、

２款総務費においては、退職者に伴う、退職手当の補正として２，９８０万円の追加補正をおこ

なっています。また、農林業センサス調査員の増員として、２２万２，０００円の追加がされて

います。８款土木費においては、内子運動公園内送配水管の老朽化に伴う布設工事として、１，

５５１万６，０００円を工事請負費として補正されています。これに対し、「内子運動公園の総合

的な整備の進捗状況はどの様になっているのか。」との質問に対し、「補正予算において、老朽化

しているテニスコートの設計などの予算を要求する準備を進めている。」との答弁でありました。

１０款教育費においては、教員用のパソコン購入として、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰのサポートが終了

したため、予算の組み替えで、１６０万８，００００円を計上しています。社会教育費では、茂

山狂言ワークショップ追加等のため、委託料２１万８，０００円が追加補正されています。１３

款諸支出金においては、基金積立金として、減債基金積立金１，２０２万４，０００円、一般廃

棄物処理施設維持管理基金積立金３億６，８５４万９，０００円、災害対策基金積立金１億円の

追加補正をおこないます。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３６号」については、適正な補正がなされており、原案のとおり
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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おこないます。 質

疑はありませんか。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林議員。 

○１１番（林博君） 補正予算第６号の委員長報告の中に、内子運動公園の整備の進捗状況の質

疑等もあったように報告を受けたんですが、その中にテニスコートの整備をこれから始めるとい

う報告があったんですが、この議案の繰越の関係で内子運動公園の繰越として１，７８４万３，

０００円の繰越をするという提案があるんですが、今のテニスコートの関係の繰越という理解を

したんでいいんでしょうか。十分委員会として審議をされとろうと思うんですが、この点教えて

いただいたらと思うんですが。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 今のテニスコートについての予算要求のことですけれど

も、これは老朽化しているテニスコートの設計等の予算要求をする準備を進めているという町か

らの答弁でございまして、細かい数字の審議は委員会ではおこなっておりません。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

 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３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３６号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６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３６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３６号、平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６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。 

 まず歳入については、山のみち、道交、社会資本整備事業など交付金事業、及び災害復旧事業

等の繰越明許に伴い、国、県補助金の減額補正、また辺地債、過疎債など事業に係る起債の減額

補正がされており、同様に、歳出予算についても繰越事業にかかる工事請負費等について減額補

正がなされています。他、主な歳出予算は、２６年度事業費の確定等による予算額調整による減

額補正が中心で、すべての費目において減額がおこなわれています。３款民生費においては、臨

時福祉給付金８５５万円の減額、保育所、児童館の臨時雇賃金１，０９０万５，０００円の減額

がされています。「保育所を民営化することによる国、県補助金はどうなるのか。」との質疑に対

し、「町直営の分については、補助金はゼロである。交付税で１，１００万円程度が参入されてい

る。私立の保育園にしたことにより１億４，０００万円程度の補助金がある。」との答弁でありま
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した。４款衛生費においては、合併処理浄化槽設置補助金、住宅の水廻り改修など工事に対する

補助金等合わせて、１，２１５万２，０００円の減額補正であります。合併浄化槽の設置数は２

５年度３４基、２６年度３７基で横ばいの状態である。との説明がありました。６款農林水産業

費においては、刀根柿の脱渋施設の単年から２カ年事業と変更となったこと、ハウスなど農業施

設等の補助金、青年就農給付金の減少など、農業振興に関する補助金１，１８４万６，０００円

を減額しています。また、林業費においても町産材利用木造住宅建設補助金を当初１０棟、７０

０万円としていたが、実績は５棟、２８９万６，０００円となっており、３３０万円の減額をし

ています。７款商工費では、小田の新深山荘建設場所の変更により、登記調査委託費２００万円

全額を減額補正しています。委員からの、建設場所変更についての質疑に対し、「当初予定してい

た場所は、諸事情から適当でなく、手前の、現在森林管理署の場所に変更をする。土地を購入し、

測量、登記を行い、新深山荘を建築していく。」というものであります。また、観光における質疑

において、「凧博物館の入館料の減少、事業費も減少しているが、計画していたイベントはどうなっ

たのか。運営委員会の開催もしていない理由はなぜか。」との質疑に対し、「凧に関する教室を予

定していたが、西条市でおこなわれたことにより内子ではできなかった。運営委員会については、

年１回開催していたが、２６年度は行っていない。着地型観光戦略を進めて行くこととしており

議論、検討していく。」との答弁がありました。また、凧博物館の活性化対策や事務局についても

質疑がなされ、「凧博物館の観光戦略をたて、使い方や、イベントを増やしていく。事務局につい

ては話し合い中である。」との答弁がありました。観光の面では、ＪＲ内子駅からの観光施設への

行き方、場所がわからない様子のアジアからの観光客がおられた。サインは設置してあるが、理

解できにくいところもある。まず、ビジターセンターへの誘導、誘客について至急検討していた

だきたい。との意見もありました。８款土木費については、木造住宅耐震工事関係の補助金１，

１５９万円が減額、公営住宅中組団地の解体や敷地造成工事の入札減少金等として１，７５２万

円の減額がされています。１３款諸支出金として、廃止する快適環境整備基金４億６，８５４万

９，０００円のうち３億６，８５４万９，０００円を一般廃棄物処理施設維持管理基金に積立て、

ごみ焼却炉等の改修、維持費等に備えるものであります。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３６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、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 

〔「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３６号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 170 - 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第３６号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６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３３ 議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３３ 議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第

７号）について」を議題とします。本案について委員長の報告を求めます。 

 最初に、中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３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３７号 平成２６年度内子町一般会計補

正予算（第７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３７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３７号、平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）につきまし

ては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８，２４８万２，０００円を追加し、１０６億１，８８１

万６，０００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、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金８，２４８万

２，０００円を追加が見込まれています。 

次に、主な歳出予算は、２款総務費においては、地方創生先行型交付金事業に伴う、地方版総

合戦略の策定に１００万円の追加補正をおこなっています。１０款教育費においては、次年度か

ら小田地区で行われる、放課後子ども教室用備品として、テレビ、ブルーレイ、滑り台等の５２

万８，０００円が備品購入費として補正がされています。以上、各課長からの補正予算の説明を

受け、採決を行った結果、「議案第３７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おこないます。 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。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

 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３月５日の本会議にお
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いて、当委員会に付託されました「議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７

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３７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３７号、平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）は、

地域活性化・地域住民生活等緊急交付金を歳入財源とする補正予算であり、補正予算額８，４０

８万６，０００円全額を繰越事業とするものであります。当委員会が所管する主なものは、民生

費、農林水産業費、商工費であります。３款民生費においては、地域消費喚起・生活支援型で、

少子化対策の一環として、１８歳未満の児童から第１子、第２子と数え、中学生以下の第３子に

対して、町内で利用できる１万円の商品券を購入し、３８０人に交付する予算３８０万円、事務

費、手数料として１１５万５，０００円を加え、多子世帯への商品券給付事業として合計４９５

万５，０００円を計上しています。配付時期は２７年１０月頃、商品券使用期間を１０月から１

２月頃と予定しています。また地方創生先行型で、内子児童館授乳室等の整備事業として、屋内、

屋外のトイレを、和式から洋式トイレへ改修。合わせてオムツ替え、授乳スペースの整備を行う

ために５１８万４，０００円を予算化しています。６款農林水産業費では、地方創生先行型とし

て、東京圏域において、内子町産品のテストを行い、消費者に支持される町産品の開発と販売促

進を進める予算として、４９６万８，０００円。からり直売所の商品受入管理システム、販売管

理システム改修費として５４０万円、ＰＯＳ端末５基、ＰＯＳサーバー１基の購入費用と、搬送

手段がない高齢農家等の農産物を巡回集荷するための車両の購入、併せて、車載用ターミナル等

の備品購入費として合計９７２万円が計上されています。林業振興においては、林業六次産業化

を目指し、起業家となり得る支援策を構築し、内子町版地域商社設立に向けた計画及び戦略等を

策定するための予算として、８７０万９，０００円が計上されています。７款商工費では、地域

消費喚起・生活支援型として、１セット１万２，０００円のプレミアム商品券を１万円で購入す

るための予算で、ひとつは県との共同で１万１，７００セットを発行するための補助金１，１７

０万円、町単独のプレミアム商品券として発行する１万２，０００セット、経費３３３万円を加

えて２，７３３万円。県との共同分と合わせて補助金３，９０３万円の予算となります。地方創

生先行型で、スマートフォンのご当地アプリの製作費用として、委託料１８９万円、ＪＲ内子駅

横の旅里庵での、貸し出し用自転車２０台の購入費用８１万６，０００円、内子座、上芳我邸な

ど１０カ所の観光施設、内子本町商店街５カ所、合わせて１５カ所に公衆無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆ

ｉ設置工事費として１８８万６，０００を予算化しています。以上、各課長からの補正予算の説

明を受け、採決をおこなった結果、「議案第３７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おこないます。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、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 「議案第３７号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

よって、「議案第３７号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７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３４ 議案第３８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４

号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３４ 議案第３８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４号）について」を議題とします。本案について、委員長の報告を求めます。 

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３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３８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４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

３８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３８号は、歳入歳出それぞれ２，３４１万３，０００円を減額し、歳入歳出予算２５億

５，６９１万８，０００円とするものです。 

歳入については、保険税１，８１９万６，０００円を減額していますが、この要因は、被保険

者数の減、及び保険税軽減判定基準を拡充したことにより５割軽減者が増えたことによるものと

の説明がありました。また、高額医療費等に対する交付金を２，４００万円減額し、保険税軽減

等に対する事業繰入金として９２５万７，０００円を一般会計から繰り入れをおこなっています。 

歳出については、保険給付費は、医療費を当初多めに予算化していたことから、補正で４，１

７０万円減額しています。歳入歳出額の調整により、予備費を３，１０２万９，０００円増額し、

１億３，１４１万３，０００円としておりますが、緊急的な支出がなければ未執行で残ることに

なると思われます。特に質疑はなく、採決を行った結果、「議案第３８号」については、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おこないます。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、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 
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〔「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３８号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

よって、「議案第３８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４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３５ 議案第３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３５ 議案第３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第２号）について」を議題とします。本案について、委員長の報告を求

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３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３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特

別会計補正予算（第２号）について」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３９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３９号」は、歳入歳出それぞれ２７４万５，０００円を減額し、歳入歳出予算２億２，

２１３万９，０００円とするものです。後期高齢者医療広域連合に対し納付する、保険基盤安定

繰出しが２１１万６，０００円減少し、事務費も６２万９，０００円減少したことから、一般会

計からの繰入金も２７４万５，０００円減額するというものです。特に質疑はなく、採決を行っ

た結果、「議案第３９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おこないます。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、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 

〔「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３９号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の
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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３９号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第３６ 議案第４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３６ 議案第４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）について」を議題とします。本案について、委員長の報告を求めます。 

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３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４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）について」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４０

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。 

「議案第４０号」は、歳入歳出総額に変更はなく、歳入歳出予算２４億７，３３５万６，００

０円とするものです。補正内容は、介護サービス給付費、介護予防サービス給付費、高額介護サー

ビス費等の、実績見込みによる額の調整を行ったものであります。特に質疑はなく、採決を行っ

た結果、「議案第４０号」については、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おこないます。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、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 

〔「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４０号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、「議案第４０号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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日程第３７ 議案第４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第３７ 議案第４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事

業特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。本案について、委員長の報告を求め

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３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４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別

会計補正予算（第１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４１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いたします。 

「議案第４１号」は、歳入歳出それぞれ７５万円を追加し、歳入歳出予算１，８９２万円とす

るものです。補正内容は、介護予防サービス事業に係る、介護支援専門員によるサービス計画費

収入を７１万８，０００円増額し、一般会計からの繰入金３万２，０００円を合わせた７５万円

をケアマネジメント費として、委託事業者に支払うものであります。特に質疑はなく、採決を行っ

た結果、「議案第４１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おこないます。 

〔「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。 

池田委員長、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 

〔「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４１号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第４１号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

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） 暫時休憩します。１０分間休憩します。午後３時５０分より再開します。 
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午後 ３時４０分 休憩 

 

午後 ３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。 

 

  日程第３８ 議案第４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（下野安彦君） 「日程第３８ 議案第４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補

正予算（第１号）について」を議題とします。本案について、委員長の報告を求めます。 

 中田総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田総務文教常任委員長。 

〔中田厚寬総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る３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４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特

別会計補正予算（第１号）について」の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、配布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４２号」

は原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに

質疑等についてご報告をいたします。歳入歳出予算それぞれ４４１万２，０００円を減額し、１，

３５０万６，０００円とするものです。要因は、入寮生の減少によるものです。特に質疑はなく、

採決の結果、賛成多数により「議案第４２号」は原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

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おこないます。 

〔「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。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

これより討論をおこないます。 

〔「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４２号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、「議案第４２号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」

は、委員長報告のとおり可決されました。 
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日程第３９ 議案第４３号 平成２６年度内子町簡易水道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３９ 議案第４３号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会

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３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４３号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正

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４３

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４３号」は、歳入歳出それぞれ２１９万３，０００円を減額し、歳入歳出予算３億３，

６４２万９，０００円とするものです。繰越明許については、満穂地区上水道区域拡張事業で、

前払金を除く５，４１４万４，０００円繰り越すものであります。補正内容については、４施設

の水道使用料収入を１１１万４，０００円減額するとともに、施設維持に係る費用も減額してい

ます。また、簡易水道統合マッピングシステム導入委託に係る入札減少金１０７万９，０００円

を一般会計繰入金から減額しています。委員からの質疑はなく、採決を行った結果、議案第４３

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おこないます。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、席にお戻りください。 

これより討論をおこないます。 

〔「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４３号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第４３号 平成２６年度 内子町簡易水道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４０ 議案第４４号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について 
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○議長（下野安彦君） 「日程第４０ 議案第４４号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別

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３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４４号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計補

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４

４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

についてご報告いたします。 

「議案第４４号」は、歳入歳出それぞれ２９０万円を減額し、歳入歳出予算３億４，９６２万

７，０００円とするものです。補正内容については、下水道使用料収入を２００万円減額し、企

業会計移行業務委託、公共汚水枡設置工事の入札減少金により、一般会計からの繰入金１２０万

円を減額しています。委員からの質疑はなく、採決を行った結果、「議案第４３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おこないます。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、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 

〔「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４４号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第４４号 平成２６年度内子町公共下水道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４１ 議案第４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第４１ 議案第４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予

算（第３号）について」を議題とします。本案について、委員長の報告を求めます。 

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。 
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〔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３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４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（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４５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。 

「議案第４５号」は、収益的収入において、水道料金２００万円の減額となっていますが、営

業外収益の増を加え、５８万２，０００円増額補正し、事業収入２億６，２９４万６，０００円

としています。また収益的支出については、施設管理費用や事務費等の減額により７５５万９，

０００円を減額補正し、２億３，７９６万１，０００円とし、当年度純利益を税抜きで２，５６

８万円と見込んでいます。資本的収入において、消火栓設置負担金や加入金等１８０万８，００

０円を増額し、総額４，２５０万５，０００円とし、支出においては、給配水設備工事の入札減

少分３２８万３，０００円を減額補正し、総額１億９，３７９万５，０００円としています。収

支差額１億５，１２９万円については、過年度分損益勘定留保金、減債積立金等によって補てん

するというものです。「現金預金」に計上している６億５，０００万円の定期預金のうち、３億円

については、長期定期預金のため、固定資産の投資その他の資産、定期預金に振りかえるという

説明がありました。採決を行った結果、「議案第４５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おこないます。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、席にお戻りください。 

 これより討論をおこないます。 

〔「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４５号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

よって、「議案第４５号 平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について」は、

委員長報告のとおり可決されました。 

 

○議長（下野安彦君） 暫時ここで休憩します。 

 

午後 ４時０３分 休憩 

 

午後 ４時０５分 再開 
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〔特別委員長報告資料配付〕 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第４２ 議案第４６号 平成２７年度内子町一般会計予算について 

  日程第４３ 議案第４７号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第４４ 議案第４８号 平成２７内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

  日程第４５ 議案第４９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

  日程第４６ 議案第５０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい 

               て 

  日程第４７ 議案第５１号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

  日程第４８ 議案第５２号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算について 

  日程第４９ 議案第５３号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

  日程第５０ 議案第５４号 平成２７年度内子町水道事業会計予算について 

○議長（下野安彦君） 「日程第４２ 議案第４６号 平成２７年度内子町一般会計予算につい

て」から「日程第５０ 議案第５４号 平成２７年度内子町水道事業会計予算について」までの

平成２７年度当初予算９議案を一括議題とします。予算決算特別委員長から、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、ご報告を申し上げます。去る３月５日の本会

議において、予算決算特別委員会に付託されました、平成２７年度当初予算９件について、３月

１２日、１３日、１６日の３日間、委員１５名、全委員出席のもと、延べ２１時間に及ぶ審議時

間をかけ、各課長等からの説明を受け、質疑を行い討論をし、慎重な審査をおこないました。審

査の結果をご報告申し上げます。審査の結果につきましては、配付致しております審査報告書の

とおり、全９議案、原案のとおり可決すべきものでございます。議案ごとに説明を受けた内容並

びに質疑等についてご報告を致します。 

議案第４６号、平成２７年度内子町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算を９３億８，

０００万円とするもので、前年度比４億９，０００万円、５．０％の減であります。 

まず歳入についてでございますが、町税は法人税の増加はあるものの、固定資産税の評価替え

に伴い、土地の下落が大きく、景気低迷を勘案し前年度当初比１．３％減の１３億５，７０９万

２，０００円と見込んでいます。さらに自動車取得税交付金においては、税率の変更に伴い前年

度より１，３００万円の大幅な減少の１，５００万となっています。地方交付税は、合併１０年

が経過したことにより、算定方法が変更になることから、当初予算においては前年度から１億円

減の４７億円としています。財源不足を補うため、財政調整基金から１億５，９００万円。学校

耐震化や改修等のため、公共施設整備基金から１億８４万５，０００円、済生会小田病院での愛

媛大学医学部における寄付講座の財源として、地域福祉基金から２，２００万円の繰り入れをし、
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事業に対応していくというものです。地方債については、過疎対策事業債として消防積載車購入

に８００万円、合併特例事業債として本庁舎耐震補強事業に９，６００万円、立川小学校体育館

耐震補強工事に６，３７０万円。大瀬中学体育館耐震補強工事に１億７，３００万円。さらに財

源不足を賄うために、臨時財政対策債を３億５，０００万円。合計６億９，０７０万円を借り入

れることとし、財源の確保をはかっております。このことにより、地方債の２７年度末現在高見

込み額は、８５億５，０９７万３，０００円となり、合併時の平成１６年度末現在高１６６億３，

９２４万３，０００円から、半減することとなります。 

 続いて、歳出について報告します。主な歳出予算は、１款、議会費では、２７年度は統一地方

選挙の年であり、町村議会においても退職議員が多く、議員退職一時金、議員年金の支払いが増

えることから、議員共済負担金の率が５２．８％から６３．７％に引き上げられ、前年比３８３

万７，０００円増加し、２，３１５万７，０００円を計上しています。２款、総務費においては、

本庁舎の耐震補強改修工事費１億６９９万６，０００円。マイナンバー制度に対するシステム改

修委託料に２，９７５万４，０００円を計上しています。老朽化し危険な状況にあるボブソン倉

庫の解体工事として、１，１５９万９，０００円を予算化し、跡地については五十崎幼稚園の送

迎等の駐車場とし利用するということであります。２６年度からの地域おこし協力隊事業として

６名分、２，３２１万３，０００円を予算化して、昨年度からの重松・御祓地区、参川地区、ま

ちの駅Ｎａｎｚｅ、せせらぎ等での活動に加え、２７年度からビジターセンターでの着地型観光

の推進、地域活性化に取り組むとの説明がありました。 

委員から、「２６年度からのＪＲ内子高架改修に伴う内子町の負担の状況はどうなっているか。」

の質問に対し、「２６年度は６分の１、５８３万３，０００円であったが、２７年度からＪＲ沿線

の全市町で負担していくこととなった。そのことにより、当初予定されていた平成３３年度まで

の負担金１億１，５００万円が５，０９６万３，０００円となり、約半分に軽減された。」との説

明がありました。２００８年度税制改正で導入されたふるさと納税については、「累計で約１，８

００万円、２６年度は２月末で４０件、３９２万４，０００円の寄附をいただいたとの報告を受

けるとともに、６月を目途にヤフーのクレジット決済を導入しＰＲに努めて行く。」との答弁があ

りました。徴税費においては、固定資産税の土地評価替による下落状況、オートバイ等２輪車の

増税延期、農耕用小型特殊自動車の課税についての質疑がなされました。３款、民生費では、「平

成１５年４月から行っている、大瀬、立川、満穂郵便局での住民票等の証明書発行について、満

穂郵便局については、年間８件程度の利用であり、また発行システム機器更新に８０万円程度必

要なことから、２７年１２月末でサービスを終了する。地元自治会にも説明し、やむ得ないとの

意見もいただいている。」との説明がありました。それに対し、「高齢者の利便性、人権にかかわ

るもので、機器の更新料が高いと受取るべきではない。住み続けられる内子にするために対応す

るべきである。再検討いただきたい。」との意見がありました。消費者行政については、前年度比

３０７万４，０００円の増額となっています。「２７年度から１名増員し、悪徳商法によるクーリ

ングオフや未然防止の対応をおこなっていく。街頭販売等あぶない場合も想定されることから、

消費生活相談員として警察ＯＢを採用し対応していく。」との説明がありました。次に、子ども医

療対策費として、２７年度から新たにおこなう中学生の入院に対する助成経費として、１１１万

６，０００円を見込み、小学生まで医療費を含め、昨年度より３０５万２，０００円多い、４，
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８０８万７，０００円を予算化しています。なお、２６年度の子ども医療費の助成費見込み額は、

４，２４７万４，０００円の支出見込みであるとの報告がありました。保育所費は、町立のこば

と保育園、大瀬保育所、並びに石畳へき地保育所の経費として５，６０４万８，０００円。内子

町社会福祉協議会が運営する内子保育園、くるみ保育園、五城保育園の運営経費負担金として１

億９，５７８万７，０００円。また延長保育、一時保育事業の委託業務費１，７１５万６，００

０円が計上されています。また内子保育園、障がい児保育職員委託料として、６６０万６，００

０円が計上されております。繰出金として、国民健康保険に１億７，８３５万。介護保険並びに、

介護保険サービスに３億７，２１３万８，０００円。後期高齢者医療保険事業に８，９１７万５，

０００円。各特別会計へあわせて６億３，３６６万３，０００円。愛媛県後期高齢者連合会への

負担金２億８，４８６万９，０００円を含め、昨年度より３，３３９万２，０００円多い９億１，

８５３万２，０００円が歳出予算として組まれております。今後もこれらの予算については一般

会計の繰出し金が増加する傾向にあると思われます。その中で、保育士の確保や臨時保育士の雇

用状況について質疑かなされ、「町立保育園は２７年度に正職員２名、臨時職員６名を採用する。

正職員と臨時職の比率は、こばと保育園で半々、大瀬保育園で４対３の状況であるとし、今後、

子どもの減少が予想され、正規職員の採用は慎重におこないたい。」との答弁がありました。「防

犯灯の設置について、景観地区外においても蛍光灯からＬＥＤ化へ積極的に変更していくべきで

はないか。」との質問に対し、「ＬＥＤ化の補助金は、景観地区のみで事業費の２分の１、４万４，

０００円を限度としており、地元も６万円程度負担をしている。ＬＥＤへの付け替え等について

は、３万円程度でできるので地元でお願いしたい。新規の防犯灯設置については、ＬＥＤ化でお

こなっている。」との答弁でありました。４款、衛生費については、新規事業として、妊婦歯科検

診事業に取組むこととしています。歯周病は、低体重児の割合が高くなるなど、妊婦への影響も

あることから、予防対策のきっかけとして実施するというもので、１回のみ負担金なしとし、受

診券を交付するというものです。同じく新規事業として、４０、５０、６０、７０歳の節目に歯

周病疾患検診事業を始めるもので、誤嚥性肺炎や認知症予防につなげていきたいとの説明があり

ました。また、地域医療対策として、済生会小田診療所での愛媛大学医学部による地域生活習慣

病・内分泌学講座の費用として２，２００万円。これについては、平成２７年度から新たに５年

間延長するもので、２７年度から３１年度まで５年間、１億１，０００万円の債務負担行為がさ

れております。２６年度から内子町単独となりましたが、ごみ処理に関する費用として前年度よ

り５，６４５万４，０００円多い、２億８，２９７万１，０００円を計上しています。２号炉の

改修工事は事務組合で行いましたが、今回１号炉についても改修工事を５，９２９万２，０００

円で行うもので、全額を一般廃棄物処理施設維持管理基金からの繰入金を財源としています。 

委員からは、ダイオキシン検査の問題、公害対策での河川水質検査、再生可能エネルギーなど

多くの質疑がなされました。「簡易水道、上水道事業会計への繰出金として、合わせて２億３，１

２８万９，０００円が予算化されています。６款、農林水産業費においては、大阪や豊島区等で

の内子フェア開催事業費等５１８万１，０００円、また、ビニールハウスやぶどう雨除け施設、

キウイフルーツ棚など、農業施設を整備する補助金は、３００万円増額し７００万円とします。

さらに補助率を３０％から５０％に引き上げるとともに、補助限度額を３０万円から７５万円に

増額し補助の拡充を図っています。これは、町単独事業です。林業費にかかる町単独の新規事業
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として、集約化施業推進補助金を設け９００万円を予算化しています。森林経営計画プラン作成

の経費の一部を補助するというものです。現在、経営計画に基づく間伐を行う際、林家から手数

料等を徴収されていますが、結果的にはそういった費用を町が森林組合に補助するというもので、

林家の負担軽減につながるものである。」との説明がありました。同じく新規事業として、町産品

販路開拓支援助成金制度を設け、町産品の国内外への販路開拓に要する経費の一部を助成し、販

売促進の向上に努めるものです。助成対象経費の２分の１以内で、２０万円を限度とし、企業、

団体、グループに対し助成する費用として、１００万円を予算化しています。他、きこり市場の

検証と今後の取組み、内子フェア等の検証結果やＪＡとの連携、有害鳥獣対策、からり生産者協

議会の施設に関する意見等、多くの質疑がなされました。７款、商工費で、新深山荘建設のため

の敷地登記調査委託費２００万円について、「当初予定地の利用方法と変更後の建設予定地にある

森林管理署の建物の解体費用はどうするのか。手前の隣接するＪＡが借りている土地については

どう考えているのか。」などの質疑に対し、「当初計画の土地は借地とし、駐車場として使用する。

森林管理署建物の解体は町で行い、土地代から差し引く。残っているＪＡの建物は景観上、撤去

してもらうよう要請する。」との答弁に対し、「ＪＡが借りている土地についても、森林管理署と

話し合いをし、今のうちに問題解決しておくべきではないか。」という意見に対し、「再度検討す

る。」との答弁がありました。また、「深山荘までの道路状況、県道改修など全体構想はないのか。

スキー場を含め全体計画をきちんとして進めてほしい。」など多くの意見が出されました。建設の

年度計画については、２７年度に用地の登記等の調査、価格交渉、２８年度に売買を済ませ、建

築設計をし、２９年度に着工するという計画が示されました。次に着地型観光戦略については、

観光協会のホームページを町の公式ホームページとの画面上の一体化を図るため、観光ウェブプ

ロモーション事業に１９０万円。昨年度に続く酒蔵ツーリズム事業として４０万円を予算化し、

山や自然と組み合わせて年４回実施するというものです。新たに県と南予の市町で２７年度から

取り組む、えひめ南予博のイベント負担金として８３７万円が計上されています。委員の質疑に

おいては、食の開発事業の効果と検証、小田深山観光とビジターセンターとの連携、ＪＲ内子駅

からビジターセンターへの誘導の方法、観光客に対する旅里庵の対応、凧博物館での企画展、観

光協会の法人化等について、多くの意見が出されました。続きまして、８款、土木費では、橋梁

の長寿命化修繕計画策定委託費４，１００万円を計上し、橋梁５５橋を近視で点検するもので、

県に委託します。住宅費の中で、中組団地新築工事費に１億３，０９１万８，０００円を計上し、

３棟６戸を整備する。７５㎡の３ＤＫ、５５㎡の２ＤＫタイプとなるということです。９款、消

防費は、大洲地区広域消防事務組合への負担金は、前年度比３，４０７万８，０００円増え、３

億８，４００万４，０００円となっています。１０款・教育費では、立川小学校体育館耐震補強

改修工事費７，５８１万６，０００円、大瀬中学校体育館耐震補強改修工事費２億９８４万４，

０００円、大瀬中学校屋根修繕工事費１，３４１万４，０００円、大瀬小学校仮設校舎リース料

２，４９９万２，０００円が予算化されており、耐震化工事の大詰めを迎えています。大瀬小学

校校舎改築工事等については、補助確定後、６月定例に補正で提案したいとの説明がありました。

２７年度からすべての学校で、給食センターから配送される給食となります。内子学校給食セン

ターでは、五十崎地区も含めた１０ケ所へ、１日に１，４５０食。小田学校給食センターでは、

小田地区と大瀬小・中学校へ１日、２８０食を配送することとなります。また、合併１０周年に
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合わせて作られている新内子町誌ですが、２６年度の「文化編」に続き、２７年度は「民族編」

を発行する費用として３８０万２，０００円を。姉妹都市である沖縄県宜野座村との文化交流を

進めて行く訪問事業費として、２５４万７，０００円を計上しています。内子座１００周年記念

事業として１１月に茂山狂言公演、２８年２月に淡路人形浄瑠璃公演、３月に南原清隆氏らによ

る現代狂言を行う予定です。また内子座フェスタとして７月に森山未來ダンス公演、９月に新居

浜市出身の劇作家、鴻上尚史氏主宰の「虚構の劇団」による公演が予定されています。それぞれ

１００万円の補助金が予算化されています。平成２９年度開催のえひめ国体における施設整備費

として、特設ライフル５０ｍ射撃場建設工事費１億１，８１５万２，０００円、１０ｍ射撃場リー

ス料２，９４４万８，０００円を計上し、建設が始まることとなります。小田高校のプールにつ

いては、昭和４３年に町が建設し貸与していますが、現在使用しておらず、敷地が県と町有地に

またがっていることから、７０２万円を予算化しプールを解体し、その県有地に県が高校体育館

を建築することとなっています。その他、委員からの質疑においては、「内子町駅伝大会の閉会式

をゴールである小田自治センターに残っておこなうようにならないのか。」との質問に対し、「今

回の反省事項を踏まえて検討する。」との答弁でありました。スバルでの放課後こども教室の運営

内容や、「スバル外のタイルが波打って危険な状態にあり、ケヤキの根の処理だけでいいのか。今

後の処理について検討するように。」さらに「今後、学校施設等での植栽については、重ねての失

敗を重ねてしないように。樹木の選定には十分注意を願いたい。」との意見がありました。また、

民具等を保存している歴史民俗資料館や学校廃校校舎の活用策、文楽等の町民への効果等を質疑

したところであります。 

次に、特別会計８件についてですが、議案第４７号、平成２７年度内子町国民健康保険事業特

別会計予算につきましては、歳入歳出予算を２７億４，７８４万６，０００円とするもので、前

年度比２億７，２２９万６，０００円、１１．０％の増とするものであります。この要因は、保

険財政共同安定化事業拠出金が５億７，２４７万８，０００円となり、前年度比３億１，３６５

万８，０００円の増となったためです。しかし、その財源として、国県負担による保険財政共同

安定化事業交付金が５億５，０００万円交付され、前年度比２億９，８００万円の増となってい

ます。保険財政共同安定化事業は、レセプト１件３０万円を超える医療費については、負担を共

有する事業として県国保連合会がおこなっています。２７年度からは、すべての医療費に関する

共同事業を国保連合会においておこなうため、各市町の拠出金が増加しますが、このことによっ

て保険財政における市町間の格差が縮小されることとなります。保険税については、４億５，３

６６万円とし、税率改正により４，３３７万円の増となっています。 

委員の討論においては、「国の方針で、国保運営を広域化させるというものであるので、町とし

て逆らうことはできないが、この方向は医療機関の数によって、松山市に集約されることとなる。

共同事業により広域化が完成された予算に対しては反対をする。」との意見がありました。 

議案第４８号、平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につきましては、歳

入歳出予算を２億１，９２９万５，０００円とするもので、前年度比３２３万１，０００円、１．

５％の減であります。予算については、特に質疑はありませんでした。 

議案第４９号、平成２７年度内子町介護保険事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算

を２４億９，６００万円とするもので、前年度比１億４，６００万円、６．２％の増であります。
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大きな要因は、居宅介護、施設介護など介護サービス給付費が１億４，７６８万４，０００円増

えたことによるものです。質疑においては、「介護報酬は下がるが、介護給付費は下がらないのか。

小規模事業所の事業継続の問題はないか。」との質問に対し、「利用者は年５％程度ずつ増えてい

る。介護報酬が下がったことにより、給付費が下がる事にはならない。介護報酬の減は、特別養

護老人ホームなどは厳しいと聞いているが、地域密着型については聞いてはいない。」という答弁

でありました。 

討論においては、「低所得者層に対しては評価できるが、介護保険制度が大きく変更され、今後

介護保険を利用する人の負担が増えることとなる。介護保険制度改悪に一穴を開けていく流れと

なるものであり、この予算に対しても反対である。」との意見。「今後の人口構成をみても高齢者、

介護を必要とする方も増えている。そういった状況に合わせて法改正をしたもので、介護職員等

の待遇改善にも配慮しており、やむ得ない改正であるとし、それに基づいた予算にもなっており、

賛成する。」との意見がありました。 

議案第５０号、平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につきましては、歳入

歳出予算を２，０８５万１，０００円とするもので、前年度比２６８万１，０００円、１４．８％

の増であります。支援１、支援２の認定者に対するケアプラン等のケアマネジメント事業をおこ

なうもので、プラン策定数は初回分１４０件、継続分２，５００件を見込んで計上されています。 

議案第５１号、平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算につきましては、歳入歳出予算を１，

３５４万円とするもので、前年度比４３７万８，０００円、２４．４％の減であります。寄宿舎

生を２６年度の３５人から２７年度は２５人とし、新１年生を１１人、引き続き入寮する２年生

６人、３年生の８人を予定しているとの答弁がありました。 

議案第５２号、平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算

を６億４４万９，０００円とするもので、前年度比２億８，２５４万２，０００円、８８．９％

の増であります。この要因は，統合簡易水道事業として満穂地区の上水道拡張事業３億２，８８

２万円、石畳地区水道整備事業４，７００万円の事業を行う事によるものです。「簡易水道統合前

の平均水道料金の状況は。」との質問に対し、「料金は５年のうちに揃えていくが、現在、安いと

ころと高いところでは、２、３倍の差がある。今の上水道料金がまん中となる。」との答弁があり

ました。 

議案第５３号、平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予

算を２億８，７２８万２，０００円とするもので、前年度比６，５２４万５，０００円、１８．

５％の減であります。２６年度においておこなった長寿命化計画実施委託が終了したことによる

ものです。委員からの加入率についての質問には、「８２．４％の水洗化率であり、住環境整備促

進事業で水廻り、トイレ改修等の補助金を設け、加入を促進している。」との答弁がありました。 

議案第５４号、平成２７年度内子町水道事業会計予算につきましては、収益的収支で収入が２

億７，５８５万９，０００円、支出が２億４，３１４万１，０００円とするもので、当年度純利

益を税抜きで３，２２５万３，０００円としています。また、資本的収支で、収入が６，３０５

万３，０００円、支出が３億２，５２７万１，０００円とし、その不足する２億６，２２１万８，

０００円を過年度損益勘定留保資金、減債積立金等で補てんするとの説明がありました。２６年

度の１億円に続き、２億円の投資有価証券等を購入することにより、より有利な利息等の収入を
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得るものです。これにより、有価証券３億円、長期の定期預金３億円、計６億円が固定資産とな

り、流動資産である現金預金は２億６，６９０万７，０００円となります。水道工事は富中地区

配水管新設工事等を行います。以上、各課長からの議案説明、それらに対する質疑を行ったのち、

議案ごとに討論を求め、議案第４６号、平成２７年度内子町一般会計予算から、議案第５４号、

平成２７年度内子町水道事業会計予算までの９件について、それぞれ採決を行った結果、議案第

４７号、平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計予算、議案第４９号、平成２７年度内子

町介護保険事業特別会計予算の２件は賛成多数により、他の７議案については、全会一致で原案

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。 

なお、３日間にわたる予算審議を通じて、各課から予算書、わがまちの家計簿以外に、より詳

しい説明資料が提出されました。それぞれの課とも工夫をされ、提出いただいた、より分かりや

すい資料をもとに、予算や、それに基づく事業内容等の説明を受けました。各課長及び担当職員

の皆様のご配慮に感謝申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（下野安彦君） 本案は、質疑、討論を省略し、採決をおこないます。 

 山崎予算決算特別委員長、席にお戻りください。 

 採決については、議案ごとにおこないます。 

 「議案第４６号 平成２７年度内子町一般会計予算について」採決をおこないます。本案に対

する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

 よって、議案第４６号、平成２７年度内子町一般会計予算は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に「議案第４７号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について」採決をお

こないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数です。 

 よって、議案第４７号、内子町国民健康保険事業特別会計予算は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、「議案第４８号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につい

て」採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、議案第４８号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第４９号 平成２７年度 内子町介護保険事業特別会計予算について」採決

をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 
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〔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４９号、平成２７年度内子町介護保険事業特別会計予算は、委員長報告のとお

り可決されました。 

 続きまして、「議案第５０号 平成２７年度 内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい

て」採決をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、議案第５０号、平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算は、委員長報

告のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第５１号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」採決をおこ

ないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、議案第５１号、平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算は委員長報告のとおり可決

されました。 

 続きまして、「議案第５２号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算について」採決

をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、議案第５２号、平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算は、委員長報告のとお

り可決されました。 

 続きまして、「議案第５３号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算について」採決

をおこないます。本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、議案第５３号、平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算は委員長報告のとお

り可決されました。 

 最後に、「議案第５４号 平成２７年度内子町水道事業会計予算について」採決をおこないます。

本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員です。 

 よって、議案第５４号、平成２７年度内子町水道事業会計予算は、委員長報告のとおり可決さ
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れました。 

 

○議長（下野安彦君） 暫時休憩します。 

 

午後 ４時４３分 休憩 

 

午後 ４時４６分 再開 

 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

○議長（下野安彦君） ただ今、山上芳子議員から「議第３号 「手話言語法（仮称）」の早期

制定を求める意見書について」が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第１として、

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。 

 したがって、「議第３号 「「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見書について」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３号 「手話言語法（仮称）」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３号 「手話言語法（仮称）」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、山上芳子議員、登壇願います。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上芳子議員。 

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） それでは、議第３号、「手話言語法（仮称）」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、総務大臣、厚生労

働大臣、内閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４条第１項及び

第２項の規定により提出する。 

平成２７年３月２０日提出。 

提出者、内子町議会議員、山上芳子。 

賛成者、内子町議会議員、宮岡德男。賛成者、内子町議会議員、中田厚寬。賛成者、内子町議会

議員、寺岡保。賛成者、内子町議会議員、山崎正史。賛成者、内子町議会議員、林博。賛成者、

内子町議会議員、才野俊夫。賛成者、内子町議会議員、池田洋助。賛成者、内子町議会議員、山 

本徹。賛成者、内子町議会議員、泉浩壽。賛成者、内子町議会議員、大木雄。賛成者、内子町議

会議員、菊地幸雄。賛成者、内子町議会議員、森永和夫。賛成者、内子町議会議員、久保美博。

提出の理由。 
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自由に手話が使える社会環境の整備、さらには、手話を言語として普及・研究できる環境の整備

を実現するため、手話に関する施策も含めた個別法の整備を求め、政府に対し意見書を提出する

ものである。 

「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見書を読み上げさしていただきます。 

 手話とは、日本語を音声ではなく、手指や体の動き、表情を使う独自の語彙や文法体系であら

わす言語であり、「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など、聴覚や音声・言語機

能に障がいを有する者にとって、日常生活や社会生活を営む上で手話は情報の取得・利用とコミュ

ニケーションの手段として大切に守られてきたところである。 

 平成２３年８月に改正された「障害者基本法」第３条において、「全て障害者は、可能な限り、

言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会を確保される」と定め

られ、手話は言語に含まれることが明確に位置づけられており、また、同法第２２条には、国及

び地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化施策と義務付けているところである。 

 事実、近年、さまざまなシンポジウムや行政主催の各種行事等においても、手話通訳者の存在

が多く見受けられるようになっており、また、本県においても、３年後の全国障害者スポーツ大

会の本県開催に備え、手話の普及や手話通訳者の育成に配慮しているなど、ノーマライゼーショ

ン社会実現のため、手話の重要性は、極めて大きい。 

 しかしながら、現行の規定だけでは、音声言語中心の社会から、「聴覚障がい者等がいつでもど

こでも情報が得られる暮らしやすい社会」へと変革を推進するには、不十分であると言わざるを

得ない。 

 このため、手話が音声言語としての日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、

教育の場等あらゆる場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、自由に手話

が使える社会環境の整備、さらには、手話を言語として普及・研究できる環境の整備を実現する

ため、手話に関する施策も含めた個別法の整備が必要となっている。 

 よって、国においては、「手話言語法（仮称）」を早期に制定するよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２７年３月２０日。 

 愛媛県内子町議会。 

以上、よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 質疑・討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

 山上議員、席にお戻りください。 

 お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（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５１ 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５１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と
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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５２ 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５２ 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） ３月定例会が閉会されるにあたりまして、町長として一言、お礼のごあ

いさつを申し上げたいと思います。長時間に渡りまして、慎重にご審議をいただきまして、あり

がとうございました。町長として提案させていただきました全議案に対しまして、適切妥当なご

判断を賜りました。厚く御礼を申し上げたいと思います。審議をとおして議員の皆さん方から出

されましたご意見等々貴重なものがたくさんありました。執行の中で尊重し検討し、より効果の

あるものにして執行さしていただきたいというふうに思っておるところでございます。ご案内の

ように今、国の状況も１，０００兆円を越える大変なことになっております。そういう国家財政

を考えた時に、内子町のような小さな町が今後まちの経営をどうしていくのか。限られた財源の

中でどういうふうに町民の皆さん方の元気を作って行くのか。町並み、村並み、山並みが美しい、

持続的に発展するまちを、どういうふうにして町民の皆さん方と一緒に作り上げていくのか。こ

れからでございます。議員の皆様方の今まで同様の、さらなるお力添えが必要でございます。心



平成２７年 ３月第７５回内子町議会定例会 

- 191 - 

からご協力、ご支援を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。議員の皆さん

方のご健勝とご多幸、更なるご活躍を心からご祈念申し上げまして、お礼のあいさつと代えさせ

て頂きます。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３月第７５回内子町議会定例会を閉会します。 

午後 ４時５６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 

１ 
内子町議会委員会条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26. 3. 4 
原案可決 

議 

２ 
内子町議会会議規則の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26. 3. 4 
原案可決 

議 

３ 
「手話言語法（仮称）」に関する意見書について 

平成 

26. 3.20 

平成 

26. 3.20 
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 

報告 

１ 
専決処分の報告について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26. 3. 4 
受理 

報告 

２ 
内子町新型インフルエンザ等対策行動計画について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26. 3. 4 
受理 

議案 

１ 
内子町災害対策基金条例の制定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２ 
内子町快適環境整備基金条例の廃止について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

３ 

内子町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の

一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４ 
内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

５ 
内子町行政組織条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

６ 

内子町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

の制定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

７ 

内子町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特

例に関する条例の制定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

８ 

内子町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償条

例の制定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 
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議案 

９ 

内子町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の廃止について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１０ 

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. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１１ 

内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１２ 

内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な

事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

制定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１３ 

内子町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１４ 

内子町指定地域密着型介護予防サービス事業の人

員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１５ 
内子町介護保険条例の一部改正について  

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１６ 
内子町介護保険条例の一部改正について  

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１７ 
内子町へき地保育所条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１８ 
内子町子ども・子育て会議条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

１９ 
内子町保育の実施に関する条例の廃止について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２０ 
内子町児童館条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２１ 
内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２２ 
内子町保育所条例の制定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 
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議案 

２３ 

内子町県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正

について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２４ 
内子町下水道条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２５ 

内子町伝統的建造物群保存地区保存条例の制定につ

いて 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２６ 
内子町営小田プール条例の一部改正について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２７ 
内子町立幼稚園授業料徴収条例の制定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

２８ 

内子町農村体験宿泊施設の指定管理者の指定につい

て 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.5 
原案可決 

議案 

２９ 
内子町斎場の指定管理者の指定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.5 
原案可決 

議案 

３０ 

内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定につい

て 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.5 
原案可決 

議案 

３１ 
内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.5 
原案可決 

議案 

３２ 
内子町簡易水道等施設の指定管理者の指定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.5 
原案可決 

議案 

３３ 

内子町川登筏の里交流センターの指定管理者の指定

について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.5 
原案可決 

議案 

３４ 
第２期内子町総合計画基本構想の策定について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

３５ 
内子町新町建設計画の一部変更について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

３６ 

平成２６年度内子町一般会計補正予算（第６号）に

ついて 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

３７ 

平成２６年度内子町一般会計補正予算（第７号）に

ついて 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

３８ 

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４号）について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

３９ 

平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第２号）について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 
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議案 

４０ 

平成２６年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４１ 

平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計

補正予算（第１号）について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４２ 

平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第

１号）について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４３ 

平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４４ 

平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４５ 

平成２６年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）

について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４６ 
平成２７年度内子町一般会計予算について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４７ 

平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計予算

について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４８ 

平成２７内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予

算について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

４９ 

平成２７年度内子町介護保険事業特別会計予算につ

いて 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

５０ 

平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計

予算について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

５１ 
平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

５２ 

平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計予算につ

いて 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

５３ 

平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計予算に

ついて 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 

議案 

５４ 
平成２７年度内子町水道事業会計予算について 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.3.20 
原案可決 
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３ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

  １ 

手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書の提

出を求めることについて 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.12.4 
採択 

受理 

  ２ 

「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意

見書」の採択を求める請願書 

平成 

26. 3. 4 

平成 

26.12.12 

閉会中 

継続審査 
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議員提出議案 

議第３号議案 

「手話言語法（仮称）」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、総務大臣、厚生労

働大臣、内閣官房長官、に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第 14条第１項及び

第２項の規定により、提出する。 

平成 27年 3月 20日提出 

提出者 内子町議会議員 山 上 芳 子 

賛成者 内子町議会議員 宮岡 德男、中田 厚寬、寺岡 保、山崎 正史、林 博、 

            才野 俊夫、池田 洋助、山本 徹、泉 浩壽、大木 雄、 

菊地 幸雄、森永 和夫、久保 美博 

（提出の理由） 

自由に手話が使える社会環境の整備、さらには、手話を言語として普及・研究できる環境の整

備を実現するため、手話に関する施策も含めた個別法の整備を求め、政府に対し意見書を提出す

るものである。 

 

（別紙） 

「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見書 

 手話とは、日本語を音声ではなく、手指や体の動き、表情を使う独自の語彙や文法体系であら

わす言語であり、「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など、聴覚や音声・言語機

能に障がいを有する者にとって、日常生活や社会生活を営む上で手話は情報の取得・利用とコミュ

ニケーションの手段として大切に守られてきたところである。 

 平成 23 年 8 月に改正された「障害者基本法」第３条において、「全て障害者は、可能な限り、

言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会を確保される」と定め

られ、手話は言語に含まれることが明確に位置づけられており、また、同法第 22条には、国及び

地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化施策と義務付けているところである。 

 事実、近年、さまざまなシンポジウムや行政主催の各種行事等においても、手話通訳者の存在

が多く見受けられるようになっており、また、本県においても、３年後の全国障害者スポーツ大

会の本県開催に備え、手話の普及や手話通訳者の育成に配慮しているなど、ノーマライゼーショ

ン社会実現のため、手話の重要性は、極めて大きい。 

 しかしながら、現行の規定だけでは、音声言語中心の社会から、「聴覚障がい者等がいつでもど

こでも情報が得られる暮らしやすい社会」へと変革を推進するには、不十分であると言わざるを

得ない。 

 このため、手話が音声言語としての日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、

教育の場等あらゆる場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、自由に手話

が使える社会環境の整備、さらには、手話を言語として普及・研究できる環境の整備を実現する
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ため、手話に関する施策も含めた個別法の整備が必要となっている。 

 よって、国においては、「手話言語法（仮称）」を早期に制定するよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２７年３月２０日 

                       愛媛県内子町議会   

 

 

 


