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平成２７年 ５月第７６回内子町議会臨時会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２７年 ５月１１日（月） 

○開会年月日   平成２７年 ５月１１日（月） 

○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  亀 岡   弘 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  中 嶋 優 治 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 秀 俊 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４号） 

平成２７年 ５月１１日（月）午後 １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 招集あいさつ 
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日程第 ４ 議認第 １号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求

めることについて 

日程第 ５ 議認第 ２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分

の承認を求めることについて 

日程第 ６ 議認第 ３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認を求

めることについて 

日程第 ７ 委員長報告 議会広報特別委員会の廃止について 

日程第 ８ 発議第 ４号 内子町議会委員会条例の一部改正について 

日程第 ９ 常任委員の選任について 

日程第１０ 議会運営委員の選任について 

日程第１１ 内子町農業委員会委員の推薦について 

日程第１２ 議案第５５号 内子町監査委員の選任について 

 

○追加議事日程（第４号の追加１） 

追加日程第 １ 議長辞職について 

○追加議事日程（第４号の追加２） 

追加日程第 ２ 議長選挙について 

○追加議事日程（第４号の追加３） 

追加日程第 ３ 副議長辞職について 

○追加議事日程（第４号の追加４） 

追加日程第 ４ 副議長選挙について 

○追加議事日程（第４号の追加５） 

  追加日程第 ５ 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙について 

  追加日程第 ６ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙について 

  追加日程第 ７ 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員の選挙について 

  追加日程第 ８ 大洲・喜多衛生事務組合議会議員の選挙について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１２、追加日程第１から追加日程第８まで 

 

午後１時００分 開会 

○議長（下野安彦君） ただ今から、平成２７年５月第７６回内子町議会臨時会を開会致します。 

本臨時会には、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。この際、本議会に説明員

として出席される新任の方々を紹介致します。まず、亀岡秀俊危機管理班長を紹介致します。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡班長。 
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○危機管理班長（亀岡秀俊君） 失礼致します。４月１日付けの人事異動によりまして総務課危

機管理班長を拝命致しました亀岡秀俊と申します。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

○議長（下野安彦君） 次に、中嶋優治環境政策室長を紹介致します。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 失礼致します。４月１日付けの人事異動で環境政策室長を拝命

致した中嶋優治と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより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、５番大木 雄議員、６

番山本 徹議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

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

議題とします。お諮りします。会期は、本臨時会の会期は、去る４月２４日開催の議会運営委員

会において、本日１日限りとし、会議時間は議事終了時までとしております。 

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１日限りとし、閉会の時刻は、議事終了時とすることに決定しまし

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４号のとおりであり

ます。 

 

日程第 ３ 招集あいさつ 

○議長（下野安彦君） これより「日程第３ 招集あいさつ」を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５月内子町議会臨時議会の招集にあたりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。 

まず初めに、去る４月１２日に執行された愛媛県議会議員選挙において、地元の岡田志朗県議

が６期目の当選を果たされました。心からお慶びを申し上げますとともに、引き続き内子町、ま

た愛媛県の更なる発展のためにお力添えを賜りたいと考えておるところでございます。 

さて、平成２７年度がスタート致しまして一ヶ月余りが経過致しました。４月の人事異動では、

前年度と比較し職員数が２名減となる中で、昇任を含め３６名の小規模な異動にとどめ、今年度

から第２ステージとなる内子町総合計画に沿い、厳しい財政状況の中で、選択と集中によるまち
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づくりを進めるための体制を整えました。すでにご案内のように、本年度は、地方創生にかかる

人口ビジョンと総合戦略の策定という大きな仕事が控えている中で、先般は、まち・ひと・しご

と創生本部事務局より担当者を招き、職員や議員を対象とした講演会も開催させて頂いたところ

でございます。内子町においては、第２期総合計画をベースに、早期に総合戦略をたて、効果的

に交付金を使いながら、稼ぐ力のある内子町、住み続けられる内子町を目指して取り組みたいと

考えております。また、来年２月には内子座創建１００周年を迎えます。内子座では、昨年度か

ら取り組んでいる狂言を軸にした記念公演を開催して参ります。どうか、議員各位におかれまし

ても、ぜひ内子座へお越し頂き、内子座の１００年の歴史に触れ、楽しんで頂きたいと思います。 

さて、山々の新緑が眩しい若葉薫る良い季節になりました。４月下旬からゴールデン・ウイー

クにかけましては、天候にも恵まれ各地域で様々なイベントが開催され、町内は大変賑わいまし

た。４月２６日には、泉谷の棚田において初めてとなる「しゃくなげ祭り」が開催されました。

同日開催の自然浴ツアーともうまく連携させ、地元スタッフも合わせて１３０名の人出で賑わい

ました。全国棚田１００選にも選ばれている泉谷の棚田を、これからどう残し、どう活かしてい

くのかという課題について、地域が本気になって向き合おうという意気込みが感じられ、非常に

頼もしく思いました。また、川登では恒例の筏流しが行われ、今年も約１，５００人のカメラマ

ンや観光客で賑わいました。５月２日には、南山自治会において、「おんごく山菜祭り」が地元の

方総出で初めて開催され、私もお邪魔をさせて頂きました。祭りの看板には「まだまだ元気！ふ

るさと南山のこし隊」と力強く記されており、高齢化や過疎化に負けない地域の底力を見せて頂

きました。会場には、地元の方をはじめ、町外に出ておられる家族の方など、２００人を超す方々

が会場を訪れておりました。泉谷の棚田、南山自治会、いずれも地域の方々のアイディアにより、

地域の誇れる素材を見事に活用した素晴らしいイベントに作り上げておられます。これからも、

自治センターや地域づくり担当職員、そして地域おこし協力隊等と連携し、力強く支援して参り

たいと考えております。５月５日には、素晴らしい天候の中、４００年の伝統を誇る「いかざき

大凧合戦」が開催され、今年は４万３，０００人の人出で多いに賑わいました。会場の豊秋河原

には、１２０統もの凧が天高く舞い上がり、勇壮な凧合戦が繰り広げられておりました。２００

人による百畳大凧、子どもの健やかな成長を願う出世凧、凧踊りや太鼓の演奏など、どれも素晴

らしいものでございました。実行委員の皆様をはじめ関係者の方々に対し、心から敬意と感謝の

意を表したいと思います。 

さて、本議会に町長として提出します案件は、専決３件、監査委員選任１件の計４件でござい

ます。それぞれの案件につきましては、その都度ご説明を申し上げますので、よろしくご審議の

上、ご承認・ご決定を賜りますようお願いを申し上げまして招集のご挨拶と致します。どうぞ、

よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 以上で、「招集あいさつ」を終わります。 

これから議事日程にしたがって提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ４ 議認第 １号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承

認を求めることについて 

○議長（下野安彦君） 「日程第４ 議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例について
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の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求め

ることについてでございます。本条例につきましては、平成２７年４月１日に施行をする必要が

あり、急施を要したため専決処分致しましたので、ここに承認を求めるものでございます。内容

につきましては、税務課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜わりますよ

うお願い致します。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上税務課長。 

〔山上幸久税務課長登壇〕 

○税務課長（山上幸久君） 失礼を致します。議認第１号、内子町税条例等の一部を改正する条

例についての専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

議案書１ページをお開き下さい。平成２７年度税制改正による地方税法の一部を改正する法律

等が本年３月３１日交付され、４月１日から一部施行されたことに伴い、内子町税条例等の一部

を改正する条例につきまして同日から施行する必要が生じましたが、議会招集の時間的余裕があ

りませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により３月３１日、専決処分をさせて

いただきました。同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。専

決処分した税条例等改正の内容につきましては、議案書３ページから１８ページ記載のとおりで

ございますが、資料の方で説明をさせていただきます。議案説明資料１ページをお開きいただい

たらと思います。 

改正の理由につきましては、すべて２７年度税制改正に伴うものでございます。概要を一覧表

にまとめてございますが、表の仕切りの左側の欄に改正部分と施行日、右側の欄に概要を記載し

ております。左の表、一番上の枠、第２条から最後の附則第２２条まで１３条分ございますが、

これは行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマ

イナンバー法が施行されることに伴いまして、条例中に個人番号または法人番号の字句を表記し

併せて関連文言の規定を整備するものでございます。下から２枠目、第９条と第９条の２の部分

でございますが、これは県や市町村への寄附、いわゆるふるさと納税をされた方に対する申告特

例を規定したもので、寄付金控除における申告手続きの簡素化を図るとともに、控除される限度

額を個人住民税所得割額の１割から２割に引き上げ、平成２８年度分の個人住民税から適応する

ものでございます。次にページの右側をご覧ください。表の太枠内につきましては、次ページ以

降でご説明させていただきます。上から２枠目でございますが、附則第１６条の改正でございま

す。これは３輪以上の軽自動車に対し、環境性能に応じたグリーン化特例が設けられたことに伴

います改正でございます。 

２ページの左上の（２）をご覧いただきたいと思います。昨年の税制改正で軽自動車税の標準

税率が引き上げられた所ですが、今回の改正では平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日

までの間、２７年度中でございますが、この間に新車登録をした３輪以上の軽自動車については、
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燃費などの環境性能に応じまして、平成２７年度課税分に限り軽自動車税を軽減するものでござ

います。上の方の表に軽減対象車と軽減割合を表にしておりますので、お目通しいただければと

思います。具体的な税率を下の表に記載しております。例えば、乗用の自家用のところで見てい

ただきますと、標準税率は１万８００円でございますが、環境性能が一番高い車に適応する７５％

軽減では２，７００円。５０％軽減では５，４００円。２５％軽減では、８，１００円の軽減税

率とするものでございます。その他の区分につきましてもそれぞれ同様でございます。次に軽自

動車税に関するもう一点の改正でございますが、一番上の（１）をご覧下さい。これも昨年の税

制改正によりまして原動機付き自転車および二輪小型特殊自動車の税率につきましては、今年度

課税分から新税率の適用をする事になっておりましたが、今回の改正によりその適用を１年間延

長し平成２８年度課税分からにするものでございます。右側の表の上の表をご覧下さい。平成２

７年度分改正とカッコ書きで記載してございますが、１の表に具体的な税率を記載してございま

す。本来でしたら太枠で囲んだ税率を今年度から適用することとなっていましたが、これを１年

間延期するものでございます。下の２の表につきましては、先ほどご説明致しましたグリーン化

特例の税率でございます。参考までにご覧下さい。軽自動車税の改正によります平成２８年度税

収における影響額につきましては、平成２６年度の登録台数を元に試算致しますと、税率引き上

げによる増収分が４８６万円。グリーン化特例による減収分が１８７万円で差引２９９万円、６％

弱の増収となる見込みでございます。 

最後になりますが、もう一度１ページへお戻りください。太枠部分の真ん中の枠、附則第１６

条の２でございますが、この改正は旧三級品と言われている紙巻きたばこについて特例税率を段

階的に廃止するものでございます。 

３ページをご覧いただきたいと思います。旧三級品たばことは、エコー、わかば、しんせい、

ゴールデンバット、バイオレット、うるまの６銘柄でございます。旧専売公社が日本におけるた

ばこ製品の製造、販売をしていた頃、たばこは原料となる葉たばこの品質により１から３級の３

つの等級に区分されており、この６銘柄は三級品として扱われていました。その後、専売公社か

ら日本たばこ産業株式会社に移管されてからは、等級制は廃止されましたが、この６銘柄につい

ては旧三級品として、特別に低い税率で残ってきたものでございます。表の太枠の部分をご覧い

ただきたいと思います。たばこ税には国、県、町とそれぞれございますが、町たばこ税に限って

言いますと、表の一番下の欄、一般のたばこが１，０００本あたり５，２６２円に対し、表の一

番上の欄、旧三級品たばこは、２，４９５円で半分以下の特例税率となっています。今回の改正

はこの特例税率を平成２８年度から３１年度の４年間をかけ、段階的に廃止し一般品のたばこと

同じ税率にするものでございます。内子町における平成２６年度のたばこ売上本数は、１，６９

７万本あまりでその内、旧三級品たばこの締める割合は、１７６万本あまり。１０．４％でござ

います。下の方に特例廃止による影響額を試算しておりますのでご覧いただきたいと思います。

条例改正の概要についてご説明申し上げましたが、その他の改正につきましては、税法等の改正

に伴う規定の整備など軽微なものでございます。４ページから１８ページにかけて新旧対照表を

付けておりますので、お目通しいただけたらと思います。以上で議認第１号の説明とさせていた

だきます。よろしくご審議の上、ご承認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。 
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○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 施行日が３月３１日ということで１日から新たな条例に基づく税の徴

収が始まるわけですが、私は非常に時間的制約はありますけれども、こういう町民にとって負担

増になったりする部分について、安易にこういう形で専決処分されることに、以前から疑問を呈

してきたんでありますが、１日という制約はありますけれども議会にかけて、こういう負担増に

関わる問題は審議をされるべきではないかというふうに思うわけでありますが。たしかに１日と

いう国のそういう施行していくという部分というのは、制約はあるとは思うんですが、果たして

それが議会にかけることが出来なかったのか、どうなのか。ちょっとそのことについてお伺いを

致しておきたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 国の方でですね、実際に執行していく市町村の状況を考えていただいて

多少余裕のある施行をやっていただければ、我々としてもこういう形で議論をしていただくとい

うことは十分にできると思うんですけど、今のこの１日の中でですね、なかなかそういう時間が

とれなかった。もう、すぐ法律を施行しなくちゃならないという状況があったということでご理

解をいただきたいと思います。議員言われるようになるべくそういう前後の状況みてですね、私

たちも対応していくようにしたいいうふうに思っています。以上でございます。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑は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。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。 

 起立により採決をします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第 ５ 議認第 ２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専

決処分の承認を求めることについて 

○議長（下野安彦君） 「日程第５ 議認第２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例についての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分の

承認を求めることについてでございます。本条例につきましては、平成２７年４月１日に施行す

る必要があり、急施を要したため専決処分を致しましたので、ここに承認を求めるものでござい

ます。内容につきましては、税務課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜

りますようお願い致します。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山上税務課長。 

〔山上幸久税務課長登壇〕 

○税務課長（山上幸久君） 議認第２号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いての専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。 

議案書１９ページをお開き下さい。先程申し上げましたとおり、地方税法の一部を改正する法

律等が本年４月１日に施行されたことに伴い、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

につきまして同日から施行する必要が生じましたが、議会招集の時間的余裕がありませんでした

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、３月３１日専決処分をさせていただきました。

同条、第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。改正条例につきまし

ては、議案書の２１、２２ページに記載してございますが、資料の方で説明させていただきます。 

説明資料の１９ページをお開き下さい。今回の改正点は、２点でございます。いずれも施行日

が平成２７年４月１日となってございます。まず１点目でございますが、第２条関係、課税限度

額の引き上げでございます。上の表に平成２６年度と２７年度の限度額を比較して記載しており

ますので、ご覧いただきたいと思います。国民健康保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、

介護保険分の３本立てとなっておりますが、その合算額を課税金額としております。この際、保

険税額が過度の高額とならないよう、それぞれに課税限度額を設けてございます。今回の改正は

今回の課税限度額を引き上げるものでございます。表の順番で見ますと、医療保険分にかかる限

度額を５１万円から５２万円に。後期高齢者支援金等にかかる限度額を１６万円から１７万円に。

介護保険にかかる限度額を１４万円から１６万円にそれぞれ引き上げるものでございます。この

結果、課税限度額の合計額は８５万円となり４万円の引き上げとなります。この改正により、影

響を受ける所得額を試算してみますと、仮に４０代夫婦と子ども二人の自営業世帯を想定し、固

定資産税を年額８万円納めていると仮定した場合、医療保険分で６５３万８，０００円以上。後

期高齢者支援金分で３２８万４，０００円以上の所得がある世帯が影響を受けることになるよう

でございます。２点目は第２２条関係で軽減措置の拡充でございます。国保税算定の要素となる

均等割額と平等割額につきましては、世帯の所得が一定額以下の場合には７割、５割、２割の割

合で軽減措置を設けてございます。この軽減措置の判定をおこなうにあたり基準となるのが、軽

減判定所得でございまして、今回の改正は、５割軽減と２割軽減についてこの軽減判定所得の引

き上げをおこなうものでございます。下の表に軽減判定所得の算定方法を記載しておりますが、

アンダーラインが改正部分でございます。５割軽減の場合で見ますと、計算過程の数字について

被保険者一人あたり２４万５，０００円から２６万円に。２割軽減では、４５万円から４７万円

にそれぞれ引き上げることによりまして、軽減対象の拡充を図るものでございます。今回の改正
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点につきましては、昨年の税制改正においても同様の引き上げがおこなわれましたが、所得の高

い世帯に負担増を求める一方、中低所得者に配慮した内容となってございます。１９ページ右側

に今回の改正のイメージ図を記載しております。また２０ページから２２ページに新旧対照表を

記載しておりますのでお目通しをいただきますよう、お願い致します。以上で議認第２号の説明

とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより「議認第２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分

の承認を求めることについて」の採決に入ります。起立により採決をします。 

本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立多数であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第 ６ 議認第 ３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の

承認を求めることについて 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 議認第３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第８

号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認を求

めることについて。本案件につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億２，８５８万円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０８億４，７３９万６，０００円とするもので、地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告、

承認を求めるものでございます。歳入歳出の専決につきましては、特別地方交付税等の確定に伴

う予算の計上、公共施設整備基金への積み立てに伴う予算等を計上したものでございます。内容

は副町長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） それでは、議案書の２５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８号）です。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億２，８５８万円

を追加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０８億４，７３９万６，０００円とするも
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のでございます。 

 ２９ページをお開き下さい。２９ページ、第２表、地方債の補正です。変更です。過疎対策事

業債、８，８６０万円から２００万円減額を致しまして、８，６６０万円とするものでございま

す。 

３３ページをお開き下さい。歳入予算の補正でございます。２款１項、地方揮発油譲与税。２

款２項１目の自動車重量譲与税、３款１項１目の利子割交付金、４款１項１目の地方消費税交付

金、いずれも譲与税交付金の確定による補正でございます。お目通しをいただきたいと思います。 

次のページをお開き下さい。５款１項１目のゴルフ場利用税交付金４４１万２，０００円補正

を致しまして、３，２４１万２，０００円とするものでございます。８款１項１目の地方交付税

でございます。補正額４億１，０８４万７，０００円でございます。これは特別交付税の補正で

す。当初予算で特別交付税１億円計上致しておりましたが、４億１，０８４万７，０００円の補

正でございます。これによりまして特別交付税は、合計で５億１，０８４万７，０００円となり

ます。 

次のページ１２款２項７目の教育費国庫補助金、１３款２項４目の農林水産業費県補助金、い

ずれも事業の確定によるものでございます。お目通しを下さい。１６款１項１目の基金繰入金、

１億７，３４０万３，０００円の減額補正でございます。これは主なものは、公共施設整備基金

繰入金を１億７，３３５万５，０００円減額をするものでございます。基金に戻し入れするもの

でございます。 

次のページ３６ページ、歳出の補正でございます。６款２項２目の林業振興費、６７４万３，

０００円の補正でございます。いずれも事業の確定に伴います補正でございます。８款３項１目

の河川及び防災費、１０款１項３目の教育諸費、１０款２項３目の学校建設費、いずれも財源補

正によるものでございます。 

次のページ１３款１項１目の基金費でございますが、２億３，５３２万３，０００円補正を致

します。公共施設整備基金積立金に２億３，４９８万円積み立てを致します。ふるさと応援基金

積立金に３４万３，０００円補正でございます。 

 ３８ページをお開き下さい。地方債に関する調書でございます。真ん中どころでございますが、

当該年度中償還見込額、一番下の欄になりますけどが、１２億２，０００万２，０００円の見込

み額となります。それからその左の欄になりますが、当該年度中の起債見込み額でございますが、

４億５，９７０万円の起債見込み額となっております。差引しますと、当該年度末で９０億２，

６４２万９，０００円の起債残高となる見込みでございます。以上で専決処分致しました一般会

計補正予算第８号の説明を終わります。よろしくご承認いただきますよう、お願いを致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○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。基金の繰入をしなくてよかった１億７，３４０万３，００

０円。この原因というのはどっかに財源があったとか、何かをしなかったとか、もしよかったら。 

○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。 
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○政策調整班長（山岡 敦君） まず受け入れをしなくてよかったという基金ですが、まず公共

施設の整備基金から小田地区の学校施設の整備に基金を充てる予定でしたけれども、一般財源で

特別交付税で対応可能ということで、こちらの方も基金の繰入を計画をしております。それから、

はらっぱ基金に小田川の榎の整備にはらっぱ基金をあてましたけれども、こちらの方は残額を繰

り入れております。以上です。 

○議長（下野安彦君） 他に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） 今の山崎議員の関連なんですが、公共施設整備基金、繰り入れを予定し

とったんを繰り入れをせずに、他に今の財源が確保できたからということなんですが、新たに歳

出で公共施設整備基金に２億３，４００万あまりの基金積み立てをすると。現在もかなり公共施

設の基金は基金残高があろうと思うんですが、この基金に繰り入れて今後公共施設、どういう公

共施設の整備を目指して基金積み立てを考えられておるのかを質問したいと思います。 

 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

 

 ご案内のように今これ入れますと、だいたい公共施設整備基金が１６億

くらいになりますけれども、今後考えていかなくちゃならない、計画の俎上に上がっております

大きな事業はですね、防災行政無線のデジタル化がございます。これが１０億超えるだろうと思

っておりますし、また内子運動公園の整備改修がこれも始まります。これは５億円を越えます。

そして満穂地区の水の確保、中山間地域のあの事業ちょうど始まっております。これも大きな額

を要する事業でございます。あと町営住宅の改修でありますとか、小田深山荘へのそういったも

のへの対応、額の大きい事業がまだ山積しているということでございますので、議員言われまし

たように補助金でありますとか、交付金でありますとか、あるいは起債も有利なものを使わない

といけないというふうには思っておりますけれども、どうしても充当外の一般財源が必要になっ

て参りますので、積極的にこれを充てさせていただきたいというふうに考えておるところでござ

います。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 これより「議認第３号 平成２６年度内子町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。起立により採決をします 

本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（下野安彦君） 起立全員であります。したがって、本案は原案のとおり承認することに
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決定しました。 

 

  日程第 ７ 委員長報告 議会広報特別委員会の廃止について 

○議長（下野安彦君） 「日程第７ 委員長報告 議会広報特別委員会の廃止について」を議題

とします。委員長の報告を求めます。久保美博議会広報特別委員長、ご登壇願います。 

○議会広報特別委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保委員長。 

〔久保美博議会広報特別委員長登壇〕 

○議会広報特別委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。平成２５年６月２０日、第６６回

定例会において、議会広報特別委員会が設置され、議会閉会中における「議会広報に関する調査」

が付託されました。調査の経過、結果についてご報告申し上げます。 

調査経過等につきましては、配付いたしております調査報告書のとおりであり、本報告をもっ

て調査を終了するものであります。 

本特別委員会の調査、活動状況等について申し上げます。「内子町議会だより」は、平成２４年

５月発行を第１号とし、平成２５年５月第５号まで、議会事務局並びに町行政の広報係において

編集され、発行されておりました。議会情報の発信については、議員の責任において、議員自ら

が編集し、発行すべきであるとの考えから、平成２５年８月第６号から発行を内子町議会、発行

責任者を議長、編集を議会広報特別委員会とし、定例会での一般質問、委員会活動等を中心とし

た議会情報を「うちこ議会だより」として８回発行してまいりました。その間の委員会開催回数

は１９回、また、他市町村の議会広報の研究や全国町村議会広報研修会に参加し、読まれる議会

広報をめざし、さらに広報モニターのご意見をお聞かせいただきながら、議会情報を町民の皆様

に発信してまいりました。町民の皆様からも、「議会だよりは、読みやすくなった、分かりやすく

なった。」とのご意見もいただいております。以上、２年間の委員会活動について述べさせていた

だきましたが、本特別委員会に付託された「議会広報に関する調査」については、これをもって

終了したことを報告し、最終の委員長報告とするものであります。以上です。 

○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。久保委員長、席にお戻り

ください。ただ今の議会広報特別委員長の調査報告をもって、付託した調査事件は終了しました。

よって、議会広報特別委員会を廃止したいと思います。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、議会広報特別委員会は廃止となりまし

た。 

 

  日程第 ８ 発議第 ４号 内子町議会委員会条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第８ 発議第４号 内子町議会委員会条例の一部改正について」

を議題とします。提出者であります議会運営委員長に趣旨説明を求めます。 

 山崎議会運営委員長、ご登壇願います。 
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○議会運営委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議会運営委員長。 

〔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） 内子町議会委員会条例の一部改正についてをご説明申し上げ

ます。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１１９条の第６項及び内子町議会会議規則第１４条第３号の規定により提出するものであり

ます。提出の理由につきましては、議会広報特別委員会の廃止に伴いまして、議会広報常任委員

会を新たに設置するため内子町議会委員会条例の一部を改正するものであります。 

４１ページをお開き下さい。改正内容と致しましては、第２条に次の１号を加える。（３）議会

広報常任委員会６名。ア、議会だよりの編集及び発行に関する事務。附則で、この条例は、交付

の日から施行する。以上であります。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

山崎委員長、席にお戻りください。これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「発議第４号 内子町議会委員会条例の一部改正について」の採決に入ります。本案

を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。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） この際、暫時休憩をします。午後２時より再開します。 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩をします。午後２時から再開します。 

 

午後 １時５０分 休憩 

 

午後 ２時００分 再開 

 

○副議長（才野俊夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

ただ今、下野安彦議長から、議長辞職願が提出されました。お諮りします。「議長辞職につい

て」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〕 

○副議長（才野俊夫君） ご異議なしと認めます。したがって、「議長辞職について」を日程に

追加し、追加日程第１として、ただちに議題とすることに決定しました。 

 

追加日程第１ 議長辞職について 
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○副議長（才野俊夫君） 「追加日程第１ 議長辞職について」を議題とします。 

地方自治法１１７条の規定により、下野安彦議長の除斥を求めます。 

〔下野安彦議長除斥〕 

○副議長（才野俊夫君） まず、事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（堀本増隆君） それでは、朗読さしていただきます。 

平成２７年５月１１日、内子町議会副議長、才野俊夫様。内子町議会議長、下野安彦。 

辞職願。この度、一身上の都合により議長の職を辞したいので、地方自治法第１０８条の規定

により許可されるよう願い出ます。以上でございます。 

○副議長（才野俊夫君） お諮りします。 

下野安彦議長の議長辞職を許可することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○副議長（才野俊夫君） ご異議なしと認めます。よって、下野安彦議長の議長辞職は許可する

ことに、決定しました。下野安彦議員の除斥を解除します。 

〔下野安彦議員入場〕 

○副議長（才野俊夫君） ただ今、議長辞職を許可することに決定しましたので、議長退任のご

挨拶があるようでしたら、許可します。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○副議長（才野俊夫君） 下野議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） 平成２５年５月１０日に第６代議長就任以来、２年間、議会議長を務

めて参りました。就任以来、多くの議会改革に取り組めたこと、また、２年間の重責を全うする

事ができましたことは、議員各位のご協力とご理解を得てのことと深くお礼を申し上げます。ま

た、稲本町長をはじめ、町職員の皆様、内子町民の皆様の温かいご支援とご協力に対しても、心

より感謝と御礼を申し上げます。今後は、内子町民の期待に応えられるよう一議員として努力い

たします。最後に、内子町の益々の繁栄を祈念致しまして、議長退任の挨拶とさせていただきま

す。誠にありがとうございました。 

○副議長（才野俊夫君） この際、暫時休憩をします。全員協議会を開催しますので、委員会室

へ移動願います。 

午後 ２時０５分 休憩 

 

午後 ２時１４分 再開 

 

○副議長（才野俊夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

議長欠員となりました。お諮りします。「議長選挙について」を日程に追加し、追加日程第２

として、ただちに議長選挙をおこないたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○副議長（才野俊夫君） ご異議なしと認めます。したがって、「議長選挙について」を日程に

追加し、追加日程第２として、ただちに議長選挙を行うことに決定しました。 
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  追加日程第２ 議長選挙について 

○副議長（才野俊夫君） 「追加日程第２ 議長選挙」をおこないます。選挙の方法は、投票に

よることにご賛同を得ておりますので、投票でおこないます。議場を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長（才野俊夫君） ただ今の出席議員数は、１５名であります。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、１番久保美博

議員、２番 森永和夫議員を指名します。投票用紙を配付させます。念のため申し上げますが、投

票は単記無記名であります。投票用紙には、被選挙人の氏名を記載願います。 

〔投票用紙配布〕 

○副議長（才野俊夫君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○副議長（才野俊夫君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（才野俊夫君） 異常なしと認めます。 

○副議長（才野俊夫君） ただ今から投票をおこないます。事務局長が議席番号と氏名を読み上

げますので、順番に投票願います。 

○議会事務局長（堀本増隆君） それでは投票順に氏名を読み上げますので投票をお願いします。

１番、久保美博議員。２番、森永和夫議員。３番、菊地幸雄議員。４番、泉 浩壽議員。５番、

大木 雄議員。６番、山本 徹議員。７番、池田洋助議員。８番、山上芳子議員。１０番、下野

安彦議員。１１番、林 博議員。１２番、山崎正史議員。１３番、寺岡 保議員。１４番、中田

厚寬議員。１５番、宮岡德男議員。最後に、才野俊夫副議長。 

○副議長（才野俊夫君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○副議長（才野俊夫君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

〔投票箱閉鎖〕 

○副議長（才野俊夫君） これより開票をおこないます。久保美博議員、森永和夫議員、開票の

立会をお願いします。 

〔開票〕 

○副議長（才野俊夫君） 開票が終了致しましたので、開票の結果を報告します。 

 投票総数１５票、うち有効投票１５票、無効投票０票です。 

 有効投票のうち池田議員７票、中田議員６票、才野議員２票、 以上の通りであります。 

 この選挙の法定得票数は、４票であります。よって、池田議員が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開放〕 

○副議長（才野俊夫君） ただ今、議長に当選されました、池田議員が議場におられますので、

本席から会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知をします。議長就任のご挨拶がある

ようでしたら許可します。 



平成２７年 ５月第７６回内子町議会臨時会 

‐ 16 ‐ 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○副議長（才野俊夫君） 池田議員。 

〔池田洋助議員登壇〕 

○７番（池田洋助君） ただ今の議長選挙において当選をさせていただきました池田洋助でござ

います。どうかよろしくお願いしたらと思います。合併以来、１０年を過ぎまして合併当時２２

人いた議員も１５名となるような、この１０年で議会改革の流れを大きく進めて参ったと思って

いるところでございます。これはひとえに先輩議員たち、またここにいらっしゃる同僚議員のご

協力、ご支援の賜物だと厚く感謝と敬意を表したいと思います。これからの１０年また内子町に

おいても地方創生元年と位置づけられ、内子町の総合計画を進めていく上で、内子町版総合戦略

を策定しなければならず、議員の皆さま方にはその策定に当たっては、行政ばかりでなく議員各

位の今までの経験、知見を発揮していただきまして、素晴らしい戦略作りにまた今後ともご協力

いただきたいというふうに思います。私、微力でございますが、皆さんの先頭に立って内子の町

の発展のために尽力して行きたいと思いますので、どうかご協力、ご支援をお願い申し上げまし

て簡単ではございますが、ご挨拶とさしていただきます。ありがとうございました。 

○副議長（才野俊夫君） これで副議長の職務は終了致しました。池田議長、議長席にお着き下

さい。 

（議長席交代） 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩をします。 

 

午後 ２時３０分 休憩 

 

午後 ２時３７分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。ただいま、才野俊夫副議長から、副議

長辞職願が提出されました。お諮りします。「副議長辞職について」を日程に追加し、追加日程

第３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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって「副議長辞職について」を日程に追

加し、追加日程第３として、ただちに議題とすることに決定しました。 

 

  追加日程第３ 副議長辞職について 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第３ 副議長辞職について」を議題とします。 

地方自治法１１７条の規定により、才野俊夫副議長の除斥を求めます。 

〔才野俊夫副議長除斥〕 

○議長（池田洋助君） まず、事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（堀本増隆君） それでは、辞職願を朗読さしていただきます。 

平成２７年５月１１日、内子町議会議長、池田洋助様。内子町議会副議長、才野俊夫。 

辞職願。この度、一身上の都合により副議長の職を辞したいので、地方自治法第１０８条の規
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定により許可されるよう願い出ます。以上でございます。 

○議長（池田洋助君） お諮りします。才野俊夫副議長の副議長辞職を許可することに、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。よって、才野俊夫副議長の副議長辞職は、許可

することに決定しました。才野俊夫議員の除斥を解除します。 

〔才野俊夫議員入場〕 

○議長（池田洋助君） ただ今、副議長辞職を許可することに、決定しましたので、副議長退任

のご挨拶があるようでしたら、許可します。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野議員。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） それではご挨拶申し上げます。２年前に副議長に選任されまして、下野

議長のもとで補佐役としてがんばって参りました。今後は、一議員として内子町議会の改革、発

展のためにがんばりたいと思います。２年間、誠にありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） この際、暫時休憩をします。委員会室で全員協議会を開催します。移動

をお願いします。 

午後 ２時４１分 休憩 

 

午後 ２時４７分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。副議長欠員となりました。 

お諮りします。「副議長選挙について」を日程に追加し、追加日程第４として副議長選挙を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、「副議長選挙について」を日程に

追加し、追加日程第４として副議長選挙をおこなうことに決定しました。 

 

  追加日程第４ 副議長選挙について 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第４  副議長選挙」をおこないます。選挙の方法は、投票に

よることにご賛同を得ておりますので、投票でおこないます。議場を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（池田洋助君） ただ今の出席議員数は、１５名であります。次に、立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、３番菊地幸雄議員、４番 泉 浩壽議員を指名

します。 

○議長（池田洋助君） 投票用紙を配付させます。念のため申し上げますが、投票は単記無記名

であります。投票用紙には、被選挙人の氏名を記載お願いします。 

〔投票用紙配布〕 
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○議長（池田洋助君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（池田洋助君） 異常なしと認めます。ただ今から投票をおこないます。 事務局長が議

席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 

○議会事務局長（堀本増隆君） 投票順を読み上げます。副議長選挙でございますが、１番、久

保美博議員。２番、森永和夫議員。３番、菊地幸雄議員。４番、泉 浩壽議員。５番、大木 雄

議員。６番、山本 徹議員。８番、山上芳子議員。９番、才野俊夫議員。１０番、下野安彦議員。

１１番、林 博議員。１２番、山崎正史議員。１３番、寺岡 保議員。１４番、中田厚寬議員。

１５番、宮岡德男議員。最後に、池田洋助議長。 

○議長（池田洋助君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

〔投票箱閉鎖〕 

○議長（池田洋助君） これより開票をおこないます。菊地 幸雄議員及び、泉 浩壽議員、開

票の立会をお願いします。 

〔開票〕 

○議長（池田洋助君） 開票が終了致しましたので、開票の結果を報告します。 

 投票総数１５票、うち有効投票１５票、無効投票０票です。 

 有効投票のうち、大木議員７票、寺岡議員８票、以上の通りであります。 

○議長（池田洋助君）この選挙の法定得票数は、４票であります。したがって、寺岡議員が副議

長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開放〕 

○議長（池田洋助君） ただ今、副議長に当選されました、寺岡議員が議場におられますので、

本席から会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知をします。副議長就任のご挨拶があ

るようでしたら許可します。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡議員。 

〔寺岡 保議員登壇〕 

○１３番（寺岡 保君） ただ今、副議長に当選をさせていただきまして、ありがとうございま

した。私は、これから皆さん方と一緒に、稲本町長を筆頭に内子町の足腰の強い内子町を作って

参りたいと考えております。皆さん方のお力をよろしくお願い致します。以上です。 

○議長（池田洋助君） ここで、暫時休憩します。３時１５分から全員協議会を開催します。 

 

午後 ２時５８分 休憩 

 

午後 ３時３６分 再開 
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○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第９ 常任委員の選任について 

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 常任委員の選任について」を議題とします。 

 お諮りします。常任委員の選任については、内子町議会委員会条例８条第４項の規定により、

お手元に配りました名簿のとおり、指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、常任委員はお手元に配りました名

簿のとおり、選任することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） それでは、ただ今から暫時休憩します。その間に、各常任委員に集まっ

ていただき、委員長、副委員長の互選を行ってください。総務文教常任委員会は、委員会室を、

産業建設厚生常任委員会は会議室をご利用ください。両委員会終了後、議会広報委員会を同じく

会議室で開催して下さい。移動をお願いします。 

 

午後 ３時３７分 休憩 

 

午後 ３時５５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

休憩中に開かれました各常任委員会で、委員長・副委員長の互選が行われ、その結果の報告が

手元にまいりましたので、ご報告します。 

 総務文教常任委員会、委員長に泉 浩壽議員、副委員長に菊地 幸雄議員。産業建設厚生常任

委員会、委員長に山本 徹議員、副委員長に山上 芳子議員。議会広報常任委員会、委員長に才

野 俊夫議員、副委員長に森永 和夫議員、以上でございます。 

 暫時休憩をします。委員会室で議員全員協議会を開催します。移動をお願いします。 

 

午後 ３時５６分 休憩 

 

午後 ４時１２分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１０ 議会運営委員の選任について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１０ 議会運営委員の選任について」を議題とします。 

お諮りします。議会運営委員の選任については、内子町議会委員会条例第８条第４項の規定に

より、お手元に配りました名簿のとおり、指名したいと思います。ご異議ありませんか。 



平成２７年 ５月第７６回内子町議会臨時会 

‐ 20 ‐ 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、議会運営委員はお手元に配りました名簿のとおり、選任することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） 議会運営委員会で委員長・副委員長の互選がおこなわれ、その結果の報

告が手元にまいりましたので、ご報告します。 

 委員長に中田 厚寬議員、副委員長に泉 浩壽議員、以上でございます。暫時休憩します。 

 

午後 ４時１３分 休憩 

 

午後 ４時１５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１１ 内子町農業委員会委員の推薦について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 内子町農業委員会委員の推薦について」を議題とします。

議会推薦の農業委員会委員の欠員に伴い、農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定によ

る、農業委員会委員の推薦をおこないます。地方自治法１１７条の規定により、山本 徹議員の

除斥を求めます。 

〔山本 徹議員除斥〕 

○議長（池田洋助君） お諮りします。内子町農業委員会委員に山本 徹議員を推薦したいと思

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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、山本 徹議員を内子町農業委員会

委員に推薦することに決定しました。山本 徹議員の除斥を解除します。 

〔山本 徹議員入場〕 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員にお伝えします。 

ただ今、内子町農業委員会委員に推薦されましたので、告知します。 

暫時休憩をします。委員会室で議員全員協議会を開催します。４時半からおこないます。移動

をお願いします。 

午後 ４時１８分 休憩 

 

午後 ４時４０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。お諮りします。必要が生じましたので、

この際、お手元に配付しております、議事日程第４号の追加５のとおり、４件を日程に追加した

いと思います。これに、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、追加日程第５から追加日程第８ま

でを、日程に追加し、それぞれ議題とすることに決定しました。 

 

  追加日程第５ 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第５ 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙」

をおこないます。お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、

指名推薦によりたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推薦によるこ

とに決定しました。指名の方法については、議長において指名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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定

しました。それでは、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員に寺岡 保議員を指名します。 

 お諮りします。ただ今指名しました寺岡 保議員を八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議

員の当選人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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、ただ今指名しました、寺岡 保議

員が八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員に当選されました。 

 

  追加日程第６ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第６ 大洲地区広域消防事務組合議員の選挙」をおこないま

す。お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦によ

りたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推薦によるこ

とに決定しました。指名の方法については、議長において指名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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに、決

定しました。それでは、大洲地区広域消防事務組合議会議員に、中田厚寬議員、山崎正史議員、

才野俊夫議員、大木 雄議員、泉 浩壽議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名しました、中田厚寬議員、山崎正史議員、才野俊夫議員、大木 雄

議員、泉 浩壽議員を大洲地区広域消防事務組合議会議員の当選人とすることに、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、ただ今指名しました、中田厚寬議

員、山崎正史議員、才野俊夫議員、大木 雄議員、泉 浩壽議員が大洲地区広域消防事務組合議

会議員に当選されました。 

 

  追加日程第７ 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員の選挙 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第７ 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員の選挙」

をおこないます。お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、

指名推薦によりたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推薦によるこ

とに、決定しました。指名の方法については、議長において指名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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定

しました。それでは、大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員に宮岡德男議員、山上芳子

議員を指名します。お諮りします。ただ今指名しました、宮岡德男議員、山上芳子議員を大洲喜

多特別養護老人ホーム事務組合議会議員の当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、ただ今指名しました、宮岡 德男議員、山上 芳子議員を大洲喜多特別養護老人

ホーム事務組合議会議員に当選されました。 

 

  追加日程第８ 大洲・喜多衛生事務組合議会議員の選挙 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第８ 大洲・喜多衛生事務組合議会議員の選挙」をおこない

ます。お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦に

よりたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推薦によるこ

とに決定しました。指名の方法については、議長において指名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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しま

した。それでは、大洲・喜多衛生事務組合議会議員に森永和夫議員、久保美博議員を指名します。

お諮りします。ただ今指名しました、森永和夫議員、久保美博議員を大洲・喜多衛生事務組合議

会議員の当選人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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名しました、森永和夫議員、

久保美博議員が大洲・喜多衛生事務組合議会議員に当選されました。 
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  日程第１２ 議案第５５号 内子町監査委員の選任について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１２ 議案第５５号 内子町監査委員の選任について」を議題

とします。地方自治法１１７条の規定により、下野安彦議員の除斥を求めます。  

〔下野安彦議員除斥〕 

○議長（池田洋助君） 提出者の説明を求めます。 

 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 内子町監査委員の選任についてでございます。この議案は議会選出の林

博監査委員から平成２７年４月２８日付けで、５月１０日をもって退職したい旨の辞表が提出さ

れましたので、議員のうちから選任する後任の監査委員に、下野安彦氏を選任致したいと存じま

すので、議会のご同意をお願いするものでございます。議員各位もご承知のとおり下野安彦氏は、

人格識見ともに優れ、監査委員として最適任と存じますので、ご同意を賜りますよう、お願い申

し上げる次第でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事関係でございますので、討論を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。よって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。

本案を原案のとおり、これに同意する事にご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。したがって、よって本案は原案のとおり、これ

に同意することに決定しました。下野安彦議員の除斥を解除します。 

〔下野安彦議員入場〕 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員にお伝えします。 

ただ今、内子町監査委員の選任が同意されましたので、告知します。挨拶があるようでしたら、

許可します。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） ただ今、監査委員としての選任について議会の方の同意を得たという

ことを議長の方からお聞きしました。これからますます厳しくなる地方の財政でございますけれ

ども、研鑽を深めて一生懸命努力してまいりますので、今後とも皆様のご指導、ご協力をよろし

くお願い申し上げます。ありがとうございました。 
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○議長（池田洋助君） 以上をもちまして、この臨時会の会議に付議されました案件の審議は、

すべて終了しました。したがって、本日の議事を閉じます。町長よりあいさつがあります。 

 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 ５月の臨時議会を閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思

います。議員の皆さま方におかれましては大変お忙しい中、ご参集賜りまして誠にありがとうご

ざいました。そして熱心に提案さしていただいきました議案に対しまして、ご意見を頂戴いたし

まして原案のとおりお認めをいただきましたことに対して、心から厚く御礼を申し上げる次第で

ございます。なお、下野前議長さん、そして才野前副議長さん、長い間本当にありがとうござい

ました。一緒にいろんな場面で協力をしていただきましたこと、また町民の幸せのために一生懸

命先頭にたってご努力をいただきましたこと、町長として心から感謝を申し上げたいと思います。

これからもまた議員という立場でお力添えを賜りたいというふうに思います。本当に長い間あり

がとうございました。また、新議長に就任されました池田議長さん、そして寺岡副議長さん、誠

におめでとうございます。先程の議長のお話にもありましたように取り巻く課題は山積しており

ます。どうぞ町民の幸せのために、理事者と我々と一緒になって共に良いまちを作っていただく

ようにご努力をお願いしたいと心からご期待を申し上げたいと思います。これからもどうぞ一つ

よろしくお願い致します。お礼を兼ねましての、ご期待を込めましての最後の閉会の言葉に代え

させていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） これで、第７６回内子町議会臨時会を閉会します。 

 

午後 ４時５２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。 

 

 

 

内子町議会旧議長 

 

内子町議会新議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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