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平成２７年 ６月第７７回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２７年 ６月１２日（金） 

○開会年月日   平成２７年 ６月１２日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  宮 野 照 三 君     住 民 課 長  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５号） 

平成２７年 ６月１２日（金）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 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（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ７ 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（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

日程第 ８ 報告第 ３号 平成２６年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

日程第 ９ 報告第 ４号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算につ

いて 

日程第１０ 議案第５６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１１ 議案第５７号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第５８号 長田移住体験施設の指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第５９号 参川水泳プールの指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第６０号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利の放棄に

ついて 

日程第１５ 議案第６１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１６ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（池田洋助君） ただ今から、平成２７年６月第７７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（池田洋助君） 「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、８番山上 芳子議員、

９番才野 俊夫議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「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６月４日開催の議会運営委員会において協議され、本日から１９日ま

での８日間としております。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、会期は、本日から６月１９日までの８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５号のとおりでありま

す。 

 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（池田洋助君） 「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、お手元に配布しておるとおりであります。ご覧いただいたことと思

いますから、ご了承下さい。これをもって、諸般の報告を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

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

す。 

 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 本日、ここに平成２７年６月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ

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

ざいます。本定例会に、町長として提出致します案件は、報告２件、条例改正が２件、指定管理

者の指定が２件、補正予算２件、人事案件が１件、その他１件の合計１０件でございます。それ

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

りますよう、お願いを申し上げます。 

さて、内子の里山では初夏の香りが漂い、水を湛えた水田では、田植えが盛りを迎えておりま

す。その様な中、四国地方の梅雨入りが、６月３日に気象庁より発表されました。田植えが終わ

っていない山間部や果樹等の農作物にとりましては恵の雨も、これから次第に活発化する梅雨前

線により、大雨による水害や土石流などの被害が今年も心配されます。それに備えるために、５

月１２日には、内子町で初めて内子町地域防災関係者合同研修会を町民会館で開催し、自主防災

組織の代表者、防災士、消防団幹部、学校関係者が一堂に集う中で、災害時の対応や防災士の役

割などについて研修し、自治センター管内別に情報交換もおこないました。また、５月３１日に

は、大洲市の河川敷におきまして、国土交通省四国地方整備局、愛媛県、肱川流域の５市町で構

成する実行委員会の主催により、肱川の水害に備える大規模な総合水防演習が９年ぶりに実施さ

れ、内子町からも６０名の消防団員をはじめ、関係機関の皆様にご参加を頂きました。これらの

貴重な経験を糧とし、今後におきましても、町をあげて防災・減災に努めて参りたいと存じます。  

それでは、早速当面いたしております事務事業等についてご報告申し上げます。ご報告致しま

す内容は、平成２７年度６月補正予算の骨格について、内子座の国の重要文化財指定に向けた答

申について、文化庁長官表彰について、広報うちこ総務大臣表彰について、内子町誌「文化編」

の発行について、環境自治体会議、奈良県の生駒市であった会議でございますけれども、いこま
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会議について、元マレーシア首相マハティール氏が来町されたことについて、タイ国バーンカー

ム訪日団来町について、最後に上杉文庫の寄贈についてでございます。 

それでは最初に、平成２７年度６月補正予算の骨格についてご報告を致します。平成２７年度

６月補正予算につきましては、一般会計で、歳入歳出それぞれ１２億４２５万円を追加し、歳入

歳出総額１０５億８，４２５万円を計上しております。これは、前年同期の予算額と比較し、４．

３％の増額となっております。詳細につきましては、後ほどご説明致しますが、大瀬小学校校舎

改築事業や町道・林道改良事業、防災行政無線デジタル化事業等にかかる事業実施の為に、国県

支出金や地方債など、国・県からの財源を充てながら、不足する部分につきましては、公共施設

整備基金から５，６００万円、財政調整基金から１，９７０万円の繰り入れを予定しており、比

較的大きな額の補正予算と致しました。 

次に、内子町のまちづくりや文化行政に関連して２件の嬉しいご報告を致します。一つ目は、

５月１５日の文化財審議会におきまして、内子座を重要文化財に指定することが文部科学大臣に

答申されたことでございます。内子座の重要文化財につきましては、平成２４年７月に岡山理科

大学の江面教授ほかの学識研究者、県の文化財保護課、町職員などで構成する内子座調査検討委

員会を設け、調査・研究や資料の作成などおこなってきたところですが、「内子座は主要部分がよ

く残っており、地方の産業町に残る文化施設として貴重であり、正面性を強調した外観、トラス

架構や採光のガラス窓の多用、正面からの舞台鑑賞を意識した客席など、芸能に適応しはじめた

近代過渡期の芝居小屋として高い歴史的価値を有している」との評価から今回の文化財審議会の

重要文化財の答申になったものでございます。来年２月の創建１００周年を前に、大変うれしく

ありがたいことと思っております。同時に町は、今後の内子座の保存活用について大きな責任を

負ったと考えております。内子座の創建１００周年以降の保存・活用を考え、この貴重な芝居小

屋を次代に引き継いでいくためには、重要文化財の指定は大きな意義があります。これまで以上

に、町民・行政一体となって内子座の保存・活用に努めていきたいと思います。 

また、内子座創建１００周年記念事業に関しては、町外の識者の方々や報道関係の皆様、町内

の識者・関係者の方々による創建１００周年記念事業企画・検討委員会及び内子座創建１００周

年記念事業実行委員会において、約３年間をかけ練り上げてきましたが、茂山狂言や淡路人形座

公演など内容がまとまりましたので、６月９日に東京都新宿区の芸能花伝舎において、数多くの

マスコミにご参加いただき、愛媛県の協力も得て、記念事業について記者会見を実施致しました。

記者会見には、茂山千三郎さん、「現代狂言」や「東西狂言の競演」でご出演いただく野村万蔵さ

ん、記念事業ではありせんが、滞在型創作ダンスということで内子町に３週間余り滞在し、７月

１１日・１２日に内子座でダンス公演をおこなわれる森山未來さんもご同席いただき、内子町及

び内子座のアピールを力強くおこなって参りました。 

２つ目は、この度内子町が平成２６年度文化庁長官表彰、文化芸術創造都市部門を受賞したこ

とでございます。この文化庁長官表彰は、文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光、産業振興等

に領域横断的に活用し、地域の特色を生かした文化芸術活動や社会課題の解決に、行政と住民と

の協働、行政と企業や大学との協力等により取り組み、特に顕著な成果をあげている市区町村に

対し文化庁長官が表彰するもので、平成１９年度から実施されています。 

今回の文化庁長官表彰においては、内子町の「内子座の復原と活用」、「八日市・護国の町並み
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保存運動」、「ドイツ・ローテンブルク市との国際交流事業」の３点について評価をされました。 

５月２０日に、青柳正規文化庁長官が来町され、関係者のご出席のなか授与式が執り行われ、表

彰状と賞牌を受け取りました。また、この授与式の前には、現在小学生の皆さんで取り組んでお

ります 菌（くさびら）という狂言を、ワークショップの成果として文化庁長官ほかご出席の方々

に鑑賞していただきました。併せて、文化庁長官には町並保存地区などを見学していただきまし

た。私も案内をさせていただき、内子町のこれまでのまちづくりのことについて説明を申し上げ

ました。現地をご覧になり、文化庁長官から内子町の取り組みについて高い評価をいただきまし

た。今後におきましても、これまでの内子らしいまちづくりの方向に確信を持って、さらに進め

ていきたいと改めて感じたところでございます。 

 次に、広報うちこ総務大臣表彰についてご報告致します。自治体の優れた広報紙などを表彰す

る２０１５年「全国広報コンクール」において、広報うちこ・２０１４年１２月号が、広報紙の

町村部門で特選にあたる総務大臣表彰を初めて受賞致しました。この１２月号では、内子町臼杵

地区の三島神社秋祭りで十数年途絶えていた獅子舞と「おねり」が、愛媛大学生１９人の協力に

よって復活した様子を特集しております。秋祭りを終え、学生たちの生き生きとした表情を写す

表紙をはじめ、復活にむけ、地域の方に指導を受けながらひたむきに取り組んだ学生たちや、地

域の伝統文化を愛してやまない地域の方々の熱い思いを特集に組んで伝えた内容に加え、参加し

た学生たち、そして臼杵地区出身者の皆様にとっても、改めて地域の資源やふるさとの大切さを

見直すきっかけにもつながったことが、主催した日本広報協会から高い評価を得ました。今回の

受賞は、広報担当者の日頃の弛まぬ努力もさることながら、伝統文化の復活に多大のご協力を頂

いた愛媛大学法文学部人文学科の井口准教授、学生の皆様、そして取材にご協力頂いた臼杵地区

の皆様はじめ、復活に向けご支援・ご協力頂いた全ての関係者の皆様方のお陰であります。今回

の受賞を誇りと励みにし、広報うちこは、町行政の目指す方向性を示すとともに、町と地域をつ

なぐ大切なパイプ役として、また内子町を全国に発信する重要なツールとして、更に充実した紙

面作りに努めて参ります。 

次に、内子町誌・文化編の発刊についてご報告致します。議員各位もご承知のとおり、今年の

1 月をもって３町合併１０年を迎えたことを記念した事業の一つとして、平成２５年秋から新し

い内子町誌の編纂作業に取り組んでおります。今回編纂している町誌は、旧３町時代に編纂され

た町誌を基に、愛媛大学法文学部の胡 光教授にご指導いただきながら、町民からなる編集委員が

可能な限りの調査や町民の記憶を収集し、新たな視点で編み直した内容となっております。また、

従来の町誌は重厚な表紙と辞典のようなものでございましたが、そのようなイメージをくつがえ

して気軽に手にとってもらい、町民自らが内子町を見つめ直し、再発見していただける町誌でご

ざいます。さらに、郷土・内子の歴史や文化を学び、未来に向けたより良い内子町を創る契機と

なることを期待しながら、新たなスタイルの町誌を編纂してみました。そのために、タイトルも

「うちこ時草紙」と名付け、写真を多用して見やすく、分かりやすい文章で、手に取ってもらい

親しみのある町誌となることを心がけ、今回の「文化編」、２７年度に「民俗編」、その次の年に

「歴史編」の３分冊で発刊をすることと致しました。今回は、Ａ４版・２０２ページの全ページ

カラーの「文化編」を発刊しましたが、この町誌を通して町内外の多くの方々が内子町の歴史や

文化に興味をもってくださることを狙っております。１冊１，０００円で、本庁、分庁、支所、
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自治センター、図書情報館、町内の伝統文化施設で販売しておりますので、この機会にお買い求

めいただきたいと思っております。 

次に、環境自治体会議（いこま会議）についてご報告致します。５月２１日から２３日までの

３日間、今年で２３回を数える全国大会が奈良県生駒市で、全国から延べ１，５００人を超える

参加者のもと開催されました。内子町からは、町民、職員計１２名が参加致しました。生駒市は、

大阪市・奈良市のベッドタウンとして知られており、住宅都市では初めて環境モデル都市に選定

されております。今回のテーマは、「住宅都市からの挑戦 近未来のライフスタイル」と題し、３

日間で全国各地の住民力・地域力や地域資源を活かした環境活動の実践例が紹介され、１２分科

会において、「地域資源活用型まちづくり」や「廃棄物の資源循環」といったテーマについて、各

自治体や団体が抱える課題解決に向けた熱心な意見交換がおこなわれました。協議の方向性とし

ては、自治体に共通する課題のなかで、住宅都市に典型的に現われる課題に焦点をあて、人口減

少や高齢化がまだ顕著に現れていない住宅都市で、打つべき手立てを考えることは、あらゆるタ

イプの自治体のヒントとなり得ると捉え、前年の北海道ニセコ会議のテーマであった「住民力」

を活かしていくことを論点として進められました。最終日には、環境自治体のこれまでおこなっ

てきた市民や市民団体、市内の事業者との協働により取り組みを継続し、更に発展させていくこ

とで、それを通じた市民の利便性の向上、産業活性化、防災力の強化などを図り、都市が抱える

課題に対応していくため、「待ち」から「攻め」の姿勢で進めていくことを宣言した「いこま会議

宣言」が採択されました。内子町としましては、過去の全国大会で積み重ねられた成果と会員自

治体どうしの情報交換を重ね、全国の先進事例を共有し、住民、企業、行政が互いを信頼し思い

やり、連帯して環境保全や持続可能な地域づくりに取り組んでいくことを申し上げ、環境自治体

会議のご報告とさせていただきます。 

 次に、元マレーシア首相マハティール・ビン・モハマド氏の来町についてご報告致します。 

マレーシアにおいて、県産品の販売促進に取り組む中村愛媛県知事の招待により、元マレーシア

首相のマハティール氏が、５月２３日から２５日にかけて来県されました。２４日には、内子町

にもお立ち寄りになられ、オーベルジュ内子で昼食をお召し上がり頂き、僅かな時間ではありま

したが八日市・護国の町並みもご案内させて頂きました。皆様もご存知のように、マハティール

氏は２０世紀後半のアジアを代表する指導者のお一人で、１９８１年にマレーシアの第４代首相

に就任され、在任期間は２０年を上回ります。引退され、８９歳になられた今もなお第一線で活

躍され、国内外で強い存在感を保っておられる方でございます。マハティール氏は、召し上がら

れたオーベルジュの昼食がとても美味しかったと大変ご満足で、内子町の訪問を心から喜ばれて

おられました。こうした国賓級の方に来てもらえる内子町であるということを私たちは誇りに感

じるとともに、これまでのまちづくりの方向性が間違っていなかったことを改めて感じました。

そして、これからも自信をもって、町並み、村並み、山並みが美しい、持続的に発展するまちを

目指し邁進したいと思います。 

次に、タイ国バーンカーム訪日団の来町についてご報告致します。６月８日から１１日にかけ

て、タイ国スパンブリ県ウートーン郡プラップラーチャイ区第２村、通称、バーンカーム村の自

治体関係者を中心に構成された訪日団が内子町を訪れました。タイ国では、タクシン政権時代に

日本の道の駅のような交流施設、タイ産業村が円借款により整備されました。この施設整備の際
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に、日本の道の駅運営について研修するため、平成１６年１０月にＪＩＣＡ集団招聘事業により

「内子フレッシュパークからり」に視察に来られました。バーンカーム村では、前回の視察研修

を踏まえて産業村を拠点とした地域活性化に努められておられており、活動が地域に一層浸透・

推進するよう、この度の内子町視察訪問となりました。視察内容は、「内子フレッシュパークから

り」の現状と展望のほか、内子町の概要や行政システム、環境保全への取り組み、町並み保存地

区や内子座見学、手漉き和紙体験や石畳むらでの手打ち蕎麦体験と多岐に渡りました。６月１０

日の夕方には、からりレストランで交流会を行い、親しく情報交換をさせて頂いたところでござ

います。これからも、これを機に交流を深め、更なる友好関係を築いていきたいと考えておりま

す。 

 最後に、上杉文庫の寄贈についてご報告致します。内子町に対して、毎年１００万円の内子ふ

るさと応援寄附金を贈ってくださっている、旧五十崎町出身で神戸市在住の上杉誠一さんが４月

２０日に来町されました。上杉さんは、子ども達の健全で心豊かな成長を願い、子ども達の図書

の充実に役立てて欲しいと平成２２年より今日まで寄附を続けて頂いております。内子町では、

「上杉文庫」として町内の小・中学校の図書室にコーナーを設け、上杉さんの思いを子ども達に

伝えるとともに学校図書の充実を図っております。この度は、上杉さんの母校である五十崎小学

校を奥様と共に訪問され、図書の贈呈と子ども達へは「本をたくさん読んで、心にいっぱい栄養

を送って欲しい」とメッセージを伝えられました。また、今年の９月に予定されている大瀬中学

校の修学旅行では、上杉さんが起業された会社を訪問させて頂く予定としております。上杉さん

の貴重な体験談と共に、生徒達に夢を与えてくれるような、そんなお話を期待しているところで

ございます。 

以上、９件の事柄についてご報告申し上げましたが、今後の活力ある内子町を創造するために、

町民の皆さんと共に協働して参りますので、引き続き議員各位のご指導とご協力を重ねてお願い

申し上げまして、招集のご挨拶といたします。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 以上で、招集あいさつ及び行政報告を終わります。 

 

日程第 ５ 一般質問 

○議長（池田洋助君） 「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いたします。議員の発言時間は会議規則第５６条第１項

の規定により４０分以内とします。発言残時間は前方左側の壁に設置しております残時間表示板

でご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめて質問されますよう、議員各位のご協力をお

願いいたします。理事者におかれましては、議員の質問の趣旨等に対する確認等がございました

ら、先にその旨を告げてから発言してください。議事整理の都合もありますので、通告者以外の

関連質問はご遠慮願います。質問通告者は、７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。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） それでは６月議会に当たり質問を致します。２年前の６月議会、私の初

めての一般質問の中で、「内子を元気にするためにはまず定住人口を増やしていくことであり、そ
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のためには、内子の特性や歴史･伝統･文化などを生かしながら、内子に住みたいと思ってもらえ

るような、他の地域にない魅力をつくりだすことである。内子の魅力を高め、町内からの人口の

流出を止め、さらに内子に来ていただく人を増やしていくことが、内子の元気につながり、私た

ちのふるさと内子がこれからも内子で在り続けることができるのではないでしょうか。」と申しま

した。そして、「今後、定住人口を増やすために具体的にどう取り組んでいくのか。また、人口減

少問題は、税収の減少、地域産業の衰退、交付税の減少、さらに住民サービスや道路、上下水道

事業等の社会インフラの維持管理における負担増など、いろいろな問題を引き起こすことになり

ます。内子がこれからも内子であり続けるために必要な内子の人口の数値目標を何人ぐらいと想

定されているのか」などを質問致しました。昨年３月議会では、「人口減少への具体的な施策はな

いのか、人口減少に歯止めをかけるために、これまでとは違う何か具体的な取り組みはないのか」

など、私は、内子の未来を何とかしたいとの切実な思いから、この人口減少問題をこれまでも何

度も取り上げて参りました。まさに今、このことが「地方創生」の中で問われているのだと改め

て感じております。さて、改めて内子町の現状を見てみますと、合併した平成１７年の人口は２

万６４６人でした。平成 ２７年６月１日現在の人口は１万７，６５７人です。この１０年間、毎

年約３００人ペースで人口減少が続いています。現状の人口動態が今後も続いた場合、２０４０

年には９，７９４人との予測もされています。その際の高齢化率は４７％に達するとされ、この

ままだと内子町の活力を維持することは難しくなることが想定されます。人口が減少するという

ことは、基本的に経済に対してマイナスの影響を与えます。 総務省統計局の家計調査によります

と、定住人口一人当たりの消費支出は年平均で約１２５万円です。現状では毎年、約３００人の

人口減少ですから、毎年３億７，５００万円のペースで経済規模、消費支出が縮小し続けるとい

うことになります。現在、町内総生産額は約４６０億円程度であり、当然人口減少と共にこれも

減っていくことになります。人口減少による経済規模の縮小により仕事が減少し、さらに仕事を

求めて人口が流出する恐れも出てきます。昨年１１月に制定されました、まち・ひと・しごと創

生法の第一条、目的には、「少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとと

もに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来

にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総

合的かつ計画的に実施する」とあります。また、第２条では次のような基本理念が示されていま

す。「魅力ある地域社会においてここでは、うるおいのある豊かな生活が営むことができるよう、

それぞれの地域の実情に応じた環境を整備すること」「結婚、出産又は育児についての希望を持つ

ことができる社会が形成されるよう環境を整備すること」「仕事と生活の調和を図ることができる

よう環境を整備すること」そして「地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、

魅力ある就業の機会を創出すること」などであります。これらが行われるに当たっては、「地域の

実情に応じ、効率的、効果的な行政運営の確保を図ること」とされています。 そして、第１０

条で市町村は、国や県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案して、当該市町村の区域の

実情に応じた、まち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画、いわゆる「地方

版総合戦略」を定めるよう努めなければならないとされ、現在内子町でもその策定作業が進めら

れています。私はこの地方創生を内子創生のチャンスと捉え、内子の確かな未来に向けて真剣に

取り組むべきと考えています。そこで、「地方版総合戦略」策定に関し、基本的な点について質問
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します。まず１点目は、町長はこの「地方版総合戦略」策定をどのような観点から取り組もうと

されているのか、伺います。２点目に、すでに地方版総合戦略を策定している自治体もあるよう

ですが、いつ頃までに策定されるのか伺います。３点目にこの地方版総合戦略と総合計画との関

係をどうとらえられるのか伺います。またこの「地方版総合戦略策定の手引き」を見ますと、「広

域観光や都市農村交流など、個別の施策における複数市町間の連携を積極的に取り組むことが期

待され、さらに、経済面、文化面、地理的状況等の観点から一体性・関係性のある広域圏におい

ては、複数の市町が共同して地方版戦略を策定することも考えられる」とありますが、その点に

ついての町長のご所見を伺います。また、「地方版総合戦略」策定に当たり、住民・産業界・行政

機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア等の参画が重要であるとしていますが、内子町

においてはどのような体制で取り組むのか伺います。次に、日本中で「夢や希望を持ち、豊かな

生活のできる町をつくり、地域を担う個性豊かで多様な人を確保して、魅力ある仕事を創出し、

人口減少に歯止めをかけるという政策を追求する」ということですが、結果的に、ある地域の人

口増加は別の地域の人口減少を引き起こすことになるのではないか。また、創意工夫にあふれた

人材を得た地方とそうでない地方とでは、人口だけではなく、所得水準、教育など基本的な住民

サービスの面で格差が出てくるのではないかと思いますが、町長のご所見を伺います。 

次に、伊方原発について質問します。一昨年９月議会において、宮岡議員の質問に対し、町長

は「安全が保障されない原発は再稼働するべきでない。国民の命が一番大切である。そして、徐々

に原発への依存度を下げていくべきだ。安全であるかどうかの判断は、原子力規制委員会が新し

い基準に基づいて、専門的な立場から厳格に審査し、判断をされるべきものであると思います。

また立地自治体や県のご判断もあると思いますけれども、そういう所を総合的に判断されていく

んだろうというふうに見ておるところでございます。」と答弁されています。さて、伊方原子力発

電所３号機について原子力規制委員会は、再稼働の前提となる審査に事実上合格したことを示す

審査書の案を全会一致で取りまとめ、これからは、地元の同意が焦点になるとの報道がありまし

た。しかし、一方で、福井地裁は、原発再稼働の可否を決める新規制基準は「緩やかにすぎ、合

理性を欠く」と指摘し、新基準を満たしても安全性は確保されないとして高浜原発の運転を直ち

に差し止める司法判断をしました。政府の原発政策に根本から見直しを迫る内容となっています。

そして、福島原発は今なお終息のめどすら立っていない状況にある中、町民の生命と安全を守る

べき町長として、伊方原発再稼働に対するご所見を改めて伺い質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からは伊方原発３号機再稼働につきましての答弁をさせていただ

きたいと思います。この問題につきましては、今まで何回か本議会でも申し上げてきたところで

ございますけれども、森永議員から改めてのご質問でございますので、お答えをさしていただき

たいというふうに思ってます。私は、基本的にこの原子力の依存度をやっぱり下げて行くべきだ

というふうには考えております。これは今までにも申し上げてきたところなんですけれども。あ

の福島の状況を見た時に、なかなかこれはもし事故が起これば取り返しのつかないことになりか
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ねない、だからこの依存度というのはなるだけ早く下げて行く。そしてゼロになるのが一番いい

いうふうなことを申し上げて参りました。しかしながら、現実にそれがゼロに出来るのかどうか。

他のエネルギーとのベストミックスはどうなのか。これは国のエネルギー政策の問題であります。

３号機の再稼働につきましては、最終的に私は知事、あるいは愛媛県議会、また伊方町、伊方町

議会、今のところここが地元ということでございますので、地元の皆さん方が、そこがどういう

ふうにご判断されるかということだというふうに私は思っておりますが、しかしながら、現実に

森永議員もご案内のように、黒内坊が３０キロのＵＰＺのラインに入っているということでござ

います。そこから１キロもすれば、今度内子の中心市街地に入ります。あそこが３０キロであれ

ばここが４０キロ、５０キロいうことから考えますと、これは内子町全域のことを考えないとや

っぱりこれはいけないなというふうに私自身は考えているところです。したがって、内子町地域

防災計画で、安定ヨウ素剤を飲んでいただく全町民を対象に６，０００人分、町は用意をしてお

るところです。また、地域防災計画の中でどういうふうに地域の皆さん方に避難していただくの

か。今のところ、黒内坊の人については避難訓練をやって参りましたけれども、全町民をどうい

うふうにして網をかけて対応していくのか。これからでございます。これは大変な作業で内子町

だけではなかなか難しい。大きな課題だというふうに思ってます。したがってここのところは国

に対しても、地域防災計画に対してしっかりと地域に来てですね、指導してほしいと、関わって

ほしいということを強く求めたいというふうにも思っているところでございます。以上でござい

ます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは私の方からですね、１番の地方版総合戦略策定についての

ご質問にお答えをしたいと思います。まず１番目の地方版総合戦略をどのような観点から取り組

もうとされているのかというご質問。それから３番目にご質問の地方版総合戦略と内子町の総合

計画との関係をどう捉えられているのかということにつきましては、関連性がございますので、

併せてご回答をさしていただきたいと思います。内子町では町の将来像である、「町並み、村並

み、山並みが美しい、持続的に発展するまち」を実現させるためには、一定規模の人口を将来に

渡って維持させる必要であるということは言うまでもございませんが、内子町の総合戦略は、主

にＵ・Ｉターンによる人材の確保と起業支援、農林業や観光振興による産業の振興、若い子育て

世代への支援、安全・安心のまちづくりなどの観点から計画策定を進めてまいりたいと考えてお

ります。手法としましては、国と同様、経済分析システム等ビッグデータを活用した「長期ビジ

ョン」により目標人口数値を設定するとともに、それに向けてどう施策を講じていくかという、

具体的な実行計画としての「地方版総合戦略」を並行しながら組み立てていきますが、内子町で

は、昨年度末に２年間をかけて作り上げた第２期総合計画がございますので、第２期内子町総合

計画・基本計画をベースにこれを具現化させるものという位置づけしてございます。 

 それでは、２点目のご質問でございますけれども、すでに地方版総合戦略を策定している自治

体もあるようですが、いつ頃までに策定されるのかというご質問でございますけれども、内子町

では８月末までにはその骨格をまとめまして、最終的には１０月下旬に策定という目標を掲げて
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取り組みたいと考えております。 

続きまして、４点目でございますけれども、このご質問は広域的に一体感といいますかね、経

済とか文化とか地理とか一体性、関係性のある広域圏においては複数の市町が共同して戦略を策

定することも考えられるとあるが、この点についてどうかというご質問でございますけれども、

観光振興事業など単独よりも広域で取り組むことがより効果的だということが判断でき、他市町

との連携がもしもとれるようであれば、それを検討して今後考えていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから５点目のご質問で、この策定にあたり住民、産官学金労言の参画が重要であるとして

おるが、内子町においてはどのような体制で取り組むのかというご質問でございますけれども、

内子町においても、行政、住民の代表者、産業、大学、金融機関、労働関係団体、マスコミなど、

幅広い分野の有識者に参加して頂く予定にしてございます。人選を６月中に行い、第１回目の会

合を７月中に実施したいと考えております。 

 ６番目のご質問でございます。このご質問は、格差の事が出ているのではないかと思います。

やった所とやらなかったところはないと思うんですけれども、その度合いによっては人口や所得

水準、教育など基本的な住民サービスの面で格差が出てくるのではないかと思いますが、ご所見

を伺うと。この内容でございますけれども、まち・ひと・しごと創生本部では、東京など都市部

の人口一極集中を是正し、地方への人の流れをつくるとしており、いま国会で審議されている地

方創生関連３法案などは、まさにその人の流れを促進させるものであります。都市部から、過疎

化が進む地方への人の流れがまんべんなく進み、バランスよく地域が潤うようにするためには、

これまでにない国の思い切った施策が重要であることは言うまでもありませんが、それぞれの自

治体においても、知恵を絞り、いかに魅力的な地域をつくって人の流れを引き寄せるかは、地域

が生き残る為には必要なことであり、今回の地方版総合戦略策定はそのために行われるものでご

ざいます。地域間で所得水準や教育などに格差が出てくるというご質問について、取り組みの度

合いや手法により地域間の格差が出てくるのは、ある意味当然のことであるというふうに考えて

おります。我々は、我々の地域が将来に渡って住み続けられる町にするために、今できることを

精一杯取り組むだけだというふうに考えております。以上でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） まず、地方版総合戦略の策定について何点か再質問を致します。今、答

弁ありましたようにですね、今回の地方版戦略は東京から地方へ人の流れを作るといったことで

地方をいかに活性化させるかといったことがテーマになっておるわけですけれども、でも地方版

総合戦略の策定あたりや、地方創生のいろんな国の資料を見ておりますとですね、やっぱり今ま

でも、これまでも例えば内子でもですね、地域の魅力を高め、人口減少を食い止める、産業の改

革に取り組み、多様な雇用を創出するといった取り組みはなされてきております。しかしそうい

ったことが全国的にみても実効性が出てこなかったということが一番の原因でもあるんだろうと

思うんですが、それをさらにこれから地方創生という名のもとに全国の自治体がしていくわけで

す。そうすると今課長の答弁にもありましたが、どうしても格差が出てくる。これは国の方もで

すね、格差というのは出てきてもしょうがないといったような、言ってみれば、自治体の勝ち組
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と負け組を容認しておるような発言もあります。一例を言いますと、早く成功事例を作った方が

他の自治体の参考にもなるので先行自治体をどんどん後押ししたい。過渡的に市町村ごとに差が

出てくるのはやむを得ないといった首相補佐官の発言があったりですね、自ら考え、真剣に取り

組む自治体がさらに勢いを増し、やる気がない自治体との格差を開いて行く。今回の地方創生の

先にあるのはそうした厳しい姿かもしれないといった政権幹部の発言もありますが、私はやはり

取組みとしてはですね、今まで内子のやってこられた取組みというのは間違ってないと思うんで

すけれども、やはりそれをさらに他とは違うんだというような何か独自の取組みというのもです

ね、今の産官学金労言ですか、大勢の方の有識者を集約していろいろ取組まれるということです

のでですね、そういったこれまでとは違ったアイディア、視点からそういったものに取り組むべ

きと私は思いますが、その点についてのご所見もう一度お伺いします。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） ご質問の意味はよく分かりました。内子町独自の取組みはないのか

というご質問でございますけれども、今回、国の総合戦略にはですね、４つの柱がございまして、

基本目標１番、地方における安定した雇用を創出する。基本目標の２番、地方への新しい人の流

れを作る。この２つにつきましては、総合計画基本構想で定めた戦略１の稼ぐ力のある内子町を

目指すこと、そして今度基本目標３の若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる。基本目

標の４番、児童にあった地域を作り、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携するという

この３番、４番につきましては、内子町の総合計画の戦略２の住み続けられる内子町を目指すと

いうところにまさしくこれが当てはまっております。ですから、内子町が２年間をかけまして作

り上げて参りました、住民の皆様のご意見とかいろんなことを参考にさしていただいて作り上げ

た内子町の総合計画と、今回の国が言って参りました戦略との間には非常に重なっている部分が

ございまして、それはそれで内子町としてはこのまま力強く続けて行くんですけれども、議員ご

指摘のように内子独自の新しい取組みという問題につきましては、今後、開催を予定しておりま

す産官学のいろんな方の有識者の会議の中でまた新たな視点が出てくる可能性がございますので、

その中でご意見を頂戴しながらさらにどうしたらいいかという問題につきましては、議論を重ね

て良いものを作って行きたいというふうに考えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） ３番目の質問のですね、地方版総合戦略と総合計画の関係ということを

お聞きしたわけですけれども、今、答弁を聞いておりますとこういうことでしょうか、総合計画

と総合戦略というのは今回策定をするわけですが、総合計画については今言われたように２５年、

２６年度の２カ年で作成されたと思います。そしてこの地方創生の機運が高まったのが平成２６

年５月の日本創成会議が出した消滅自治体リストの公表が呼び水となってですね、急速に地方創

生の流れが出てきました。そして、９月には石破さんが大臣になられ、１１月に地方創生法が成

立したわけですが、そうすると今の答弁を聞いておりますと、そういったことを国の総合戦略づ

くりの動向も念頭に置きながら第２期総合計画は策定されたということでよろしいんですか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 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けれども、平成２６年の１２月２７日にこ

のまち・ひと・しごと総合戦略の基本的な考え方は閣議決定をなされて、この時に初めて我々は

そういう具体的な中身については知ることができました。ですから、国が４つの基本的な目標と

いいますのを定めた時期よりもですね、内子町で総合計画の基本構想を組み立てていった時期が

若干１年くらい早いということでございますので、国よりは内子町の方が先に立てた計画が国の

方針と、後から出してきた分と重なったという考え方です。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 内子町の第２期総合計画を見てみますとですね、努力目標としての内子

の将来人口を掲げることも大事ですが、減少という現実を直視してそれに対応出来る施策を用意

する事が最も重要です。さらに人口増加を前提とした発想を改め、人口減少を前提とした生産性

の高いまちづくりを推進する必要があると書かれています。さらに、内子町は将来の人口減少を

前提としてその悪影響を緩和し、町民の暮らしの質を損なわない住み続けられる町を目指します

と書かれていますが、地方創生というのは一番の目標とするところは人口減少をどう解決してい

くか。人を増やしていくかということだと私は思います。地方人口ビジョン策定をしなさいとい

うことでありますが、この人口ビジョンというのは地方版総合戦略においても、まち・ひと・し

ごと創生の実現に向けて効果的な施策を計画・立案する上で重要な基礎と位置付けられておられ

ます。そうすると、内子町の第２期総合計画の中では、人を増やそうというようなことではなく、

減少を直視してそれに対応出来る施策をといったようなことで、ちょっと地方創生の考え方と根

本的に違うような気がするんですが、その点どういう整合性を持たされようとしているのかお伺

いをします。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 議員ご指摘のようにですね、人口が増やす方の計画といいますのは、

過去内子町のみならず、全国の市町で右肩上がりに人口がどんどん増えて行く時の計画の立て方

といいますのは、何年先にはこれだけ人口が増える、それから生産量もこれだけ増える、という

ふうな右肩上がりの計画を立てて参りました。今回のようにですね、１０年間先を見越して人口

規模はこれだけ減るよ、それから生産性も落ちてくるよ、だんだんお年寄りの方が増えてそうい

った方たちのための提案するための予算もどんどん増えてきます。ですから、なかなか苦しいこ

れは計画なんですよ、ということを如実に表すような計画を作るのは、たぶん初めての経験とい

いますか、下がっていく計画、下がっていることが明らかであるという計画の中でございますの

で、国も一極集中にならずにそれを地域の方にずっと広めて行って、日本の国全体ではこうしま

しょうという考え方なんですけど、内子町が目指しておりますのは、ただただ人口が減って行く

ということを真正面に見据えた中で、その減り方をぐっと減るんじゃなくて、緩やかに減って行

くようなラインといいますか、そのためにはＵ・Ｉターンで人を入れて行く。それから働く場所

も企業もしていただいて増やすとか。それから、地域の資源を活かした農業とか林業とかそうい

ったものでの個人的なその所得を上げていってもらって定住をしていただくというふうな取り組
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み。それから子育て支援とか、いろんなものを内包しておりますので、減らす度合いをですね、

少し緩やかにという意味で現実的に将来を見据えた中で取組みをして行こうというのが総合計画

ですので、ちょっと苦しい答弁なんですけど、そういったところでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 総合計画のですね、今の説明は私も十分理解できるんですが、ただ、今

回の地方創生に関してはそれではだめでしょうと。やっぱり人口は増やしていくようにしないと

だめでしょうということをどうするかということが問われとるんであって、なかなかその辺の切

り替えをですね、していく必要もあるんだろうと思うんです。いろいろと見てみますと、総合計

画と総合戦略というものの関連性をどう付けていくかといったようなことも課題になっています

けれども、私が思うのは、今いわれたように総合計画は人口が減るのを緩やかにしていこうとい

うような考えがベースにあるということですが、今回の地方版戦略はあくまでもそれをどうあげ

ていくかということなんで、私は総合計画を見直すという意味でもないんですけども、地方版戦

略としたものをしっかりとそういう国の趣旨に沿ったものにですね、しっかりといろんな方のご

意見も聞きながら進めていきたいということだけをお願いします。それと５番目の質問でどのよ

うな体制で取り組むのかということですが、ということは今の答弁を聞きますと、今回はコンサ

ルへ委託せずに住民の皆さんを中心にいろんな業界団体、金融機関、労働団体、メディア等の参

画で作って行くということでよろしいでしょうか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 今回の計画につきましては、コンサルには発注せずにですね、町の

方で取り組んで参ります。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） ６番目の質問なんですけど、言われたように第２期総合計画の中にもこ

れからは減少する人口を各市町村が奪い合う形になり、生き残りをかけた都市間競争、自治体間

競争が続きますと言ったようなことが書かれています。私も今回の地方創生でですね、日本中が

同じような事をして、日本中が良くなるというようなことは私もそうならないだろうと思ってい

ます。ということは、よそはどうあれ、内子だけはその自治体間競争に勝ち抜かなければいけな

いと。そのためにどうするかということなんでしょうけれども。この質問の最後にですね、そう

いった町長が言われる稼ぐ力、住み続けられる内子を目指す上でもこれまで以上の覚悟と行動、

そして何が何でもこの自治体間競争を勝ち抜くという意気込みが必要だと思いますが、最後に町

長のその意気込みを聞かせていただいてこの質問は終わります。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 先ほど森永議員の質問の中で、地方創生がらみの中で内子町の総合計画

を見直すべきではないかという意味の、もしご発言だというふうに私は捉えたんですけど、もし

そうであれば私は見直す必要は全くないというふうに申し上げておきたいというふうに思ってい
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るところでございます。それから地方創生の話でございますけれども、もう課長が申しましたよ

うに国はですね、基本的に１，７００ある町や村はどういう町や村をつくろうとしているという

ことを応援すべきであって、その村の方向性についてまで口を挟むべきではないというのが基本

的には考え方なんです。その町には町の産業構造があったり、おじいちゃんやおばあちゃんたち

の願いや希望があったり、そういうものがその町で議論をして作り上げてこんな町をつくって行

こうね、そういう物が見えたならば、国は全力でその町を応援していくというのが私は国の姿だ

ろうというふうに思ってるんです。ですから、今回の地方創生も、やれ早く作れ、何月までには

作り上げろとかですね、あまりにも忙しすぎる。私はそう思っているんです。だけども内子町の

場合には、幸いにして２年くらいの時間をかけて総合計画を作ったものがありますから、これを

基本に私たちは作り上げたんでいいというふうに思っております。ただ、整合さすところは若干

ありますから、これは整理させないかんだろうなと。大筋で内子町の総合計画を国が支援するの

が地方創生だというふうに私は捉えているところです。以上でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 今、町長言われるのは私も分かりはするんですけれども、しかしそうか

といって今、日本中でですね、地方創生ということでやらなければいけないわけです。そして総

合計画を私は見直せという意味でもないんですけれども、総合計画は先ほども申しましたように

基本的に人口減少を前提とした中で、どうまちづくりをしていくかということがベースにある。

一方で地方創生というのは、それをそうじゃなしに地方の人口をどう増やしていくかということ

がベースにある。その大きな違いをどう整合性をつけるかということがですね、私はやはり大事

なんだろうなと思うんです。そうすると一方ではそういう総合計画が人口減少を前提とした町づ

くりをするというのがあり、一方では地方版総合戦略で人口を増やすためにこうします、ああし

ますということになると、それは矛盾してくるんで、その辺はやはり一つのものにしていくよう

な形も考えてもよろしいんじゃないんでしょうかという一つの提案をしたつもりです。それはそ

れで。 

 次に伊方原発について町長最初に答弁されたんで、あれですが、どうも町長は一昨年の９月に

宮岡議員さんの質問に対する答弁とほぼ同じような内容の答弁をされています。しかしそう聞い

ておりますとですね、先ほども質問の中で読み上げましたが、規制委員会が新しい基準に基づい

て専門的な立場から審査をするんだろうということと、立地自治体や愛媛県の考え方もあるんだ

ろうというふうなことを言われますが、私がですね、今回質問したのは内子町の町長として、ま

してや今言う、例えば核のゴミにしても、穴掘って１００万年も置いておかないかんというよう

な、処分の技術も確立していない中、そしてまた福島原発が終息の目処すら立っていない中、そ

んな中でやはり私は町長として賛成か反対かといったことを端的にお聞きをしたかったんですが、

その点についてもう一回、賛成か反対か改革についてですね、それを答弁お願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今までの議論で私の基本的な考え方は申し上げてきたと思いますね。で

すから町としておかれた立場を考えた時に国に対して安全のことについては徹底的に申し上げな
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いといけない。安全性の確保ですね。このことについては、国等々についても申し上げないとい

けないということを考えております。以上でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 原子力規制委員会のホームページ見ますと、新規制基準は原子力施設の

設置や運転等の可否を判断するためのものでこれを満たすことによって、絶対的な安全性が確保

できるわけではないといったようなことが原子力規制委員会のホームページに書いてあります。

ということは誰もですね、原発が安全だとは誰も言えないということだと思うんです。そんな中

で、おそらく内子町は３０キロ圏内にはなっていますが、四電との覚書も交わされていません。

そういった中で、おそらく県が覚書を交わしていない町や、内子や宇和島あたりの周辺地域の市

町の意見を聞かれるということになってくるんだろうと思うんですが、その時にですね、私は今

の町長のお考えを言われるのか。私はこれ町民の生命と財産に係る大切な問題なのでこの内子町

として県に対して意見を言う場合にやはり町民の皆さん方のですね、意見を集約した中で賛成の

方が多いとなれば賛成という立場を表明するべきだと思うし、反対が多ければやはり内子町とし

ては反対ということをですね、やはりしっかりとものを言うようなことをしないと、なんか前の

答弁でも総合的に判断されていくんだろうというふうにみているところでございますとかですね、

今日の答弁聞いてもなんかそういったことまで立ち入った答弁にはなっていないんで、私として

はやはりこれは大事なことなんで、先ほども申しましたように町民の意見を集約するということ

をですね、されるべきだと思いますがその点についてはいかがでしょう。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 議員の皆様方もおられますから議会の動向、考え方等々もですね、参考

にさしていただきながら県に対して、あるいは国に対して、四電さんに対して、物を言わなくち

ゃならないものについてはしっかりと申し上げたいというふうに思っているところでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 以上で終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで１０分間休憩をします。 

 

午前１１時０７分 休憩 

 

午前１１時１７分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、山崎正史議員の発言を許します。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） １２番、山崎です。 
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〔山崎正史議員登壇〕 

○１２番（山崎正史君） 久しぶりに一般質問をやらせていただきますので、私の不手際が出る

かもしれませんがその部分はご了承いただいとったらと思います。それでは通告通り３点につき

まして質問をさしていただきたいと思います。まず、１点目ですが、内子町では地方自治法に基

づいて新生内子町の将来を展望して２００７年から２０１５年までの第１期総合計画が策定され

ました。その計画の中で特に農林業再生プロジェクトと銘打って、農業は内子の要の産業である

と位置づけ、内子町農業再生緊急プランに基づいて機動的かつ柔軟な施策の展開をはかり、農業

の緊急再生の対策に取り組むと明記してあります。その取り組み例としては何点か１０項目ほど

書いてありますが、特に担い手育成の確保、新規作物への転換など何点か明記してあるようでご

ざいますが、この計画期間中にどのような成果をあげられたかについてまずお伺いを致します。 

次に第２期総合計画の中で同じく、農林業再生の新たな挑戦として農業衰退の危機意識をばね

に、法人化やＩターン者就農支援による中核農家の育成、２つ目に集落営農のように地域が助け

合う農業を目指し、農村景観保全に努めるなど５項目が掲げられております。また具体的な取り

組みの中では第１期計画と同様に新規作物への転換、担い手育成の確保が取り上げられてありま

すが、どのような方策で取り組んで行かれるのかお伺いを致します。また担い手の確保のため、

内子町独自の支援制度を創設すると書いてありますが、具体的にどのような制度を考えておられ

るのかお伺いを申し上げます。次に第１次産業の振興についてこれが一番大事な部分であろうと

思うんですが、内子町の総面積約３００㎢のうち、山林原野が約７７％の２３１㎢、田畑が７．

３％で２２ｋ㎡で、総面積の約８５％にあたる２５３㎢が山林・農地で占められております。私

は以前から思っていたわけですが、内子町の人口減少、後継者不足というのは、内子町が基盤と

している農業、林業、特に農業の衰退が大きな影響を及ぼしているのではないかというふうに考

えております。先程、森永議員も申されましたが、平成１７年１月の合併当初は、７，３０３戸

で２万０，８１４人が生活を営んでおられました。ところが、平成２７年５月現在で７，２６５

戸１万７，６８０人となり、ここ１０年間で戸数的には減少が少ないわけではございますが、人

口においては３，１３４人の減少をみております。農業の衰退がやっぱり人口減の大きな要因で

ないかと考えております。このままの現状で手をこまねいておりますと、農村景観と自然環境、

そして先人達が永遠と守り続けてきた地域の文化や伝統は、維持継続が不可能になるのではない

かという危惧があります。先程、町長の所信表明がありましたが、臼杵のお練りの件がありまし

た。今まで内子町においても愛媛大学、松山大学、法政大学等々、各種教育機関から人材を送り

込んでいただいて、商店街の活性化、からりあたりの活性化、農業の活性化に取り組んではきて

おられますが、現状としてはやはり人口減、農林業の衰退にはなかなか歯止めがかかっていない

状況ではなかろうかと考えております。やはり農業は地域とともにある産業でございます。一次

産業こそが地域を守り育て、ひいては商店街の活性化につながるというふうに考えて疑いません。

町長は、一次産業の振興をどのような形で今後図っていこうと考えておられるのかお伺いを申し

上げまして、私の質問とさしていただきます。よろしくご答弁をお願いします。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 小野植産業振興課長。 
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〔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） 第１次産業の振興についてお答えをさしていただきます。ま

ず、第１期総合計画の中で、農業施策の検証結果についてでございますが、総合計画の推進に当

たりましては、毎年度当初の拡大経営会議におきまして、事業の進捗状況や本年度の取り組みに

ついて確認し進めているところでございます。また、第２期総合計画の策定に当たりましては、

それぞれの事業の達成度について評価し、課題等についてはとりまとめて次期計画につないでお

ります。全体的な評価でございますが、各種施策については極力目標を設定し取り組んできまし

たが、目標を達成していない項目もあり、今後、戦略的にしっかり取り組んでいく必要があると

考えています。農林生産物販売額では、平成２２年度が約３３億円でありましたが、葉たばこの

廃作、生椎茸及び米の価格低下等により約４億円減少しましたが、増加した品目もあり平成２６

年度は前年度より増加傾向にあるものの約３０億円となっております。主な取り組みとして、葉

たばこについては、平成２３年度に日本たばこ産業株式会社が大規模な廃作奨励を行ったことに

より、耕作農家９６戸、耕作面積９７ヘクタールから、現在の３５戸、４１ヘクタールへと大幅

に減少することになりました。町では野菜、果樹、薬草等の転換作物の推奨や農地の貸借等のポ

ストたばこ対策を講じ、廃作農地の約８割まで他作物への転換が進んでおります。特に薬草のミ

シマサイコ栽培には、３１戸の農家が５ヘクタールの栽培に取り組んでおります。基幹作物の落

葉果樹の新品種や新規作物への転換は、技術指導支援や雨除け施設等の整備費助成により青系ブ

ドウについては、６．５ヘクタールの目標に対し７．１ヘクタールの栽培となり、ブドウ、キウ

イ、きゅうり等で販売額を伸ばしています。また、収量増や省力化等を図るため、新技術の梨の

ジョイント栽培やじゃばら栽培等の取り組みを行うなど、産地化に向けて取り組んで参りました。

中核的な担い手の確保について、目標は２７０経営体で、そのうち、法人数が１３となっていま

すが、２６年度末で２４９経営体と９２％の達成率ではあるものの、そのうち法人経営が１７経

営体と徐々に増加をしております。新規就農者の育成・確保については、大瀬地区にある新規就

農者研修施設の研修生７名が町内で就農し現在１名が研修中であり、国の青年就農給付金制度を

活用し、１０名のＵ・Ｉターンの担い手の方が各地域において就農がなされております。環境保

全型農業推進の一環として実施しております内子町特別栽培農産物認証制度は、「内子フレッシュ

パークからり」を中心に取り組んでもらっており、出荷認証では、目標１４０戸に対し１２７戸

と９０パーセントの達成率となっております。今後も継続して認証事業を進めるとともに特別栽

培農産物のさらなる普及拡大を図りたいと考えております。また、町内の耕作放棄地対策として、

耕作放棄地のうち農地復元可能である３００ヘクタールのうち、１割の３０ヘクタール程度を担

い手の確保等により農地復元する目標を掲げておりましたが、国の耕作放棄地再生利用緊急対策

交付金事業で３戸の農家が１．２ヘクタールの果樹園に転換されたのにとどまり、担い手が減少

する中で実績を伸ばすことができていない状況にあります。また、都市と農村の交流促進につい

ては、平成２２年度から豊島区を中心とする「観光物産展」を計２３回開催してきました。特に、

巣鴨での内子フェアでは、新たな内子ファンを増やすため、来訪者を対象にアンケート調査を行

ってきております。目標は１万人としておりますけれども、最終的に利用可能な名簿でございま

すが、３，０００人となっております。森林整備については、平成２３年度から本格的に経営計

画制度に移行して以来、２４年度に２８０ヘクタール、２５年度、２６年度にはそれぞれ約４０
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０ヘクタールと順調に集約化施業に繋がっており、目標に掲げていた小田原木市場の取扱量２万

５，０００㎥に対し、２６年度には約２万４，３７２㎥とほぼ目標に達したものの、町産材利用

木造住宅建築補助の年間利用件数は目標１０件に対し、５件から８件となっております。鳥獣害

対策においては、ワイヤーメッシュ柵等の、被害対策事業も並行しておこないましたが、それで

も、捕獲目標頭数１，１００頭に対し、１，２００頭を超えており、引き続き対策の強化が必要

と考えております。 

 続きまして、２番目でございます。第２期総合計画で掲げている農林業施策を具体的にどのよ

うに進めていくのか。第１次産業の振興こそが、それぞれの地域のコミュニティーを守り育てる

基幹産業と考えるが、どう考えるかということについてお答えをさしていただきます。農林業の

振興は、内子町の要となる産業でありますけれども、その農林業が今や危機的な状況にあり、地

域のコミュニティーを守り育てる意味からも第１次産業の振興は、非常に重要であるというふう

に認識をしております。第１期総合計画では、農林業振興を図るため項目ごとの目標を定めるな

ど、活性化のため取り組みをおこなって参りましたが、検証結果をもとに、十分な成果が表れて

いないものについては更に強力に取り組み、また新しい事業にもチャレンジするなど農林産物売

上高を現在の約３０億円から３５億円をめざし取り組んで参りたいと思います。今後、国内の人

口減少は急速に進み、それに伴い消費支出総額は縮小していくことが予測されますので、地産地

消はもとより、地産外商にも目を向け販売ルートを確保することが最も重要であります。そのた

めには、マーケット市場の広い都市圏や海外でも内子町や町産品を知っていただく、或いは評価

される商品を作っていくことが大切であると考えております。その手段として、都市圏等でのフ

ェアや企業等への訪問を行ってきておりますが、今後とも農協や森林組合、商工会、県等とも連

携しながら販売促進活動に取り組んで参ります。また、本年度から国内外で開催される商談会等

に参加する法人等に対し助成対象経費の２分の１で、２０万円を限度に補助する内子町産品販路

開拓支援助成金の制度を創設しましたので、町産品のＰＲや販路開拓につなげたいと考えており

ます。また内子町は中山間地域のため、平地部が少なく限られた面積の中で農業をおこなってい

ますので、様々な面での工夫が必要であると考えております。からりや、せせらぎの取組みを全

面的に支援するとともに、農業においても、生産・加工・販売、いわゆる農業の六次産業化を進

めて行くことや、生産効率を上げ所得向上を図る一つの取り組みとして、露地栽培から施設栽培

に転換していく必要があると考えており、雨よけ施設やハウス栽培等への助成を拡充したところ

でございます。また、農業の担い手への農地集積や生産法人への取り組み等も加速化する必要が

ありますし、担い手確保も重要であります。担い手確保については、現在まで移住者の確保に取

り組んで参りましたが、平成２４年度から国の青年就農給付金制度が創設されましたので、この

制度を活用し、Ｕ・Ｉターンの担い手の方が内子町で就農していただくよう、新たな会場でのＰ

Ｒ等を行うなど受入の取り組みも加速させていきたいと思います。また、農地や農業施設の適切

な保全管理が困難となっています。課題はあるものの、多面的機能支払交付金、中山間地域等直

接支払制度、経営所得安定対策を活用した地域ぐるみの共同活動を支援し、耕作放棄地の拡大を

抑制し農村景観保全に努めていきたいと思います。また、農産物のトレーサビリティ・システム

によって、安全性を確保し、顧客満足度の追求や品質向上を図り、特別栽培農産物の普及拡大を

進め、青系ブドウをはじめ、内子のブランドイメージを確立したいと考えています。林業につい
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ては、長引く木材価格の低迷、担い手不足等により、厳しい状況にありますが、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する必要があると考えて

おります。そのため、現在、林業の六次産業化をめざし、町内外の林業や木材関係者、流通業者

や商業関係者等へのヒアリングを進めており、新たな視点や発想で町内における木材を利用した

新たなビジネス産業の構築や、椎茸についても、直販を含め多様な販売に挑戦することが必要と

考えております。農林業で所得をあげていくことは、就農者の確保にもつながって参ります。様々

な課題はあるものの、開校して３０年になる農村塾では、様々な方々からの知恵をいただき、現

在まで観光農園やグリーンツーリズム、からりなどに取り組んで参りました。今後もこの農村塾

で多くの方が学び、実践するとともに、農協や森林組合、関係機関等と連携をより強め所得向上

をめざし取り組んで参りたいと思います。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 延々と話していただきましたが、現実的にですね、２００７年に第１

次計画を立てた。今回１５年からまた新たな第二次計画を立てた。その中で例えばブランド化と

か、例えばからり、せせらぎ、そしてトレーサビリティの強化、果たしてこれがすべてですね、

それぞれの個別の農家に浸透していけるのかと。現状、からりにおいても現実的に生産農家も減

少しております。本来、一産業というものにかなり、林業につきましては、私は多少、サイクル

が全然違いますので、そんなには思いませんが、農業についてはかなり、答弁にありましたよう

にＪＡとの連携、それで町長がよく言われる出口戦略、販売力をどうやってつけていくか、その

辺がやはり今後の課題として大きい部分を占めるんじゃないかなと。そこがなければ、やはり後

継者育成っていうのが不可能になるんじゃないかなと。私は自分の個人的な仕事として運送業務

をやりながら大瀬地区、小田地区、車で、仕事で走ることがあります。そうすると、やはりどう

しても後継者がいない、高齢化が進んでいる、現実的に５年前の平均的な就労年齢っていうのが

６５歳程度じゃないかなという資料の中でちょっとあったんですけど、あれから５年、７０歳で

すよね。その人達に後継者で帰れって言ってもなかなか難しい。できれば４０代、５０代、６０

代前半、遅くても。その方々にどのような支援をしていって、どのような形で各農家の生産性を

上げながらその地域で生活していく基盤を作って行くか。これを真剣に考えないとおそらく徐々

に地域っていうのは消滅していくんじゃないかなと。謳い文句で例えば「町並み・村並み・山並

みが美しい、持続的に発展するまち」、この中で「村並み」が消えたらどうなるか。先程言われま

したように消費人口の減少によっておそらく商店街もおのずと疲弊してきます。そういった問題

を考えるとやはり、どのような手立てでどのような手段でやっていくのか。例えば、営農支援セ

ンターがあるんでしたら、現在各農家が耕作地の面積に見合った例えば、営農経営プランをモデ

ルみたいなものを作るとか。ただ、国の補助でこうしてください、認定農業者になればこうです

よ、中間産地域直接支払制度だったらこうですよ、中間産地の直接支払制度も高齢化が進んで、

今まで参加していた人は参加できないような状況になっていると聞いております。その辺に対し

て行政としては、どのような手法でどのような手立てで農業を後押ししながら地域を守って行く

のか。その辺を担当課の課長は３年か、２年間で異動されますので、なかなか答弁しにくいと思

いますので、町長その辺どのように考えておられるか。 
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○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 問題のポイントは、私は山崎議員と同じように認識を持っておるところ

でございます。それで農業でもあるいはサービス業でも一緒なんですけど、私も農業の経験があ

りますから分かりますが、どんな産業でも顧客を意識しなかった産業は残りません。これは私た

ち絶対に言えると思います。自分が作ったキュウリ、あるいは自分が作った梨を誰に売るのかと

いうものが見えずにですね、作って本当に財布の中が豊かになるのか。あるいは、じいちゃん、

ばあちゃんと暮らして行けるような、子どもに教育をつけていけるような、ビジネスとして成り

立つのかっていうとこれは大変疑問です。ですから、常に農業っていうのは、顧客意識を持たな

いと私はいけない。それがビジネスとして成り立つまずベースになるべきことなんだろうという

ふうに私は思っています。ですから今、たいき農協さんもそうですけども、市場向けの農産物の

出荷が９割越えているんですね。ですから議員が言われるように多様なチャネルで販売していく

という、もう少しどうやったら農家の所得が上がるような販売が可能なのかという、市場だけに

任さずにですね、販売努力はもちろんされているというのも認めるんですけれども、そこのとこ

ろを何とか行政も一緒にやりましょうということで、東京で富有柿を一緒に売ったりですね、新

たな挑戦をやっぱりしていく。これからもしていかないといけないんだろうなというふうに思っ

ているところです。それからもう一つ大事なのは、やっぱり農家の皆さん方の、町もそうなんで

すけれども、意識をどういうふうに変えていくかということがあります。先程、担当課長が申し

ましたように、農村塾っていうのはもう３０年も勉強している勉強会があります。いろんな農家

の人、トップレベルの人も来て下さっていますし、グリーンツーリズムの皆さん、先生方も来て

下さっています。ですからこういうやり方があるんだなと、こういうふうにやればいいんだなと、

じゃあ俺もやってみようか、内子町に先進的な農家がいらっしゃるからそこに足を運んで教えて

もらおうか。そういう主体的な取り組みをぜひやってほしい、それがベースになかったらなかな

か前に向いていかないというのも現実でございます。町としてはそういう動きに対して全力で支

援しないといけないし、インフラについても全力で支えさしていただきたいいうふうに、この覚

悟はこれからも変わらないと思っているところです。以上でございます。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 町長の気持ちもよく分かっております。現実的に例えば１０年計画で

あれば、例えば２年単位で目標に掲げたのはどのくらい達成度があるのか。特に農業につきまし

ては、天候の関係いろいろありまして、先ほど言われた年間の生産額が３億。しかしこの中で３

億とはいいますが、林業の部分ではっきり言えば平成２１年度は林業が１億５，３８０万程度。

２３年度から集約作業を始めて２５年度には２億１，７００万。合計額では３億３，０００万が

約３億くらいになってますけど、林業が増えた分を差し引けば農業が衰退しているというのが現

実であろうと思います。そういう数字の捉え方をしていきながらやはり地域を作って行く。例え

ば我々の地域でも大久保地域というところで獅子舞があったり、僕よく分からんですけど、お猿

とかきつねとかお祭りの時に踊るような芸能があります。以前、僕らが幼少の頃には、大久保地

区だけで十分可能な人数がいてやれた。今は、農業の衰退によってその人がいない。おそらく大
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瀬あたりでも臼杵とついなような状況になる。人が住んでいないところに今日の新聞でもどっか

出てたと思うんですけど、西条市でしたかね、お宮のお祭りであるのにそこは、もう誰も住んで

いない。そこに出身地の人が集まってやる。やはり地域っていうのはそこに定住しないと地域の

文化とか、伝統とか、今まで先人達から授かったものを守り通していけるというのはできないと

思います。本当に真剣に農業の再生、農家の育成、後継者の育成、これがきちんとできればです

よ、例えば後継者が帰っていただいて、つれあいをもらう。そしたら今１．いくらの出生率じゃ

と思うんです、日本全国で。それで二人でも作っていただく。そこに農業と合わせて育児に関す

る町独自の施策も作って行くというふうなことも考えて総合的にやって行かれる。そういうこと

も必要じゃないかと。それとやはり２年なり３年なり目標数値を決めて検証をしていきながらど

こが出来ないのか、どこがダメなのか、ダメなものをどうすればできるのかというふうなことを

考えて行かないと、従来通り以前の１０年と一緒のこれからの１０年になってしまう。あと１０

年経ったらあの地域がなくなったないう話ではダメだというふうに考えますが、どうでしょうか、

その辺。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） おっしゃるとおりだと私は思っております。ですから、きちんとやっぱ

り毎年ローリングをしてですね、課題とそして目標をきちんと押さえながらきめ細かくやって行

く必要があるというふうに私は考えているところです。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 今の答弁でだいたいあれですが、できればですね、２年単位くらいで

どういう検証ができたかということを議会はもちろんのこと、住民の方々にもやはりなんかの方

法で伝えていく。それと農業についてはいろんな手段を講じながらやはり４０代、５０代、６０

代前半の農家の方々の後継者育成について、町と農協と農家の方々が一緒になった真剣に会話が

出来るような組織とまでは思いませんが、そういう形のものを作っていただきたいと思いますが、

どうでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 現にあるんですね、そういう組織っていうのは。生産部会も私も出させ

てもらってますけど、それでも生産部会でも議論の場はありますし、認定農業者の場合でも議論

の場はあるわけなんですね。そこが不十分であれば、そこを補強するということももちろん大事

でしょうけれども、今議員がおっしゃったように必要とあらば横断的な連絡会ですかね、そうい

うものも場合によっては必要かもしれません。その辺はまた検討していきたいというふうに思っ

てます。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 私は農業やったことないので十分なこと分からんわけですが、やはり

そういう会議で会議をしながらも衰退していく農業。衰退していく地域っていうのが現実的に数
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字の中で表れている。ということは今までの同等の方法ではなかなか今の現状からは脱却できな

い。全体の人口減少という部分についてはある部分、致し方ないというところもあろうとは思い

ますが、やはりそれぞれ農家、例えば一般の住民と行政の職員、やっぱり内子町全体の事を考え

ながら努力をしていく。それは行政だけに頼るわけではございませんので、農家の方も一般の住

民もやはりどういう努力をしながら地域を支えていくのかということを私自身もそうですけど、

今一度真剣に考え直して光輝く内子町をつくっていきたいと思いますがどうでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） おっしゃる通りだというふうに私も思っております。去年でしたかね、

ぶどうの生産部会に呼ばれましてね、やっぱりぶどうの皆さん方、非常に元気です。なぜならば、

販売額が１億円突破したということなんです。今年の目標は１億５，０００万狙って町長やるぜ。

キウイもそうでした。１億円突破しました。来年はこのレベルまで上げてやるぜ。本当に元気が

良い農家もたくさんあるわけです。だからあまり下見ずにですね、自虐的にならずにやっぱりや

っているところはあるし、がんばっている所はそれなりに成果出している農家たくさんあるわけ

ですね。そういうふうな成功をお互いに共有をしていくということもとても大事だというふうに

思ってます。おっしゃること十分踏まえてですね、対応して参りたいと思っております。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） その特化した部分については例えばぶどうがいい、今回キウイがいい

んじゃないか。キウイの作付けをかなり増やした。その部分の方々はいいわけですよ。それはみ

んながぶどうやったりキウイやったり、できるわけではない。それぞれの所有している土地の形

状が違うわけでございますから、やはり複合的な農産栽培施策といいますか、やったことない者

がいうのもおかしいですけど、年間これだけの収益を上げるためにお宅の土地はこの程度ありま

すから、こういうふうな作付けをしたらどうですかとか、いうふうな農業経営プランみたいなも

のをモデルとして何点か出して、やはり生産意欲を農家の生産意欲を向上さすということこそが

地域の活性化、内子町の活性化につながると思いますので、その点をやっていただけるいうふう

な期待を込めて質問を終わらせていただきます。 

○議長（池田洋助君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時より再開します。 

 

午前１１時５０分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） １０番、下野です。 
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〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） 今回の６月定例会一般質問、議員になりまして４期目でありますが、

議長に就任して先月、議長を退任するまでの２年間のブランクがあり、久しぶりの一般質問であ

ります。議会改革にて一問一答方式を取り入れましたが、私自身がやるのは初めてであり、少々

緊張しております。初心に返り気合いを入れて、されど議長に注意を受けないよう気をつけなが

らおこないますので、前向きな答弁を期待して質問に入ります。 

まず、最初の質問、防犯灯全般についてであります。明かりとはありがたいもので、夜に家に

帰って明かりがついているとほっこりとします。明るいのと暗いのとでは、人の心も大違いであ

ります。また、子どもさんのおられる家庭だと尚更であります。部活動等で遅くなる場合もあり、

暗い夜道を帰宅する子どもの安全を考える親心は、十分理解できるものであります。青少年の子

ども達だけに限らず、仕事帰りや友人と一杯飲んで歩いて帰る道に、月明かりでもあれば別です

が、夜遅く、ましてや闇夜に歩いて帰る道に明かりがあるのと無いのとでは大違いであります。

暗い夜道も安心して歩いて帰られるのも防犯灯や街路灯、照明灯のお陰であります。そこで最初

に、街の明かり、歩道の明かり、街灯・防犯灯について質問します。街灯・防犯灯についての質

問を調べていますと、ちょうど私が生まれた昭和３０年代に防犯灯設置の運動が始まっていたよ

うです。戦後の混乱があとを引き、夜の街は依然として暗く、女性や子どもが安心して歩ける状

態ではなく、そんな中、政府は、闇における犯罪防止、公衆の安全を図る目的で、昭和３６年に

「防犯灯等整備対策要綱」を閣議決定し、全国各地で明るい街づくり運動が進み防犯灯の設置が

進んだと言うことであります。犯罪が起こりにくい街づくりのためには、住民、自治体、警察と

の連携のもとに、犯罪抑止を促す適切な防犯灯の設置はかかせません。「防犯灯等整備に関する

対策要綱」において、地方公共団体については、「市町村及び特別区は、防犯灯等を設置する者

に対し、その設置の費用の一部を補助すること。なお、一般民間人の負担においてその維持管理

に当たっている防犯灯等については、努めてその維持管理に要する費用を負担するよう措置する

こと。」と規定されています。さて、防犯灯の設置と維持管理の方法は、全国各地の自治体によ

り様々な形態があるようです。市町村が設置、維持管理を行う場合や、市町村が設置し自治会と

か町内会によって維持管理される。または、設置・維持管理全てを自治会や町内会が行う等、様々

であるようです。そこで、内子町内の街灯・防犯灯はどのように管理されているのかについて質

問したいと思います。まず１番目に同じ敷地や建物や町道に設置されている防犯灯でも、町管理

と区や組合管理があるのではないかと思うのですが、その線引きや内容・実態はどうか質問しま

す。２番目に町管理、自治区管理・組合管理、あわせると内子町内には何基の防犯灯があること

になるのか質問します。３番目に町管理の防犯灯の維持管理や電気代、年間経費はどれだけ必要

か質問します。防犯灯についての大きい２番目の質問でございます。内子町防犯灯設置事業実施

要綱では、「防犯灯」とは、道路を通行する際の防犯上の目的から、地域住民からの要望に基づ

き、町が必要と認めた場所に設置することになっています。また、防犯灯の器具は、蛍光灯、水

銀灯又はＬＥＤ灯とし、景観に配慮したものとするとなっています。近年の住宅街の防犯灯の維

持管理は、国道や県道、町道の改良工事に伴う生活道路や様式の変化、少子高齢化や核家族化に

伴う空き家や、若者の都市部への流出や景気の影響で人通りの少なくなった夜の商店街、コミュ

ニティー意識の希薄化等もあり、防犯灯の考え方も変わってくるのではないかと思います。住民
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の安全と安心に無くてはならない防犯灯ですが、人通りが減少した街の防犯灯や道路改修に伴っ

た生活道路の変更により、現在設置されている防犯灯の見直しや、考え方も必要ではないかと思

うのですが、町長としてどのように考えておられるか質問します。防犯灯についての３番目の質

問でございます。世帯数の減る自治区では、防犯灯の電気代の問題が起きています。防犯灯のＬ

ＥＤ化は、電気料金の削減効果と、電球価格は高いものの寿命が１０年程度と維持管理面の効率

化、自治区の電気料金軽減につながる手段でもあります。また、内子町はエコロジータウンとし

て環境への配慮をした町づくりに取り組んでおり、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量の

削減を目指し、省エネルギー推進事業とともにその他の自然エネルギー利用に取り組みます。と

内子町環境基本計画で提唱されています。全国各地の自治体を調べてみますと、防犯灯の新規設

置、老朽化などによる器具の取替えにかかる費用の一部を補助する設置費等補助金や、電灯料金

の１部を補助する電灯料補助金制度を設けている自治体も多くあります。防犯灯の新規設置、老

朽化などによる器具の取替えでは、当然、ＬＥＤ証明器具への改修についても補助がされていま

す。五十崎の妙見自治区では、今年になって１２カ所の街路灯をＬＥＤに改修されました。町か

らの補助がないという事で、工事費・税金も含めて６８万円程の多額の改修費がかかったが、目

の前に迫った地区の高齢化や今後の世帯数の減少の見込みを考えると、町からの補助制度を待っ

ていられないといった事で実施されたようです。電気代は現在の年間１４万４，９００円から３

分の１の４万２，４８０円に減る見込みだということであります。１０年すれば設置費の費用が

改修できるのではないかという、地域の皆さんの将来性のことを考えた中での実施だったようで

ございます。３月議会での担当課長の答弁では、内子町公共施設景観整備指定地域以外へのＬＥ

Ｄ化への補助の考え方は「無い」であったのですが、全町内全てを一度にＬＥＤ化は当然無理で

あると私も思うのですが、ＬＥＤ化への改修を考えておられる自治区や組合の状況は、結構ある

と思うのですがいかがでしょうか。希望される自治区・組合等への計画的な補助制度は今後必要

であると思うが、防犯灯のＬＥＤ化への取り組み姿勢について再度その考えを問います。 

続いて、自転車、サイクルスポーツによる町づくり事業について質問します。中村知事は「チ

ーム愛媛」を掲げ、県内２０の市町との連携を重視した行政運営を基本方針とされており、首長

が出席する県・市町連携推進本部会議を開き、二重行政の解消などに取り組まれておられます。

中村知事は初めての知事選において、公約のひとつに瀬戸内しまなみ海道を世界に発信すること

を掲げられました。県全体をサイクリング・パラダイスにされることを目標にされておられ、昨

年の１０月に広島県と協力して８，０００人のサイクリストが参加する日本最大級の国際サイク

リング大会サイクリングしまなみを開催され、サイクリングの聖地の称号で成功され、自転車を

切り口にした地域活性化の事例として、全国からも注目を集めています。中村知事は知事選に当

選後、公約を実行するために、まずは自分が自転車に乗り始め、次には県庁の幹部職員、そして

稲本町長を初めとする県内の市長や町長でした。そして、さらに県議会議員や経済団体の社長さ

んだったようです。稲本町長も中村知事の声かけにより、スリムな体にむち打って、サイクリン

グ用のスーツとヘルメットをかぶって練習したとお話を聞きました。地元の人に見つかるのはち

ょっと恥ずかしいからと、目につかない時間帯や道路を走られて練習されたともお聞きしました。

私も中村知事のように１１０ｋｍの距離は無理でしたが、短い距離でしまなみのサイクリング大

会に出場しました。また、年に２、３度ではありますが、町内だけではなく、車の上に自転車を
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積んで現地まで行き、サイクリングを楽しむ時があります。しまなみ海道以外にも、北条方面や

大野ヶ原の牧草の中を走り、また佐田岬半島や愛南町の高茂岬半島の海岸線の景色を見ながらサ

イクリングを楽しむ時があります。気分転換にもなりますし、衰える膝や太ももの筋肉増強にも

つながり、健康づくりにはもってこいであります。内子町では橋本建設デザイン課長も加わり、

２年前から小田川河川敷にて行われているシクロクロス大会も行われております。そこで、自転

車による町づくりについて質問します。本年５月２６日に県庁で開かれた、中村知事と愛媛県２

０市町の首長らによる県・市町連携推進本部会議において、１１月１５日を愛媛サイクリングの

日と決めたと新聞でみました。その内容によると、「各自治体が協力してイベントなどを展開す

る。」とされ、「１１月１５日のサイクリングの日には、２０市町がそれぞれサイクリング大会

や自転車スタンプラリー、レンタサイクルの無料貸し出しなど自転車関連のイベントを企画して

盛り上げる。県は広域にまたがるイベントや広報などに取り組む。」とされています。サイクリ

ングの楽しさに目覚められたと思われる稲本町長に、今後、内子町での取り組みをどう考えてお

られるのかお尋ねします。また、内子町は小田川沿いを中心にちょうど良いサイクリングコース

ができるのではないかと私は思います。本庁から小田川沿いに県道の鳥首五十崎線を瑞穂橋や大

洲市の坊屋敷まで下り、肱川公園線を往復するファミリーコース。本庁から小田川沿いに大瀬・

小田のせせらぎを往復する４０ｋｍコース。また、小田獅子越峠往復や石畳の弓削神社往復、棚

田百選の泉谷地区へ往復の本格的なヒルクライムコースと、いろんなサイクリングコースが考え

られますが、今後、内子町版サイクリングロードのコース設定やコース案内板等の整備、それに

伴うサイクリング誘客による町づくりの考えはないか質問をして一括質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは下野議員のご質問の中の防犯灯全般のうちの１番ですね、

町内の防犯灯はどのように管理されているのか。その線引き等や内容、実態、町管理の防犯灯の

維持管理と年間経費はどうかとこのご質問に対しての回答を致します。町管理のいわゆる防犯灯

は建設デザイン課で管理をしております道路照明と、総務課が管轄の街路灯、この２種類がござ

います。建設デザイン課管理の道路照明とは、道路法に基づく、道路構造令及び町条例に規定さ

れ、交通安全施設として位置づけられている道路照明施設のことでございます。平成２６年度の

実績では、道路照明が２９箇所ございます。年間の電気料金支払額は、８９万３１０円。月平均

では７万４，１９２円、年間の維持修繕費では、７件、３０万４，３２２円で、そのうちＬＥＤ

に改修というのが１件ございまして、この経費は１５万１，２００円となっております。次に総

務課管轄の街路灯とは、どのようなものかと言いますと、道路、橋、駅、自治会館、公園、公衆

トイレなどの公共施設に町が設置しております公衆街路灯を指しております。この公衆街路灯は

現在、１３３箇所ございます。年間の電気料金支払額は、１６３万９，４８４円、月平均では１

３万６，６２４円ございます。維持修繕費では、６件ございまして、５万４，７０２円を支出を

しております。以上でございます。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 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、下野議員のご質問の中の防犯灯の維持管理につ

いて、またＬＥＤ化についての答弁をさしていただけたらというふうに思います。基本的な考え

方としまして、内子町の防犯灯につきましては、町民の安全・安心を守るということで、福祉課

で担当するということになっておりますので、私の方から説明をさせていただきます。町が施工

し、地域で維持管理されています防犯灯についてでございますが、町村合併前、議員もおっしゃ

っておりましたように、昭和３６年以前からも防犯灯を設置して参りました。その設置につきま

しては、地域の要望に応え、行政で防犯灯を設置し、その維持管理につきましては、当該地域に

お願いして参りました。現在そういった防犯灯が町内各地にたくさんあるのが現状でございます。

そうした中、町村合併を致しまして、平成１７年１月１日に各３町でそれぞれ取り組んできてお

りました防犯灯につきまして、内子町防犯灯設置事業実施要綱を策定致しまして、その後はその

要綱に基づき、内子町を明るくし、犯罪の防止及び交通の安全を保持することを目的に、防犯灯

の設置を進めて参りました。最近では、平成２４年度に１１灯、２５年度には９灯、２６年度に

は９灯を整備をして参りましたが、２６年度の９灯のうち７灯は新設でございますが、ＬＥＤの

防犯灯を設置することが出来ました。ただ、維持管理につきましては、従来通り地域においてお

願いをしているところでございまして、なお今後につきましてもこの要綱に基づき地域にお願い

をしたいということを考えているところでございます。同要綱の５条に「防犯灯の設置に係る費

用については、町が負担するものとする。」「防犯灯の電気料金及び維持、管理に係る費用につい

ては、当該地域が負担するものとする。」という要綱がございますので、それに基づき地域の人口

減少等、防犯灯の維持にそれぞれご負担を願っているところではございますが、この原則に基づ

き、今後も設置につきましては、行政、維持管理につきましては、地域ということを続けて参り

たいと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っております。ただ、少子化、

高齢化等、過疎化等で地域の様子は大変変わってきているのが現状だと思いますので、その中で

現に防犯灯が必要な箇所の再点検を地域も含めてしていただきまして、もし不要なところがある

としたら、そちらの撤去の部分についても検討をしていただけたらなと思っております。先般、

四国電力の方に問い合わせをしましたら、不要な防犯灯については四国電力の方で電線等を取り

除く、無料で取り除くという回答をいただいておりますので、ぜひその部分も含めて検討をいた

だけたらなというふうに思っております。続きまして、ＬＥＤ化の問題であります。防犯灯のＬ

ＥＤ化は、低ワットの明るさの確保による電気料金の削減、器具の長寿命化によりますメンテナ

ンスの軽減、さらに消費電力の削減によりまして、ＣＯ２の排出等で地球温暖化の防止など、環

境面の配慮も出来まして効果の大きい事業だというふうに考えております。現在、内子町では、

内子町公共施設景観整備区域内の水銀灯につきましては、ＬＥＤ化の費用、２分の１を補助をし

ているところでございます。このことにつきましては、水銀灯が４０W 以上の区域ということに

なっておりまして、高額な電気料金となっていることがありますので、そのＬＥＤの改修につい

て現在補助をしているものでございます。ただ、ご質問の景観区域外にあります防犯灯の改修に

ついては、現在は補助がございません。ただ、議員もご質問がありましたようにそのＬＥＤ化の

改修につきましては、人口減少等によりまして、地域の財政における電気代の負担が過大になっ
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ていることもありますし、先ほどの管理面や環境面のことも考慮し、また地域から問い合わせや

要望が多いことがありますので、今後、地域住民の生活を支える施策として、新たな補助事業の

検討を始めたいというふうに思っております。その結果を踏まえ、補助事業の制定が出来るよう、

取り図っていったらというふうに思っておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げ

まして回答とさしていただきます。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  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） 私の方からは自転車、サイクルスポーツによるまちづくりに

ついて、回答させていただきます。議員ご質問の通り、去る５月２６日に開催されました県・市

町連携推進本部会議におきまして、本年度は、１１月１５日を愛媛サイクリングの日に定める旨

が決定されました。内子町では、内子の自然と文化に親しむサイクリングの日として、１つに大

自然を満喫するサイクリング、２つ目に伝統文化に触れるサイクリング、３つ目にレンタサイク

ルの無料貸出を検討しています。１の大自然を満喫するサイクリングでは、小田の参川地区を中

心にファミリー向けのサイクリングコースを設定したいと考えております。道の駅せせらぎから

小田川の上流域で巨木の里としても有名な参川地区を自転車で巡りながら、小田の大自然や巨木

の数々などを楽しんで頂ければと考えております。２の伝統文化に触れるサイクリングでは、愛

媛まるごと自転車道・ファミリー向けコースに指定されている内子、五十崎の２コースにおいて、

サイクリスト限定の手漉き和紙、凧づくりといった伝統文化に触れる無料体験と、サイクルオア

シス、道の駅やまちの駅でございますが、でのドリンクサービスなどを考えております。実施に

あたっては、役場内に担当を設け、職員を含めた自転車愛好者の皆さんにもご参加を頂きながら

プランを煮詰めて参りたいと考えています。また、この事業にかかる必要経費については、必要

に応じまして９月補正で対応して参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い

を申し上げます。次にサイクリングコースの設定と整備のご質問でございますけれども、内子町

のサイクリングコースにつきましては、平成２１年に内子町観光協会において、ＪＲ内子駅から

内子座、町並み、からりを経由して知清公園に至る「内子コース」、ＪＲ内子駅から龍王公園、

凧博物館、天神産紙、内子市街地を経由して豊秋河原に至る「五十崎コース」、同じくＪＲ内子

駅から国道３７９号沿いに大瀬成留屋から川登に至る「大瀬コース」の３つを設定し、内子サイ

クリングマップを作成して観光客にアピールをしております。このうち五十崎コースと大瀬コー

スについては、目印として自転車のマークの入った木製標柱を整備しております。広域の中上級

者コースとして、平成２５年において愛媛県と市町の連携推進事業で愛媛マルゴト自転車道整備

という伊予市、砥部町、内子町の国道３７９号、５６号を周回する「内子・中伊予さとやま輪道」

全長約８０kmが設定され、エヒメサイクリングマップ「疾走マップ」というパンフレットで県内

他の１０本のコースとともに紹介をされております。また、先ほど申し上げました観光協会で設

定した「内子コース」「五十崎コース」は、愛媛マルゴト自転車道のファミリーコースにもなっ

ております。「五十崎コース」については、今年度においてブルーラインの整備、自転車ラック

の整備を予定しております。県と市町の連携推進事業で設定したサイクリングコースについては、

道路の路側帯の白線に沿って青いラインが４、５kmおき又は主要分岐点に描かれていますが、内
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子町の３７９号については既に整備がなされ、最寄りの道の駅までの距離または場所によっては

コース番号が描かれております。これに関連してＪＲ内子駅前の旅里庵においては、レンタサイ

クルが利用出来ます。また、道の駅からり及びまちの駅ＮＡＮＺＥには、自転車専用ラックが愛

媛銀行の寄付により整備をされております。さらにまちの駅ＮＡＮＺＥ、道の駅からり、道の駅

せせらぎが南予地方局の「なんよサイクルオアシス」に認定をされています。また、小田川河川

敷を会場に、オフロードで行う自転車競技、シクロクロスを２年前から開催しているところであ

り、徐々にサイクリストを町内に誘導しているところですが、愛媛サイクリングの日を契機とし

て、今後も新たなサイクリングコースの設定と、内子町で取り組めるサイクリングイベントを検

討して参りたいと思います。以上です。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） まず防犯灯の質問についてですけれども、再質問となりますが、課長

からＬＥＤ化に向けての補助事業について検討していくか、そういう立ち上げをするということ

で大変ありがたい答弁をいただいたので、本来ならばここで座っても良いんですけれども、まだ

質問を考えております。というのはですね、内子町防犯灯設置事業実施要綱で先ほど課長言われ

ましたように防犯灯の器具は、蛍光灯、水銀灯又はＬＥＤ灯とし、景観に配慮したものとすると

なっておるんですよね。景観に配慮したものとは、私どう見ても今回の一般質問考えていてイン

ターネットなんかでも調べましたけど、どれが景観にあったというこの要綱の表現に適したもの

なのかというのは、どこの自治体でもどこのメーカーも、これが景観に配慮したものですよとい

うのが謳われてないというか、分からないわけなんですよ。それを町長、担当課長、どのように

この要綱の景観にあった防犯灯とは、捉えておられるかをお尋ねしたいと思います。なぜかとい

ったら、これによって町内、旧内子町の中のＬＥＤ化に対する器具の値段がめちゃくちゃ違うわ

けなんですよ。ですからそこのところを再度再質問します。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議員もご承知だと思うんですけれども、内子町の公共施設に対

する景観条例がございます。要綱がございます。その中で防犯灯についても検討をするというこ

とになっておりましたので、この部分も、その部分も含めて景観というのに配慮するということ

をつけ加えているんだろうと思うんですけれども、景観がどこかというような規定はございませ

んので、あまりそこにとらわれることなく蛍光灯、ＬＥＤ化に進めていけたらというふうには思

っております。詳しく規定しているものではないということで、ご理解をいただけたらというふ

うに思います。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 先ほどからの答弁の中で景観に配慮したですね補助金、１防犯灯あた

り４万４，０００円で費用の一部を出すという、平成２５年３月に制定された内子町ＬＥＤ防犯

灯改修事業補助金に含む要綱だと思います。これはですね、内子町内どの地域にも該当するもの

ではなく内子町防犯灯設置事業実施要綱で内子町内子の一部、内子町城廻の一部及び内子町知清
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の一部で別図に示す区域」と指定されており、この表現が難しいんですけれども、私も分からな

いので、釣り鐘型と言えば良いのか、吊り下げ型と言えば良いのか、ガス灯の様な形の街灯であ

り、５番の図柄でというふうに示されております。その表現の仕方が分からないので私、この度、

議運会長、議長の許可を得てこれのように持って参りました。これが要綱に載せられている街灯、

先ほど言いました旧内子町の一部にかかっております。これをＬＥＤ化にするんだったら、けっ

こう費用がかかりますよね。これが普通の、普通というのもまた言い方悪いかもしれませんけど、

蛍光灯型の普通こうなっていますけど、その蛍光灯型の防犯灯ならＬＥＤ化にしたくても２分の

１くらいで済むんじゃないかと思っているんですけれども、この形は景観に配慮したとされてい

るんですけれども、この形のが謳われているから、逆に縛りがあるから難しいんではないかとい

うふうに思うんですけれども、この縛りをのくことは出来ないものでしょうか。なぜこういった

形を要綱に謳わなければならないまちづくりであったのかというのを質問したいと思うんですよ。

というのは、例えば港町とか、長崎とか函館のレンガ造りの家とかじゃったら、こういったガス

灯のようなムードある西洋風のイメージもいい景観にあったというふうに思えるんですけれども、

さて、この内子町の中で私大変失礼な言い方かもしれませんけど、合併をした中でこの内子町の

中で、これの要綱が謳わなければならないのかなというふうに思うんですけれども。例えば、護

国・八日市のところには裸電球のような昔の黒い傘がついた中で照明となっております。これは

そのまま護国や八日市の町並みに沿った街灯でなるほどなというふうに理解出来るんですけど、

その他の地域であちらこちらに見かけます。例えば知清橋を渡って龍宮トンネルまでの間にも３

灯くらいこの街灯があります。それから内子自治センターから玉起屋さんの交差点のところまで

にもあります。これがバラバラというわけではないんですけど、指定されたところなんですけど、

この街灯のデザインに執着せんといけんというか、発想はどのような中で生まれて、これが要綱

の中でずっといかれていくのかという経緯があれば教えていただいたらと思います。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 今、下野議員が示されました街灯につきましてですけれども、

これは旧内子時代、平成４年にさかのぼりますけれども、内子町の公共施設景観整備要綱という

のがございまして、その中で街灯だけではありませんで、トイレとか屋外の不燃物置き場等につ

いて景観に配慮したものを統一していこうということが決まりました。それに基づいた街灯もい

ろいろと話し合いがおこなわれて、一応そのものに統一しようということが謳われて、平成４年

からそれぞれの街灯、または知清にあります公衆トイレ等もそうなんですけれども、そういった

ように統一的なものを進めることで内子町の景観を大切にしよう。それは旧内子の一部の部分な

んですけど、そういうことでおこなわれてきました。その後、町村合併がありましたけれども、

この景観整備要綱につきましては、平成１７年の合併時も踏襲をされて現在に至っているところ

でございます。ただ、議員がおっしゃいますように、非常に制約も多いということでありました

ので、昨年、その地域の区域を縮小するということにさしていただきまして、旧内子の本当に一

部の本町通りに面した部分というところに縮小をさしていただいております。その部分につきま

しては、今、議員もおっしゃったように、ＬＥＤ化に対する補助要綱を定めて新たに、これは平

成２５年度に定めたものなんですけれども、ＬＥＤ化に対する補助をおこなってきております。
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ただ、今後はそれ以外のところにつきましても要望も多いということでありますし、効果もこれ

から認められるということでありますので、それ以外の従来型の防犯灯につきましても、ＬＥＤ

の補助を出せるような方向で検討を始めていきたい、ということ考え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。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 先ほどから言うておりますように、一般的なＬＥＤに変えていただく

補助の考え方は大変感謝申し上げております。ただどうしても、例えばそしたら大瀬の町並の中

にも街灯があります。内子の町並みの中にも街灯があります。あれは形が街路灯ですかね。道路

の照明灯なんでしょうかね、防犯灯だと思うんですけれど、それの形は箱型の物がついておりま

す。大瀬の町の中にも。わざにこれの絵を載せておるというのはどうなんですかね。これに類似

したものとみなすものの表現なのか、これのような形になっているものとかで２、３種類の例で

もあげられとったらいいんですけれども、これじゃないといけないのか、この形じゃないといけ

ないのか、そうでないのかをもう一度質問します。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 今、定められております景観型の街灯というのは、今示されま

した一つのものでございます。それ以外に今議員がおっしゃいました大瀬とか商店街等にありま

す街灯、たしかに四角い大きい物がついていようかと思いますけれども。これは商工会、商店会

が設置された街灯でございまして、商工会等の補助金をあてられて作られたということでござい

まして、この要綱に基づくものではございません。今、旧内子地域の景観地域の中に示されてい

る街灯は、この部分で統一をしていこうという考え方でありますので、この１つだけとなってい

るのが現状でございます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 街灯、最後の質問にしたいと思います。ぜひともですね、今度ＬＥＤ

化に向けた全体的な考えをされる場合、もう一度本当にこれが住民の中から出て、平成４年に住

民の皆さんの意見を聞かれてこの形でいこうという形でまちづくりをされたのならとてもじゃな

いが、その方たちに私は、一般質問をして、なんでこの形を継続せないけんのぞというのを何を

ふざけたことを言いよるんぞ、と言われるので、なかなか言えないんですけれども、やはりもう

一度そこのところを合併したので、この形をずっと縛りをしなければならないのかも、もういっ

ぺん検討していただいたら経済面のことも考えると、後の縛りがまた緩くなるのではないかと。

先程から言いますように、護国や八日市の町並だったら分かるんですけど、旧内子のまちづくり

は全体的な景観を考えているんだから違うんですよ、と言われたらそうなんかもしれないんです

けど、私の感覚の中では、旧五十崎や旧小田の町並もこの形にせんでも普通のＬＥＤだったら同

じようにそういう考え方も出来るんではないかというふうに思いますので、そこらも一緒に検討

して考えて行ってもらったらと思いますのでよろしくお願いします。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 今、言われております防犯灯ですけれども、この形が決まって

いるのは、あくまでも景観地域として区切られた旧内子の本町地域の一部だけでございまして、

それ以外の地域につきましては、普通のＬＥＤにされても、内子にしても、五十崎にしても、大

瀬にしてもですね、その規定にあうものではございませんので、普通の形のＬＥＤに変えても補

助が出せるような形を今これから検討していくということでございますので、ご理解をいただい

たらというふうに思います。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 図面がちょっと分からないんですけど、私もその景観の区域内に示さ

れておるのをコピーして出したんですけれども、例えばこれで行くと鳥越の交差点の方からずっ

と、ほとんどの町の中の方が示されているような形なんですけど、これではないんでしょうかね。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今回の区域に載せているのはですね、内子町では景観条例

というのがございまして、その中に重点区域というのがございます。その重点区域というのはで

すね、国道５６号線沿いとですね、それから南京ハゼ通りから内子座に来るというところですね。

そういう部分を設定した中で、景観区域の中で、今おっしゃった区域を設定したということであ

りまして、それプラスですね、伝建区域とかそういうことを設定しておりますので、当初におい

ては内子町都市計画区域の分をエリアとしておりました。当然、エリアも広くなっておりますの

で、それについては縮小しようということで平成４年からですね、設置したのは３００件ほどそ

ういう形で統一してきて、内子の景観のまちづくりを進めてきたわけでございますけれども、そ

れが全てまた違ったものになればせっかくやってきたことがですね、また齟齬が出てくるという

こともありますので、その範囲を狭めた中で統一したもので、今後も景観のまちづくりを進めて

行くということでやっているのが現状でございます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 前向きな答弁であったので、これで街灯の方はさっきから言う形にこ

だわるのも一緒に研究してほしいというだけでは、一緒に研究してほしいという気持ちだけをつ

けておきます。ただ、これで旧内子のまちづくりをしているんだ、景観をしているんだというの

があればいいんですけど、そこらも原点に帰ってできるものならしていただくべきではないかと

いうふうに思っております。 

最後にですね、サイクリングについてですけれども、知事も一生懸命取り組んでおりますし、

それにあわせて稲本町長も一生懸命取り組んでおられます。知事と町長は失礼ですけど、年齢は

失礼ですけれども違いますけど、ああいうイベントの時にはですね、率先して町長も先導者とし

てそういうイベントに参加していただいて、まちづくりにサイクリングを利用したまちに対して

どのように参加されるか意気込みを聞かせていただいたらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今度の秋の１１月１５日は、内子町にとっての初めてのですねサイクリ

ングの日ということ、全県あげて県内市町でどっかでは自転車にかかわるような事業をみんなで

やろうよと。そして自転車を盛り上げようよと。自転車文化を愛媛県の中に浸透さそうよ、とい

うのが知事の狙いでございますので、我々もですね、１１月１５日にはみんなで汗をかく、良い

汗をかく、そんな一日にしたいなというふうに思っておりますので、議員の皆さんもぜひ参加し

ていただきたいと思いますし、町民の皆さん方にも参加を呼び掛けさしていただきたいというふ

うに思っております。 

○議長（池田洋助君） 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（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ９番、才野です。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） ６月定例議会にあたり、内子町が抱えている課題の中から、質問通告書

の通り「国際交流事業について」及び「環境行政について」の２項目において一般質問を行いま

す。今朝程の行政報告で町長より一部報告がありまして重複する部分があるかと思いますが、あ

えて質問させていただきますので、よろしく答弁のほどをお願い致します。 

それでは、まず、国際交流事業について稲本町長に質問致します。各自治体が、それぞれの事

情や目的をもって、他の自治体と交流を持つことは、充分それ自体意義があり、有益なこともた

くさんあると考えます。国内において他自治体との交流を持つことで、お互い得ることは多くあ

ると考えますが、海外の国・自治体との交流事業を持つことは、生活環境・生活習慣・言語・宗

教の違いや移動時間の問題など、それぞれ高いハードルがあり一朝一石に出来る事ではないと考

えます。それでは、稲本町長に伺います。まず、内子町が海外諸国の自治体と各種交流事業を持

つことの意義・目的・成果について稲本町長の率直な見解を伺います。次に、内子町が現在各種

の交流事業を行っている海外の国名・自治体名を伺います。その交流先との自治体とは、どの様

なきっかけで交流が始まったか、具体的な経緯・経過を伺います。また、現在行われている交流

事業の詳細な内容と内子町にとって交流による成果をどの様に評価しているか稲本町長の見解を

伺います。合わせて、交流先の自治体との今後将来における交流事業の目標及び見通しについて

ビジョンがあれば伺います。今回、内子町民１３名が、アメリカ合衆国アラスカ州ワシラ市から

の招請を受け、稲本町長の親書を預かりワシラ市を表敬訪問致しました。愛媛出身の冒険家、和

田重次郎が交流のきっかけを創ってくれました。ワシラ市はアンカレッジの北東５０キロにあり、

１４０年前和田重次郎が雪道、トレイルを開設したルート上に町が出来上がりました。２年後の

２０１７年に市制１００周年を迎える７，０００名ほどの小さな町です。内子には重次郎の母・

セツのお墓があり、その墓を守っている子孫がいる。ワシラ市長から、和田重次郎を通じて是非

内子町と交流を持ちたいとの情報を得て、今回訪問する運びになりました。今回の訪問は、きっ

かけ作りであり、今後ワシラ市との交流事業が推進出来ることを訪問団に参加した一人として、

大いに期待しています。以上を踏まえ、今後ワシラ市との交流をどの様に推進する考えか、まず、

稲本町長のお考え、所信を伺います。 
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次に、環境行政について、稲本町長に質問致します。ご承知の通り、内子町は新町合併以来「き

らりと光るエコロジータウン内子」「住んでよし、訪ねてよし、美し内子」の実現を目指してきて

います。すべての政策において環境問題を意識した取り組みを進め、町内のすべての人や組織を

挙げて環境自治体としてのレベルアップを目指すと宣言し、ＬＡＳ－Ｅ環境政策において全国で

も先進自治体として今日まで来ています。それでは、稲本町長に伺います。先般、奈良県生駒市

で開催された第２３回環境自治体会議いこま会議に多くの町民が参加されたと伺いました。まず、

稲本町長に、今回の会議の総括を伺うと共に、環境自治体会議の中で得た内子町にとって参考に

すべき事例があれば伺います。また、今回の会議で出てきた課題や問題点があれば、それらの課

題について稲本町長の所見を伺います。最後に、５つのＲについて伺います。内子町では、平成

１９年よりエコエコプロジェクト、環境まちづくりの一環として「ごみゼロのまち」をめざし５

つのＲに取り組んでいます。５つのＲとは、ご存知の通りごみになるものを断るリヒューズ、ご

みを減らすリデュース、再利用するリユ―ス、資源として回収するリサイクル、修理して繰り返

し使用するリペア、それぞれアルファベットのＲで始まる５つの英単語を指しています。それで

は、まず内子町で、現在までそれぞれのＲについての取り組みや改善実施してきた内容とその実

績・成果を伺います。合わせて、現在までの成果を踏まえ、今後の取り組みや環境整備事業の今

後の予定があればその内容を伺います。以上の通り質問致します。 

○議長（池田洋助君） 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（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 才野議員にお答えを致します。私の方からは「いこま会議」のご報告を

さしていただきたいと思います。先般おこなわれました、いこま会議でございますけれども、先

ほどの招集ごあいさつの中で若干申し上げさしていただきましたけれども、５月２１日から２３

日までの３日間、奈良県生駒市で全国から延べ１，５００名を越える参加者のもと開催されまし

た。内子町からは町民の皆さん方、職員、計１２名が参加を致しました。ご案内のように生駒市

は、大阪市や奈良市のベッドタウンとして知られておりまして、住宅都市では初めて環境モデル

都市になったところでございます。今回のテーマは、住宅都市からの挑戦、近未来のライフスタ

イルと題しまして、３日間で全国各地の住民力や地域力や地域資源を活かした環境活動の実践例

が紹介されまして、１２の分科会において地域資源活用型まちづくりや、廃棄物の資源循環とい

ったテーマについて、各自治体や団体が抱える課題解決に向けた熱心な意見交換がおこなわれま

した。協議の方向性としましては、自治体に共通する課題の中で、住宅都市に典型的に表れる課

題に焦点を当てまして人口減少、あるいは高齢化が顕著に表れていない住宅都市で打つべき手立

ては何か。こういった方面からあらゆるタイプの自治体のヒントになりうると捉えまして、前回

の北海道のニセコ会議のテーマでありました住民力を活かしていくことを論点として進められま

した。最終日にはこれまでおこなってきた市民や市民団体、市内の事業者との共同による取組み

を継続して、さらに発展さしていきましょうということで、それを通じた市民の利便性の向上で

ありますとか、産業の活性化、防災力の強化などを図り、都市が抱える課題に対応していくため

に、待ちの姿勢からではなくて、攻めの姿勢へ転じて行くということを宣言致しました。いこま
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会議宣言が採択されたわけでございます。内子町と致しましても過去の全国大会で積み重ねられ

ました成果と会員同士が情報交換を重ねまして、去年のニセコ会議では、内子町はキラリ賞、ま

たＮＰＯさんも含めましてヒカリ賞をもらったわけでございますから、さらにそれに磨きをかけ

て環境基本計画をベースにしっかりと取り組んでいかなくちゃならないという思いを再度確認を

したわけでございます。この会議での所見についてのご質問でございますが、全国的に３Ｒ、い

わゆるリデュース、リユ―ス、リサイクルの取組みの進展、個別リサイクル法の整備等によりま

して、最終処分場の削減が図られるなど循環型社会形成に向けた取り組みは、着実に進展してい

るなという感じを受けました。また、特にわが町の環境自慢において最高奨励をいただきました

キラリ賞に選ばれた山口県宇部市があるわけでございますけれども、宇部市は不要となった子ど

も服や絵本などを無料で譲る子育て支援リユース事業について、行政とボランティアスタッフが

中心となって活発に進められておりまして、月１回開催のリユースフェアでは、１，４００枚の

子どもの服と２５０冊の絵本が提供されて、子育て世帯の経済負担を軽減する意味においても大

変参考になる事例でございました。こういったものを私たちも参考にしながら真摯にこれからも

取り組んでいかなくちゃならないいうことを再認識したわけでございます。以上で報告とさして

いただきます。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私の方からは５つのＲの実績、及び今後の取組みについてお答

えをさしていただきます。内子町では「ごみゼロのまちづくり」推進のため、町総合計画、環境

基本計画において５つのＲの推進を位置付け、町民への意識啓発に取り組んでまいりました。リ

フューズ「必要の無いものを断る」、リデュース「ごみの発生そのものを元から減らす」といっ

た取り組みについては、広報うちこ等において、買い物でのマイバック持参や会議でのマイボト

ル持参、使い捨て容器の使用自粛、こういったことについて意識啓発をしてきております。組織

や個人の取組みによって徐々に定着してきているものと思います。リユース、「くり返し使う」

といったことにつきましては、各自治センター等でのイベントにおきまして、フリーマーケット

の開催、また内子児童館においては、衣類や雑貨、子ども用品などの不要品の譲り渡しの取り組

みを実施されておられます。リサイクル「再資源化して利用する」といったことにつきましては、

民間での取り組み実績の把握はできておりませんが、役場を始め学校、町の関係施設については、

古紙の回収を毎月１回実施しており、これが一つの目安になろうかと思います。平成２６年度の

回収実績につきましては、新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・ミックス紙・シュレッダーごみ

の合計で、２８．５ｔとなっております。またそれぞれの学校の取組みとして、アルミ缶、ペッ

トボトルのキャップ、割り箸のリサイクル、こういったものについても取り組んでおります。「資

源として再利用する」といったことについては定着をしてきております。また、再資源化の取り

組みとして、廃食油の回収によるＢＤＦ、バイオ・ディーゼル燃料の製造委託により、２６年度

実績で１万６，５００リットルを製造しております。リペア「修理をして使う」ということに関

しましては、組織としての実績はございませんが、今後、粗大ごみの再利用等、先進事例を参考

に検討してまいりたいと思っております。内子町ではこのような取り組みによりまして、５つの



平成２７年 ６月第７７回内子町議会定例会 

‐ 36 ‐ 

Ｒを進めております。とりわけリサイクルに関する意識については、広く定着をしてきているも

のと思いますけれども、「必要の無いものを断る」「ごみの発生そのものを元から減らす」とそ

ういった考えにつきまして、もうひとつレベルアップした意識がついているのかなということに

関しては、十分に浸透しているとはいえない状況にあると思います。こうした現状を踏まえまし

て、第２次の環境基本計画の基本政策の中において「廃棄物の減量」といった課題を重点項目の

一つに位置づけており、現在の取組みに加え、より一層５つのＲを推進することで、ごみの減量

化につなげていきたいと考えております。以上、５つのＲの実施内容と今後の取組みについての

答弁とさしていただきます。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 私の方からは、国際交流についてお答えさしていただきます。

まず意義についてですが、人やモノ、金や企業などがグローバル化社会となり、また、小学校高

学年で導入されています英語が、数年後には３、４年生に変更されようとしております。そのよ

うな国際交流の中で内子町が進めている国際交流は「まちづくりは人づくり」「ｆａｃｅ ｔｏ 

ｆａｃｅ」を基本理念として、人材育成や文化の交流を中心に進めております。次に、内子町の

国際交流を行っている国名や自治体名ですが、議員ご承知のとおりドイツのローテンブルク市で

ございます。交流のきっかけは、１９８６年、昭和６１年に「町並み保存」をテーマにして開催

しました「内子シンポジウム‘８６」に当時のローテンブルク市長夫妻を招聘して、内子のおも

てなしに感銘を受けたことをきっかけになって交流が始まっております。次に、交流事業の内容

です。町長及び議員はもちろんのこと、町並み保存や環境を学ぶために職員をローテンブルク市

へ派遣をし、ハム・ソーセージづくりに青年を派遣をしております。内子町の将来を担う人材育

成を目的に青少年海外派遣事業に取り組み、今年度で２１回を数え、２７５名、実に町民の１．

５倍の方がローテンブルク市を訪問した計算上はなります。また、ローテンブルク市からは、青

少年や大人の訪問も行われ、町民･市民レベルの相互交流が続いたことによりまして、２００１年、

平成１３年に友好都市、２００５年、平成１７年に内子町国際交流協会設立１０周年を記念して

ローテンブルク市で「内子フェア」を開催致しました。そのような交流によりまして、２０１３

年、平成２５年に日本で初めてローテンブルク市と姉妹都市盟約を結びました。これが成果と言

えるかなというふうに思っております。次に、今後ですが、国際交流協会設立２０周年シンポの

中で法政大学の岡﨑昌之名誉教授が交流とはお互いの確固たる特色を知り、認め合うことで個性

と個性が新しい交流の形を作り上げていくこと、というふうに言われております。今後もまちづ

くりは人づくりという基本理念にしたがって、持続的な内子町の取組みをしていきたいというふ

うに考えております。 

 次にアメリカ合衆国アラスカ州ワシラ市との交流事業でございます。内子町に冒険家･和田重治

郎氏の子孫がおられることから、「内子･和田重次郎顕彰会」が組織をされて、重治郎氏と縁のあ

るワシラ市を１３名の町民が訪問され、市民らと交流をされるということなので、ワシラ市長へ

郷土の誇りである和田重治郎氏の功績を讃えるため、町長の方から親書と記念品を届けさしてい

ただきました。先程、ローテンブルク市との交流の中で答弁しましたように、交流は一足飛びに
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はいきませんので、このような町民及び市民レベルの交流を続けることが重要だというふうに考

えております。そのことからも「内子・和田重次郎顕彰会」の皆さんの活動に期待を寄せている

ところでございます。このような地道な交流を重ねていくことによって、内子町とワシラ市の絆

が深まっていくものと思っております。交流を続けるにあたって協力できることがあれば協力し

ていきたいというふうなことを考えておりますので、ご理解をいただいたらと思います。以上、

答弁とさせていただきます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 井上課長、答弁の中でですね、内子町民の１．５倍の方が訪問されとる

というふうに、あれは１．５％の間違いじゃないでしょうかね。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） ご指摘のとおり１．５％です。申し訳ありませんでした。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） それでは、再質問さしていただきます。環境の件なんですけど、中嶋室

長の方からご回答がありましたが、確かにリサイクルとかリペアとかいうのはですね、目に見え

る形で回収率もそうとう上がったと思います。ただ、リヒューズとリユースということについて

はなかなか口では簡単ですけど、なかなか実行していただけないというところがあるんで、リヒ

ューズについては今後も啓発をするということですけど、具体的にはどのような形でリヒューズ

を進められるのか。今一度ご答弁を願ったらと思います。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議員ご指摘のとおりでございます。ご質問のリデュース、リユ

ースの取り組みについてなんですけれども、「ごみの発生そのものを元から減らす」「くり返し

使う」といった意識についてはですね、まだまだ道半ば、十分な取り組みはできておりませんけ

れども、国の第３次循環型社会形成推進基本計画におきましても、２Ｒということでリデュース

とリユースにつきましての取組みにつきましては、リサイクルよりも優先順位の高いものと位置

づけられております。内子町としても積極的に推進をして行きたいというふうには考えておるわ

けですけれども、本年度におきましては、まず現行のフリーマーケットですとか、不要品の譲り

渡しといった既存の活動について活動を拡充させていくと共にですね、こういった取り組みを皆

さん参加しませんかということで、こういった活動の輪を町民に呼びかけ、広げていきたいと思

っております。また、本年度、内子町のごみ減量の方策について、一般町民から意見やご提案を

頂く場としてごみ減量検討委員会を開催し、具体的な方策を検討していくこととしておりますの

で、５つのＲにつきましても当委員会で検討の上、実践できるものは順次実践していきたいと考

えております。以上です。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 
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○９番（才野俊夫君） リユースについてもご回答いただいたんですけど、先般のいこま会議で

ですね、リユース瓶飲料の開拓ということで、生駒市が良い実績を上げとるというふうに聞いて

おるんですが、内子町としてですね、それを導入する。例えばからりでですね、からりのじゃば

らのサイダーをですね、リユース瓶でやるとかいうようなことは今後検討される予定はないでし

ょうか。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私もいこま会議に出席して会議の全体会、分科会を通じてです

ね、ジュースを買おうと思ってもですね、自動販売機がまったく目に入らないというところでご

ざいました。町の方で徹底してですね、リユース瓶を使いますということで、それを知らない参

加者はですね、近くのコンビニへ行ってですね、ペットボトルを買ってきてですね、何も知らず

に飲んでおるけれども、周りを見て皆さんマイボトルでですね、持参されておったりということ

でですね、それではっと気づくといったような場面がありました。こういったことについては、

一概に行政がですね、やりますよといってもですね、やはり住民の人たちとの協同でですね、相

互理解の上、やっていかないとですね、なかなか旗を振っても進むものではないと思いますので

その辺のことをですね、また町民の皆さんと触れ合う委員会もございますので、ご意見を伺いな

がらどういった取り組みをすればですね、実践していけるかということを検討して参りたいとい

うふうに思っております。以上です。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） リユースについてもですね、ぜひ町でできることからですね、また進め

ていただきたいと思います。ワシラ市との交流についてですが、今回井上課長からもお話があり

ましたように、和田重次郎の顕彰をするためにワシラ市長の方から要請を受けて、我々１３名が

訪問さしていただきました。町の国際交流協会とかですね、町民の皆さん、企業の皆さんから多

大な寄附をいただきましてありがたいと思っております。ただですね、最初にも質問でも申しま

したが、海外との交流というのはいろんなハンディがあると思うんですよね。遠距離であり、言

語の違いがあり、宗教の違いがあり、いろいろな違いを乗り越えての交流ということですから生

半可なことではいけないと思うんですけれど、内子は幸いにしてですね、ローテンブルクと２０

数年のお付き合いをされて先般、姉妹都市にもなったという良い事例があります。隣の大洲市も

ですね、姜沆という儒学者がですね、戦国時代に捕虜として大洲藩に幽閉されて、その縁で戦後

交流を始めて、大洲市の市民会館に１９９０年に姜沆の記念碑が建てられた。そういうことを通

じて韓国と交流を結んでおるというような事例もありますが、なかなか今の国際情勢で少し行き

詰っているということも聞いております。ぜひですね、そういうふうな立場の違いを乗り越えて

ですね、それぞれのお互いの国の文化を交流を深めていっていただいたらと思います。こちらに

ワシラ市長から稲本町長あてに預かりました親書のコピーをいただいております。それを若干読

まさしていただきます。「アラスカの歴史上の人物である和田重次郎の歴史を保存することはワシ

ラ市にとって重要なことです。将来、我々の学生や市民に多くの文化交流をもたらすことでしょ

う。ワシラ市の日本語を学んでいる学生、地域住民、そして和田重次郎顕彰会との文化交流会が
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この友好都市関係に強力に力を付けることでしょう。我々は情報、文化、相互理解のきずなを構

築できることを期待しています。和田重次郎の歴史を通して両市町の歴史が一つになり、彼の歴

史を普及するために共に活動できることを期待しています。」ということで、ワシラ市長からの親

書をいただいて町長の方にお渡ししました。ということで、ワシラ市の方もですね、ぜひ内子町

と今後交流もしたいというふうに考えておられます。そういうことでアンカレッジであったミュ

ージカル和田重次郎物語もですね、ワシラ市から１００名の方がその会場から見に来られたとい

うことも聞いておりました。そういうふうに先方としては熱心に内子訪問団を歓迎していただい

ているわけですが、２年後にワシラ市がですね、市政１００年を迎えるということになると思い

ます。それに対してですね、何らかのアクションをしたいと思うんですが、内子町としてのお考

えはいかがでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 国際交流っていうのは議員おっしゃったようにですね、文化とか言語の

違いを乗り越えて交流をする。お互いがお互いを理解し合うという大切な一分野だというふうに

私は思っております。ですから今回、皆さん方が行ってくださったのは、本当にありがたいなと

いうふうに思ってます。特に、和田重次郎さんの子孫がですね、こちらにいらっしゃる、お墓も

お母さんのお墓があるということですから、よりなんとなく近い印象を私たちももっておるわけ

でございます。そういう一つ一つの長い交流を積み重ねていくということはとても大切なことな

んで、すぐに姉妹都市とか交流都市を結ぶとかですね、ローテンブルクを一つの例に取りまして

もすぐにはやっぱならないわけでございますね。そういうひとつひとつの積み重ねがとても大切

だというふうに私は理解しているところでございます。以上でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ありがとうございます。確かに言われるとおり積み重ねが大事だと思い

ます。一つ提案というんですか、ワシラ市にですね、歴史博物館に和田重次郎の顕彰を記念して

パネル展とメダル等を展示されておりました。内子町には、言われるとおり和田重次郎の母親の

セツさんのお墓があります。ただ、顕彰をする施設というのがありません。できましたらですね、

内子町内に短期でも、また長期でもそういうふうな和田重次郎氏を顕彰することをできまいかと

我々顕彰会としては考えておるんですが、そういうふうなことについてまた町のご協力がいただ

けるかどうか、ご回答をお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 具体的な問題についてはですね、この場で即答というわけにはまいりま

せんから、それは少し詰めながら判断をさしていただきたいというふうに思います。 

○議長（池田洋助君） ここで１０分間休憩をします。２５分から再開します。 

 

午後 ２時１６分 休憩 
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午後 ２時２５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に林 博議員の発言を許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林博議員。 

○１１番（林 博君） １１番、林です。 

〔林 博議員登壇〕 

○１１番（林 博君） ６月議会、通告にしたがって４点について質問致します。 

最初に平成２９年、２年後に開催される愛顔つなぐえひめ国体開催について質問致します。平

成１７年１１月第７２回国民体育大会愛媛県準備委員会が設立されて以来、県内各市町での競技

開催に向けて施設整備や大会運営への準備がおこなわれております。内子町では成年男子ゴルフ

とライフル射撃競技に向けて平成２６年２月、準備委員会を設立。７月に日本体育協会からの愛

媛県への開催決定通知を受けて、９月に実行委員会を設立して、愛顔つなぐえひめ国体の成功に

向け、町民の英知と想像力を結集し、総力をあげて魅力と感動にあふれる大会の開催を目指し、

対応をされているところであります。内子町実行委員会基本方針の中に、国体開催を通じて内子

町の魅力を紹介、発信して将来のまちづくりにつながる大会とするとありますが、どんな魅力を

どのように対応をするか、実行委員会会長をされている町長の所見を伺います。 

 次に、林業行政について質問を致します。森林に開発された道路は、すべて林道と称されるこ

とがありますが、その目的や利用頻度などによって作業路、作業道、林道に区分されております。

将来に渡って地域森林の基盤となる林道は、公共の補助を活用して道路企画を順守し、開設され

たものがほとんどであり、林道台帳にも掲載され、施策に対応されると思っております。この林

道台帳に掲載された林道は、開設後、林道としての分筆登記が義務付けられておるのかどうかお

伺いを致します。２７年度集約化施業推進補助金が予算化され、経営計画作成を促進し、森林整

備を図るため、新規に対応されました。この要綱に面積は計画面積でなく、除地を省いた実測値

に対して補助するとありますが、森林一筆すべて施業し、除地がない場合においても登記面積を

利用するのではなく、実測値を出す必要があるかお伺いを致します。 

 次にまちの駅、Ｎａｎｚｅについてお伺いを致します。Ｎａｎｚｅは内子まちづくり商店街組

合が建設運営されている民間事業者ですので、一般質問の内容にはふさわしくないように思いま

すが、町は組合に対して用地を無償貸与し、２４年度、２５年度に１，７４０万円の補助をされ、

観光客の誘致と商店街の活性化を目指して対応をされており、また、隣接するビジターセンター

の来客にも影響すると考えますので、質問をさせていただきます。Ｎａｎｚｅは、平成２４年内

子まちづくり商店街組合が建設されて、町内の農産物を活用した商品開発もして話題となりまし

た。また、ドイツフェスタ等の中心会場ともなり、商店と連携して活性化のリーダーシップを取

られていると認識をしております。先般、ビジターセンターを訪ねることがあり、Ｎａｎｚｅ駐

車場を利用させていただきました。駐車はほぼ満車状態で多数の方が来られていると思いました。

しかし、店内の照明は消え、人影もありませんでした。５日後、再びビジターセンターへ行った

時も同様の状況をみて、私の認識の異なっているのではないかと心配するようになりました。Ｎ
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ａｎｚｅの運営状況、経営状況について伺います。 

最後に、教育委員長に質問します。小学校の統合、学校施設の耐震改修に取り組まれ、教育環

境の整備を進められていることに敬意を表したいと思います。学校の統合についてはいろいろな

考え方があるのは当然ではありますが、私はある程度多くの環境の中で共に学べることが大切で

あると考えております。しかし、生徒、児童を集める、人数を増やすだけでなく、学校規模によ

っての新たな取り組みがあってもいいとも考えております。そこで義務教育における連携、ある

いは一貫教育課程の導入を教育委員会で研究・検討されたことがあるかお伺いを致します。町内

小学校７校、中学校４校がそれぞれの規模等を踏まえた特色ある学校をつくり、入学の選択が出

来ることが望ましいとも考えております。現在とられておる校区を除外する考えがあるかどうか

お伺いを致します。以上、総括質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 私の方からは国体開催について答弁させていただきます。基

本方針につきましては、議員の言われたとおりでございます。この開催方針の内容ですございま

すが、第２期総合計画のキャッチフレーズにあります「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」の魅力を、全国に紹介・発信する大会としたいと考えており

ます。具体的には、小田の城の台公園で開催しますライフル射撃競技におきましては、自然豊か

な小田深山を散策できるようなしくみや小田を代表する小田うどん、アマゴの土手焼などを食し

ていただけるような取り組みなどを。ゴルフ競技におきましては、町並み保存地区や内子座など

を見学してもらい、「からり」や「せせらぎ」での特産品を購入いただくなど、内子町が全国でも

評価していただいているような歴史や文化、自然･環境、食などを最大限に全国に広報またはホー

ムページ等々で発信していきたいというふうに考えております。詳細につきましては、総務企画

や競技・式典、宿泊、維持衛生、輸送・交通の専門部会で基本計画を作りながら取り組むことと

しております。国体開催まで２年余りとなりましたが、この国体、町民総参加で、おもてなしの

こころで取り組みたいというふうに考えておりますので、今後ともご指導、ご理解をいただいた

らと思っております。以上、答弁とさせていただきます。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 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） 私の方からは、林業行政についてお答えをさしていただきま

す。まず、最初のですね、林道台帳掲載の林道は、分筆登記が必要なのかということでございま

す。道路の種類は、道路法に基づく一般の交通の用に供する道として、国道・県道・市町村道が

有りまして、それ以外に別の法律に基づく道路がございます。土地改良法に基づく農道、ご質問

の林道は森林法に基づく道路でございまして、林道の管理義務の規程は定められているものの、

分筆登記までは求められておりません。それから２番目でございますが、２７年度予算に集約化

施業推進補助金を確保し、経営計画作成を促進し、森林整備を図る施策があるけれども、その面
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積は計画面積でなくて、除地を省いた実測値に対して補助するとあるが、森林一筆すべて施業し

た場合でも実測値を出す必要があるのですかというご質問でございます。この森林環境保全直接

支援事業、間伐するための事業でございますけれども、補助を申請するためにはですね、経営計

画の策定が必須となっております。直接支援事業の申請の際には、一筆が全て同じ条件で一体的

に施業した場合は、実測せずに申請致しますけれども、例えば一筆の中に天然林があったり、崖

や岩が広がっていたり、鉄塔や３ｍ以上の幹線道路等がある場合にはですね、一連の作業が困難

ということでその部分を除地として測量をして、除外した面積で補助申請をすることになってご

ざいます。以上でございます。 

○町並・地域振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  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） 私の方からは、まちの駅Ｎａｎｚｅの経営状況について答弁

をさしていただきます。まちの駅Ｎａｎｚｅにつきましては、内子まちづくり商店街組合が、平

成２４年度に建設されたものにつきましては、先ほどのご質問にあったとおりです。町として補

助金として１，７４０万４，０００円を支出しております。町として補助金を支出している事業

につきましては、既に実績報告書、あるいは完了検査、支出の確認等をおこなっておりますけれ

ども、経営の状況につきましては、町に対して決算書の報告義務のある第３セクター、あるいは

指定管理施設ではございませんので、町として聞いている範囲の答弁となります。内子町まちづ

くり商店街組合については、Ｎａｎｚｅの他、スタンプ事業や物販なども行っており、平成２６

年度の決算においては、事業全部合わせて収支は赤字となっていると聞いております。但し、昨

年の９月よりＮａｎｚｅに関しては運営の形態を変えるなど、経営の立て直しを図り、収支の改

善に向かいつつある状況と聞いております。以上、答弁と致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） それでは、教育行政についてお答え申し上げます。義務教育に

おける連携、あるいは一貫教育の導入でございますが、現在、内子町内の学校では一貫教育課程

は導入しておりません。が、英語教育や環境教育などで連携した取り組みをおこなっております。

英語教育では中学校の英語教諭が小学校の外国語活動時などに入っていただいて、一緒に教育や

研究などをおこなっております。さらに、広島大学等の大学教授や文部科学省からも年に数回、

小学校の外国語活動指定校において、小・中学校の教諭とともに指導を受けております。そうい

った意味で小・中学校の連携が進んできております。また、環境教育では、環境副読本を小学校

４年から中学校３年まで使うようにしておりまして、環境子ども会議の開催などにより、小・中

学校の発表をお互いが聞き、学習し連携を深めております。なお、一貫教育につきましては、内

子町教育大綱において、今後５年間で確かな学力を身につけさせる教育方法の一つとして、小・

中一貫教育の試行をおこなうこととしたいと思っております。小田小学校・小田中学校で実施を

したいというふうに考えております。次に校区除外のご質問でございますが、クラブ活動とか勉

強の面で人数の多い方が良いと考えている保護者もおられます。そういった状況の中で、校区除
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外をおこないますと、児童・生徒が中心部の学校へ集中致しますから、周辺部の学校に大きな支

障が出ることも考えられます。ですから、現在のところ校区除外につきましては、考えていない

状況でございます。以上でございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 再質問をさしていただきたいと思います。まず、国体の開催の関係なん

ですが、課長答弁のとおり、内子町の今まで作ってきたまちのイメージ、これをより一層、ＰＲ

をしていきたいというような答弁だったと思うんですが、町の知名度ＰＲにしろ、料理をＰＲに

していくにしろ、一番強いものは、私は、人から人へのＰＲではなかろうかというふうに考えて

おります。印刷物、またホームページ、こういうものも効果はありますが、いろんなことを人に

広めていくためには、人から人への口伝えのＰＲが私は最も強い宣伝力があるんじゃないかとい

うふうに考えております。そのために国体開催期間中、町内の開催期間が平成２９年１０月１日

から６日の期間に全国から選手、役員、それに伴う応援の方を含めると、だいたい１，０００名

前後の方が内子町に入ってこられるんではなかろうかと、いうふうに察しができるわけですが、

またライフル競技においては、来年度プレ大会で１，０００名まではおられないですが、かなり

の全国から人が入ってきていただく。その入ってきていただいた方を、これは素晴らしい内子町

じゃなと。一目で印象に残るような取り組みが私はほしいと常々考えておったところでございま

す。例えば、先ほど同僚議員が質問したように、以前から内子町はごみゼロのまちを目指して取

組みをされておる。その成果が内子町にあると思うんですが、残念かな、未だ車で走ってみても、

国道、県道、町道、ゴミが目につきます。また、道路側溝周辺、歩道との境あたりには、土砂、

砂利、草が茂っておるところがほとんどでございます。よその町となんら変わりはありません。

ここらの対応ができないものかどうか。当然、道路管理者がするべきことではあるんですが、こ

こらの先ほど課長の答弁で、町民総参加で総ぐるみで対応をしていきたいというご答弁があった

んですが、そこらの呼びかけ、協力体制がとれないものかどうか。答えていただきたいと思いま

す。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 先ほどの答弁の中でもちょっと申し上げましたけれど、町民

総参加でおもてなしの心で取り組んでいきたいというふうに申しました。詳細につきましては、

専門部会というのを立ち上げつつありますので、議員ご指摘のとこらを踏まえながら、そういう

基本計画なり、そういったところを定めながらより、また口伝え、町民の皆さん方ですとか、も

う一つ、町民の皆さん方が地区外に広げていってもらうとか、そういう取り組みも取り入れなが

ら進めたいというふうに考えておりますので、ご理解いただいたらと思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） ぜひ実行委員会の中で、そこら内子町に入ってきていただいた全国の方々

が関心をされるような状態が望ましいと私は考えておりますので、検討をしていただきたいとい

うふうに思っております。また、そのイメージだけでなしに内子町の特産物、ここらもやはりア



平成２７年 ６月第７７回内子町議会定例会 

‐ 44 ‐ 

ピールする機会では、いい機会ではなかろうかと。日頃、こういう全国から来られる機会がない

にしろ、内子町のものを特産品を広い範囲に販売していく、売り込んでいく、これはどうしても

やっていかなければならないことですので、そのために２７年度にそういうことをされるところ

に対して助成も経費を使うわけですから、今回あたりはそう大きな経費を使わんでもそういう効

果が表せれると思いますので、それも併せてやるべきであろうというふうに思っておりますので、

検討を願いたいと思います。 

次に、林道、また補助制度について、再質問をさしていただきます。林道の登記の義務はない

というご答弁だったんですが、今後、山の状況を見てみますと、所有者がどこにおるか分からな

いという状況がますます増えてくるんであろうと。これは早急にそういう状況が現に表れ始めて

おりますし、今後加速して行こうというふうに思います。そういう状況の中で登記せずに現在の

所有者のままで継続しとって、問題がないと考えるかどうか。これについて質問をしたいと思い

ます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今の林道の分筆登記の問題点でございますが、議員おっし

ゃるとおりですね、所有者等がですね、出られたり、いろんな問題で問題視になっております。

その中で現在も重要な幹線道路についてはですね、登記の済んでいるところもありますし、国調

のおりに登記が済んでいるところもございますけれども、まだまだ進んでいないというのが現状

でございます。その中で町としてもですね、今後、所有権移転等とですね、そういうトラブルも

発生されるということも予想されますので、町としてはですね、当然、登記するのが望ましいだ

ろうというふうには認識しております。しかしながら、非常にですね、多額の経費を要するとい

うことでございますので、予算の範囲でですね、少しずつでもやっていくということが必要かと

いうことを思っておりますので、そういうことでご理解をいただいたらと思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 登記も徐々に対応をしていくということですが、この道路は先ほどの集

約化施業推進補助金においても、除地として測量をして除かないといけないという状況がありま

す。今現在もどっかでは、人の手間と費用がかかっておるわけです。計画を作る組合が対応され

るのか、施業をする事業体がそういう測量をして除地を求めておられるのか。どっかでは経費が

かかりよるわけです。そこらをやはり踏まえて対応をされておく方がいいし、そういう実績がで

てきた時にあわせて、そういう道路としての区分ができないものかどうか。それをちょっと聞か

せていただいたらと思います。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 小野植産業振興課長。 

○産業振興課長（小野植正久君） 今の林道に絡めてですけれども、申請につきましてはですね、

先ほど答弁さしていただきましたように、除地ということで道路とかそういうものについては一

定の幅員以上のものについてはですね、除いて申請をするということでございます。町の今回の

補助、森林経営計画ですかね、そちらの補助に関しましてはそれを作るためにはですね、一定の
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面積について森林組合さんがですね、いろんな計画づくりをして、また土地の所有者との協定も

してですね、また現地の調査もされてというようなことに対して経営計画に対してのですね、補

助をするということでございます。それで除地とかいうことになりますとですね、これは施業に

かかって、申請にかかって参りますので、そういった経費については基本的にですね、施業地の

方のご負担になろうかというふうに思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） それでは、次の再質問に移ります。Ｎａｎｚｅの答弁をいただいたんで

すが、課長が答弁される通りであろうと私も認識はするんですが、再度確認したいのは、民間事

業体で補助とかいろんな対応をしておっても、経営指導あたりは出来ないということなんでしょ

うか。確認をしたいと思います。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 公式なルートとしてですね、経営指導するということはちょ

っと民間事業者ということですので通常はやりません。ただ、観光事業等について一緒にやって

いる所もありますので、そういった事業につきまして、例えば笹祭りとかは一緒にやっておりま

すので、そういったものについては、イベント等、事業等については、共同してあたっていくと

いうことは、これからも継続しておこなって行く予定でございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） なかなか公的に経営改善の指導がやりにくいということであれば、今後

においては、民間に補助金を出していく場合にかなり綿密な調査、ここらをしないとおそらくＮ

ａｎｚｅさんは経営改善に努められておるということですので、今後上向きになっていこうとい

うふうに信じておるんですが、万が一、公金を投入して数年のうちに継続ができないような状態

のところができたとすれば、これは公金の無駄遣いというような指摘も受けかねますので、今後

においては十分我々も研究も必要であろうし、担当者も十分なそこらの検討もする必要があろう

と思います。これについては、答弁は必要ありません。 

 最後に、教育行政、連携、あるいは一貫教育の関係で質問をしたいと思います。課長の答弁で

もう連携教育はやっておるんだということ。答弁の中で、そういう大学の先生が入ってきても連

携になるんかなというような感じもするんですが、私の認識不足で、私は狭い範囲での連携を考

えておったんで、ちょっと認識不足のところがあったんかなというふうに認識をしておるんです

が、以前、答弁の中にもありましたように、小田地区で学校統合、小学校の統合や現在の校舎の

建設を検討する委員会にも携わらしていただいた中で、この委員会で四国中央市にある新宮小・

中学校、これが一貫教育としての研修をさしていただきました。また連携教育と致しましての松

山市の日浦小学校、ここも研修をさして委員大勢で研修をさしていただきました。そういう研修

を踏まえて小田地区のあの学校施設が出来てきたように思います。答弁で今後そこへ導入をした

いと、具体的に答弁いただきましたので、ありがたいと思うんですが、そういう学校ごとの特色

を作れば課長が懸念しておる校区除外をしても、今までの校区以外から通学を希望される生徒さ



平成２７年 ６月第７７回内子町議会定例会 

‐ 46 ‐ 

んが私はできると思うんです。現在の同じ学校だから中心部に集まる、人の多い学校に集まるん

ではなかろうか、いうふうに考えますが、私の考えが間違っておったらご指摘をいただきたい。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡教育長 

○教育長（亀岡忠重君） 今の間違いとかどうかというんではなしにですね、今質問があったよ

うにですね、統合の関係では今言われたようにですね、検討もしてきました。今、国の方もです

ね、今の小・中一貫教育、一貫校、それは今後やっていく方向なんです。議員もご承知のように

ですね、やって行くためにはですね、やっぱり中学校の教員がですね、小学校の免許ももたない

といけないということがありますから、全体的に今中学校の先生がですね、小学校の免許をもっ

ている先生が少ないんですね。そこら辺りを今後どういうふうにしていくか。そういう免許の取

得をどういうふうにしていくか。これは英語教育のこともあるんですが、いろいろ変わってくる

と思います。ですから先ほど小田の関係言いましたが、出来たらですね、出来る学校は五十崎で

も内子でもしていきたいんです。学校の五十崎であれば近いですから、中学校２こ持つのは難し

いですから、どちらの学校と一緒にやるというか。生徒が減ってきますとですね、教員も少なく

なってきますので、今後、連携教育がいると思います。ですから、出来る学校についてはですね、

順次していく。今、統合、それから耐震工事もだいぶ大詰めに来ましたので、そこらあたりを今

後考えて行くということで。校区のことについてはですね、もちろん特色ある学校づくりをして

いくわけなんですが、やはりどうしてもですね、区域を外してしまうと今の中ではですね、やっ

ぱり偏ってしまう可能性があるということですので、今の中ではですね、今の校区を引かしても

らって校区除外は考えてないということでございます。 

○議長（池田洋助君） 次に、宮岡徳男議員の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） １５番、宮岡です。 

〔宮岡德男議員登壇〕 

○１５番（宮岡德男君） ６月議会にあたりまして、私はまず最初に今、国会の場で審議をされ

ております安保法制の改定問題、特に先の衆議院憲法審査会において立憲主義をテーマに招致さ

れた参考人、与野党推薦の３人の憲法学者が、全てが集団的自衛権行使を可能とする法案に対し

て憲法違反との認識が示されました。安保法制の改定問題について稲本町長のご所見をお伺いを

致します。このことは、当町からも自衛隊への参加をしておられる子弟が数多くおられることか

らも、やはり身近な問題として町長のご見解を伺うわけであります。今、国会に提出をされてお

ります法案はこれまで海外派兵のたびに特別措置法を作っていたのをやめて、政府の判断でいつ

でもどこへでも米軍や多国籍軍を支援するため、自衛隊を海外派兵することのできる国際平和支

援法という海外派兵恒久法と、過去の海外派兵法や米軍支援法など１０本の法律を一括で書き換

えるという平和安全法の２本の法律案が審議をされているわけであります。私は審議が進めば進

むほどに法律名の平和とは正反対に、戦争に日本が突き進む危険を感じる法案でありまして、こ

のことはどの世論調査においても反対が多数であり、８０％前後の国民がこの国会で通すべきで

はないと答えておられます。稲本町長は、昨年６月議会において私の質問に対して、集団的自衛
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権については、閣議決定での集団的自衛権の行使について、憲法議論もなく、解釈改憲は現実法

の現憲法の平和主義、国民主権、基本的人権の尊重という基本原則が崩れ、立憲主義が崩れるの

ではないかとの懸念を表明をされております。今、進められている法案審議に対して法律がもし

改正をされるならば、私は、日本の国のあり方そのものが大きく変わると思うんでありますが、

現時点での稲本町長のご所見をお伺いを致します。 

 次に、教育行政についてお伺いを致します。今年は、来年４月から使われる教科書の採択がお

こなわれる年となっております。この教科書の採択にあたって、毎回のように全国各地でいろん

な問題が表面化をしております。４年前には、沖縄県八重山採択においては、教員らの調査員も

そして校長会も八重山ＰＴＡ協議会も、地元新聞社の世論調査で、住民の６０％の住民の反対を

押し切って、育鵬社の公民教科書が採択をされたことが記憶に残っておりますが、内子町におけ

る教科書採択は、どのような手順を踏んで選ばれているのでしょうか。２０１５年４月７日、文

部科学省初等中等局長名の教科書採択についての通知で、教科書の採択は教科書が教科の主たる

教材として学校教育において重要な役割を果たしていることに鑑み、教育委員会、その他の採択

権者の判断と責任によって綿密な調査研究に基づき、適切におこなわれる必要があると述べられ

ているとお聞きをするわけでありますが、内子町においては、どのような調査と研究がなされて

いるのかについてお伺いを致します。今、教科書の中には近年、歴史をゆがめたり、日本の憲法

を攻撃をする内容の教科書が含まれており、保護者から不安の声が出ておるわけでありますが、

教育委員会としての採択にあたっての取るべき姿勢をどこにおいておられるかについてお伺いを

致します。次に、教育行政に関わる問題として現在、国会で審議をされて、すでに衆議院では全

会一致で通過をして、今月中には参議員も通過をし、来年の参議員選から適応されようとしてい

る１８歳からの選挙権行使への引き下げにより、約２４０万人の１８歳、１９歳の若者が選挙権

を得ようとしております。現在高校生には、政治的活動が規制をされておりますし、義務教育の

中で子ども達が社会の一員としての主権者教育がなされていないのではないかと思うわけであり

ますが、実態がどのようになっているかについてお伺いを致します。そして今後、児童生徒への

主権者教育をどのような姿勢で進めて行かれようとしておられるかについて、教育委員会の考え

方についてお伺いを致します。 

次に、医療行政についてお伺いを致します。先般国会において医療用保険制度が改定をされ、

今でさえ高すぎる国民健康保険税のさらなる負担増を招き、医療費削減の新たな仕組みを導入す

るものといわれております法律でありますが、今回の法改正によって町民の医療制度とのかかわ

りがどのように変わるのかに町民は大きな不安を持っております。町当局は、今回の法改正につ

いてどのように受け止めておられるか。町民の命を守る医療行政の充実に対しての所見をお伺い

を致します。次に、病気の早期発見、初期治療によって住民の健康増進と医療費抑制につなげる

特定検診や健康などの検診制度についてお伺いを致します。内子町における集団検診や個別検診

の受診率は、昨年度２８．８％と県下市町村の中でも低い自治体となっており、特に９つの町の

中では唯一３０％を切っている自治体であります。受診率が高い自治体では、無料化が進んでお

り県下自治体の検診の無料は、大きな流れとなっているようであります。松山や宇和島市など大

きな都市においても無料化が進められておりますが、内子町でも検診無料化を図っていく、病気

の早期発見、初期治療を図ることによって、医療費の抑制につなげる対応を図るべきと考えてお
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りますが、町当局のお考えを伺いまして、私の質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 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（池田洋助君） 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、私の方からは、現在国会で審議さ

れています安全保障関連法案についてのご質問でございますので、これについてお答えをしたい

と思います。この法案の柱は、議員ご指摘のように、集団的自衛権の行使容認、それから自衛隊

の海外軍隊への後方支援の拡大、いう２つが大きな柱だろうというふうに理解しております。そ

もそも集団的自衛権というのは、日本が直接攻撃を受けなくとも他国が攻撃を受けた場合に反撃

するというものでございます。その必要性については、国の方は日本を取り巻く環境の変化等々

さまざまな要因を上げられておりますけれども、解釈変更をしなければならないほどのようなこ

となのか、どうなのかということにつきましては、私はよく分からないというふうに感じている

ところです。歴代内閣は、自衛隊が今まで武力を行使することができるのは、日本が直接攻撃さ

れた場合に限って出来ると。いわゆる個別的自衛権の範囲ということだったというふうに私は理

解しております。こういうふうなことを考えますと、現にそのような拡大しないといけない状況

にあるのかどうなのか。まして、憲法の範囲を広げてまでですね、やらなくちゃいけない、そう

いう解釈が非常に私は懸念を覚えるいうことでございます。まして９条は、議員ご指摘のように

交戦権も認められていないわけでございます。立憲主義の原則からすれば、この解釈の改憲は、

非常に懸念をすべきことだというふうに私は思います。前回の議会でもこの集団的自衛権につき

ましては、そのような答弁をさしていただいたということで、前回からいささかも変わっており

ませんので、答弁に代えさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 城戸教育委員会委員長。 

〔城戸 彰教育委員会委員長登壇〕 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 宮岡議員さんの質問の教育行政についてお答えをしたいと

思います。まず、教科書の採択の関係。教科書採択は原則４年ごとに行われています。昨年です

ね、小学校の教科書を採択を致しました。本年はですね、中学校の教科書の選定をおこないます。

教科書採択は、採択権者である教育委員会の権限と責任においておこなわれるものであります。

また、市町村立の小・中学校で使用される教科書は、市町村の区域を単位として設定する採択地

区ではですね、同一の教科書を採択することになっております。今回もですね、内子町は大洲市

と共同で教科用図書採択協議会を設置し、先月２６日に会議をおこないました。その中で、一応

今年のですね、教科書選定のですね、方針を決めました。一応ですね、教科書は８月末を目処に

決定致します。それとですね、採択の流れですが、まず１２教科あるんですが、１教科について

３名の中学校の先生、専門家の先生を３６名、調査員として雇い調査をしていただきます。それ

が終わりましたら、続いてですね、教育委員、学校関係者、保護者関係各６名、１８名ですね、

選定委員会をおこなって、選定をおこないます。選定委員会では、調査委員の報告に基づく結果

がですね、非常に大きな結果を示します。その後ですね、選定委員会で、上位１位と２位までの
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教科書が上がってきます。それをですね、最終的に大洲・喜多教科書図書採択協議会の委員さん

各３名、６名おるんですが、最終的にそこでですね、一応採択をおこないます。最終決定はです

ね、今度の各市町村の教育委員会の会議の中で決定を致します。こういう状況になってますので、

問題となっている教科書ですね、これもですね、実は国の検定を通っているわけですよ。だから

頭から除外できません。そういう教科書がどうなのか分かりませんけど、一応、いろんな人の意

見を聞きながら選定致しますので、公平、公正にですね、大洲・喜多地区で共同して使用できる

教科書を選定したいと思っております。 

それから選挙管理の関係。これはですね、公選法の改正法案をめぐり、政府の特別委員会等で

未成年者の政治への意識を高める主権者教育などの充実を求める意見が出ている状況であります

が、現在のですね、子どもたちは、間違いなく主権者としての自覚はかなり欠けていると思われ

ます。ただですね、主権者教育について議論が始まったばかりでございますので、今後ですね、

国等の基本的方向が示されましたら、それに合わせて推進していきたいと考えております。なお、

内子町におきましては、将来を担う子ども達、社会の一員であり、主権者であるという自覚を持

たせることが必要だと考えております。児童、生徒から大人まで、さまざまな教育との連携が必

要と考えておりますので、よろしくお願い致します。以上、答弁と致します。 

○住民課長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

〔亀岡 弘住民課長登壇〕 

○住民課長（亀岡弘君） それでは続きまして、医療行政についてお答えを致します。まず、初

めの今回の「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」

によりまして、内子町の国保がどのように変化し、影響があるかについて、現在分かっている点

について申し上げます。今回の改正の大きくは、３つございます。まず第１点目は「国民健康保

険の安定化」です。第２点目は「後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入」です。そして、第３

点目は「負担の公平化等」でございます。まず、一番目の「国民健康保険の安定化」につきまし

ては、今まで市町村の一般会計より繰り入れて、赤字を補填していた額とほぼ同額の国費を毎年

３，４００億円投入することにより、国保全体の財政の安定化を図ろうとするものであります。

また、市町村単独の国保運営から都道府県が、財政運営の責任主体となることから、国保料の平

準化を図ろうとするものです。次に、都道府県が、市町村とともに、共同保険者となることから、

愛媛県が統一的な国保の運営方針を設定し、国保医療費の推計を行い、その金額に見合う保険料

収納必要額を算出致します。そして、市町村ごとに分賦金の決定をし、標準保険料率を設定致し

ます。内子町は、愛媛県から示された標準保険料率と収納率目標を参考として、分賦金を賄うた

めに必要となる保険料総額を計算し、保険料率を定め、加入者に保険料を賦課・徴収致します。

それに伴い、国保事務の平準化、効率化、広域化を図ることができます。２番目の後期高齢者支

援金の全面報酬制の導入につきましては、平成２９年度から全面総報酬割にすることから、低所

得者の多い市町村国保は、財政的に安定し、低所得者の負担が少なくなります。３番目の負担の

公平化等についてですが、入院時の食事代等につきましては、在宅療費との公平等の観点から、

調理費が含まれるよう段階的に引き上げられる予定でございます。今後課題となりますのは都道

府県が策定する国保運営方針のガイドライン、都道府県が市町村に示す標準保険料率のあり方な
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どですが、県の方向性、指針等を順次確定致しましたら、それに併せて、内子町の方向と対応を

進めて参りたいと考えております。以上、今回の改正に伴う変化と影響の概要を申し上げ、説明

とさせていただきます。 

 続きまして検診のですね、無料化の話でございますが、国民健康保険加入者で、４０歳から７

４歳の方を対象とする特定健康調査をおこなっております。各自治体などを回る集団健診とそれ

から病院で受診する個別健診をおこなっており、個人負担１，０００円を徴収をしております。

ただ、当該年度に４０歳になられる方は無料としております。特定健康調査による早期発見によ

り、保健指導をおこない、生活習慣病などの未然防止、そして早期治療による医療費の削減を図

っております。受診率向上に向けて、保健師が対象家庭を訪問し受診奨励をする訪問事業、電話

による受診奨励などを行い、地域によっては受診率が上がった所もありますが、ご質問のように

平成２６年度の受診率は、２８％台で県内の町の中では最低の受診率となっております。国民健

康保険運営協議会におきましても、特定健康診査料についての協議がおこなわれてきており、個

別健診負担金を平成２６年度に２，０００円から１，０００円に引き下げが行われております。

基本的な検診、血中脂質検査、肝機能検査、それから血糖検査などにかかる費用は集団健診で７，

１０７円、個別健診で８，４００円が実質的にかかっており、１，０００円を差し引いた金額は、

国保が負担をしております。今後も、電話奨励、訪問奨励を推進するとともに、健康教室など保

健事業でのＰＲ、１００円市などイベントでのＰＲ活動をおこなっていきます。また、中長期ス

パンで受診率向上策として、待ち時間を短縮するための予約制を導入しスムーズな受付、問診、

検診体制とすることとしており、詳細は現在、検討中であります。今後は医療機関ともさらなる

連携を図りながら、受診率の向上を目指して参りたいと考えております。「自分の健康は自分で守

る」という意識を高めるとともに、受診しやすい環境づくりに取り組んで受診率の向上に努めた

いと思っていますので、当面は無料化を行う考えはございません。但し、後期高齢者医療被保険

者は、ご存じの通り、基本的に健診は無料でございます。以上で説明とさせていただきます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） まず、一点目から質問をさせていただきます。集団的自衛権の問題は、

町長のご所見を伺うと、あくまでも国政で審議をされているもので。しかしながら先ほども申し

上げましたように、我町からも自衛隊に入っておられる方々もおられますし、直接、町民に関わ

る問題としても考えていく必要があろうかと思います。そういう点から昨年、憲法に関わって町

長は、集団的自衛権が閣議決定でやられると、憲法の改定もなしにやられることについては、非

常に問題があると懸念の表明がされたわけであります。私は今、国会で進められている状態を見

ておりますと、言わば先般も自らが推薦した憲法学者が憲法違反という認識を示されたことに対

して、自民党の中の非常に中心的な方、特に今度の法制のとりまとめをやられた方の発言を聞い

ておりますと、非常に危惧を感じるわけであります。憲法問題は、最高裁が決めることだと。憲

法学者が決める事ではないという発言と同時に、最終的にあの砂川事件のあの判例を出しておら

れたことが野党側の追及によってその論が破たんをする中で、最終的に決めるのは、我々政治家

なんだという発言が出て参りました。このことは、非常に私は危惧を感じるわけです。そういう

点では私ども共産党だけでなしに、自民党の県内から出ておられる村上誠一郎代議士あたりも、
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非常にファッショ化が出ているという危機感をもった発言をされておられるわけでありますが、

そういう中で稲本町長は、ただ懸念の表明だけで私は済む問題ではないんではないかと。やはり

非常にそういう危険があることについてどういうふうに受け止められておられるのか。その点に

ついて再度お伺いを致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 質問の意図がよく分からないところがあるんでございますけれども、懸

念を表明したということなんですけど、それ以上の質問はどういうことなんでしょうか。お聞き

してよろしいでしょうか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） この法案について町長は、賛成なのか、反対なのか。ただ懸念だけ。

我々は、あの法律が強行されるならば、国のあり方、成り立ち、そのものが大きく変えられると

いう立場から反対の表明をしているわけでありますが、立場上、なかなかそういう表明がしにく

いかもしれませんが、ことは自衛隊員の命にかかわる問題であったり、やはり国のあり方なり、

形を変えられると言われる法律でありますから、もっと明確なご発言が私はいるんではないかと

いうことでこの質問をしているわけであります。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私の真意はですね、憲法改正をしてからこの議論をするのが先だという

ことで、今のままの拡大解釈でやるっていうのは反対です。憲法９条を改正してですね、まず自

衛隊をちゃんと認知すべきですよ。日本の国民の生命、財産、民主主義、領土、領海、領空をき

ちんと守るという自衛隊をきちんと認知すべきですよ。それからだというふうに思ってます。今

の９条読んでも、どこに自衛隊を認めたような条項がありますか。まさに、それは、私はおかし

いというふうに考えております。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） では、次に進みます。教育行政についてでありますが、教育委員長か

ら教科書の採択に対する進め方、手順については、縷々詳しくご説明をいただきました。私はこ

の内子町がとっておられる手順、これはやはりその通りであろうと思うわけであります。ただそ

ういう中で、いろんな意見が出てくると思うんでありますが、この調査員の皆さんや検討委員会

の中での議論、どういう意見が出ているのか、それをお聞かせをいただきたい。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 城戸教育委員会委員長。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 調査委員とは、全く私は未接触です。結果だけいただくと。

ということは、名前も全く公表してないんですよ。外部からの関係をとにかく遮断して、とにか

く自分の担当する教科のええというやつを選んでくると。調査員には、まったくノータッチです。

選定の方にはですね、私らも入ります。入りますけれども、その時には僕らよりはＰＴＡの方と
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か学校の先生のご意見を伺いながらということになりますので、こちらから誘導ということはあ

りません。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） ４年前の八重山採択でのあの騒動というのは、内子町ではそういう先

ほどのような説明の手順を踏んで、その順位によって選ぶということでありますから、私は一安

心をしておるわけでありますが、そういうことが八重山で起こったような問題は、この内子町で

は考えられないというふうに受け止めておいてよろしゅうございますか。 

それでは次に主権者教育の問題でありますが、これはまだ国会で審議中ということで最終的に

は決定がありませんけれども、ただその衆議院では、各党、全会一致での可決でありますから、

参議員でも必ず通るのではないかと思っております。私ども日本共産党は、結党以来９０年間１

８歳選挙権を要求し続けてきた政党として、やはり今回のこの決定については、非常に喜んでい

るわけでありますが、しかし、教育委員長が先ほどもご懸念されておりましたように、今学校教

育の中で、主権者教育がほとんどおこなわれてきていなかったことから、主権者としての自覚と

いうのは、ほとんどないのではないかということでありました。特に、高校生の中では、文部省

の通達によって、高校生の政治活動が規制をされてきたいきさつがあるやに聞いておりますが、

そういう点で中学生、小学生に至っては、なおさらそういう部分は強いと思うんであります。し

かしながら来年７月ですか、参議員選挙からこの制度が施行されることは、ほぼ間違いないと思

うわけであります。そういう点で、実際に義務教育の中で、子ども達がどのような教育を受ける

か。私は、このことは現場でおられる先生方の教育力が問われてくると思うんであります。そう

いう点での教育委員会としてどういう方向付け、取組みをされるのか。もしそういう点でのお考

え等がございましたら、お聞かせをいただきたい。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 城戸教育委員会委員長。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） これ非常に確かに難しい問題です。ただですね、先ほど大

人までと言いましたよね。というのは実際にですね、家庭では門限とかお小遣いのルールを作っ

ていると思うんですよ。これは身近な政治ですよね。それをですね、保護者が全く政治と思わな

かったら全く教育価値がないと思うんです。その辺を含めてですね、まずしていただかないと。

たしかに先生の指導力、相当大きいと思います。もう一つ大事なことは、教師はこういう政治的

な問題に対しては中立とその辺をきちんと教えていかないとと思っておりますが、実際に何をど

うしたらいいかとかは分かりません。はっきり言って。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私は、この問題はただ単に学校教育だけでない、やはり社会教育の分

野での非常に責任というか、そういう部分が大きいんではないかということも思うわけでありま

すが、そういう社会教育の分野でのこういう主権者教育的な取り組み、いろんなイベントなどを

通じての取組みが考えられるんではないかと思うわけでありますが、その点については、どのよ

うな受け止め方をしておられるか。 
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○教育委員会委員長（城戸 彰君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 城戸教育委員会委員長。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） さっき言いましたように、さまざまな教育と連携していか

ないけんと思うんですよ。ただですね、例えば小学生だったら出前の子ども議会とかあると思う

んですけど、その辺ですね、中学校なら生徒会の選挙ですね、やりますからね。その辺もですね、

意義を考えたらいいと思っておりますし、子ども議会なんかもありますので、その辺ですね、県

から国から基本的な方向を示していただいたらですね、直ちに取り組みたいと思いますが、ただ

来年になるとなかなか時間はないですよね。非常にこれは厳しい問題だと思います。いずれにし

てもですね、こっちからは教育をしますと言いようがありません。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） それでは、次に移らしていただきます。医療行政についてであります

が、課長からは、医療制度の改革によって負担の公平化とか国保料の平準化、県の求める方向で

の取組みをやって行くというお話でありましたが、私はこの中で非常に心配をしておりますのは、

国保の広域化によってだいたい国保のいろんな財政的なのを見ておりますと、大きい都市ほど赤

字になっていると思うんであります。私は、そういう中でこの内子町などのような小規模の自治

体にとっては、非常に負担増になっていくんではないかという危惧を覚えるわけでありますが、

そういうことについては、どういう受け止め方をしておられるのか。それともう一点、受診抑制

につながる問題がこの改悪の中ではあろうかと思います。特に負担の公平化というお話ございま

したが、入院時の食事の問題など見ておりますと、これは国のいい方を聞いておりますと、家で

病気治療をしておれば、家庭内での食事をするのだから、それとの公平を保つために今度の入院

食の値上げ、２６０円から４６０円くらいになるんですかね。そういうのがこの改正の中では出

ているようであります。そういう状況の中で、実際に受診抑制などが起きてくることが懸念をさ

れるわけであります。それから、また大きな病院へ直接行くと１万円ですかね、受診料が別に徴

収をされる。これは、健康保険法の中で７割は国がみるという、３割負担を原則から私は逸脱を

する中身をもっているんではないかと思うんでありますが、この点については、どのような受け

止め方をしておられるか。実際に、受診抑制につながるのではないかと思うわけでありますが。

その点についてどうみておられるか。 

○住民課長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

○住民課長（亀岡 弘君） 失礼します。まず最初の市町村国保、小さい国保にですね、影響が

及ぶのではないかということですけれども、日本全体の国保がどうやって持続性のある国保にし

ていくかということが大前提になりますので、そういった中で一般会計から今まで全体で３，５

００億繰り入れていたものを、国保でこの度、国から３，４００億ほど賄いをするということで

すので、それと合わせて、今まで市町村国保で担当していた国保を愛媛県が、いわゆる財政の安

定化ということで協同保険者となって、県が財政的な一役を担うということですので、いわゆる

市町村国保の年、年によっての高額医療者とかがいっぱい出た場合の時は、その時は当然保険料

も負担が多くなるわけですけど、そういった持ち出しとかも増えてくると思いますが、そういっ
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たことが愛媛県全体でやることによって財政の安定化が基本的には図られるということと、国保

の持続可能な国保の財政が提供できるのではないかというのがまず１点であります。それから２

番目の負担の公平化に伴う個人負担がですね、増えるのではないかという事に関しましては、実

際、入院、食事代等が上がるということで、その件に関しては確かに負担は上がっていくと思い

ます。それから大病院にかかる場合、個人のかかりつけ医者をですね、奨励しているみたいです

けど、かかりつけ医をとおして紹介状があった場合は大病院へそのまま行けるけれども、そうい

った紹介状がない場合は、金額はあれですけど、５，０００円から 1 万円くらいとられるんでは

ないかというような予定みたいですけれど、その辺に関しては確かに負担が増えると思います。

ただしですね、これ全体で考えて行きますと、今までご存知のように市町村国保は、非常に財政

的に低所得者、年金とかそういうふうな方で暮らしている方が多いので、非常に財政的に弱いと

いうところで、その分をですね、今度高所得者である大企業のサラリーマン、そして私たち公務

員等が負担をしていくということで、高所得者が負担をすることによって、低所得者、市町村国

保のですね、財政的な安定を図るという大きな観点からいけば、多少の負担もやむを得ないので

はないかと。なるべくそういうふうな努力はしていかないといけないと思いますけれども、いわ

ゆる国保が持続的に続いていくという面では、そこは大きな前進ではないかなと私は思っており

ます。以上です。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 国が決めた法律の中で、自治体ではそういう運用をしていくわけであ

りますから、これ以上私もあれは言いませんが、ただやはりそのこういう状況の中で、やはり弱

者にとっては大変な状況が起こされよるということだけは、ぜひ受け止めておいていただきたい

と思うわけであります。最後に、検診問題についてお伺いを致します。先程も課長答弁の中で言

われましたように、内子町は９つの町の中で唯一、有料化をしている自治体であります。その中

で平成２２年でしたかね、未検診の方々のアンケート調査の中で、その中で５％の方が費用負担

がある為に受診をしなかったという回答が出ているようであります。そのことに絡めてどうする

かというご検討をされたのかと思うわけでありますが、その時の検討がどのようなものであった

のか、もし分かるようであれば、お聞かせをいただきたいと思います。 

○住民課長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

○住民課長（亀岡 弘君） 先ほども申し上げましたけれど、一応そういったことも受けまして

国保の運営協議会等で諮りまして、一応２，０００円から１，０００円というふうなこと等もふ

まえて一応出しております。それで、実際に５％の分について費用がかかるから受けれないとい

うことだったんですけど、実際の未受診者の方にアンケートといいますか送りますと、結局５％

ということは、２，９００人くらいですかね、掛ける５％ということで、１５０人くらいになる

んですけど、それをですね、現在の受診率２８％にプラスしてどれくらい上がるかと計算しまし

たら、３％ちょいくらいでそんなにめちゃくちゃは変わらないというふうな結果が出ております。

全然ゼロにはならないんですけど、いわゆる町民の受診率の意識、啓発をですね、それに力を入

れて、来年からそういった予約制というふうなことも考えておりますので、そういうところで対
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応していきたいと考えております。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 無料化は考えていないというご答弁でございましたが、２６年度の国

保会計お聞きしますと、約１億４，０００万の繰越、それから基金が約９，９００万、約１億近

くの基金があるわけであります。こういう状況の中で、検診料が負担できないというあれはない

と思うんでありますが、実際にこの検診料について、どのくらいの予算があれば無料検診が諮る

ことが出来るか。そのような検討をされたことはあるでしょうか。 

○住民課長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

○住民課長（亀岡 弘君） 約１００万円くらいだと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 約３％の方が受診をされて実際に早期発見、早期治療をされた場合に

どのくらいの医療費の抑制につながるかについてのご検討をされたことがあるかについてどうか。

といいますのは、他の町村でみますと、久万高原町あたりが受診率４４．４％でありますし、砥

部町あたりでも３１％、そういう部分についての検討を私は、それぞれの自治体でなされて無料

化に向かわれたのではないかと思うわけでありますが、そういうご検討はされたことがあるのか

どうなのか。 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 曽根岡地域医療・健康増進センター長。 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 検診によって病気の早期発見がされた場合、

一概には言えませんけれども、糖尿病でありますと１億、２億という、例えば人工透析までいけ

ばそういった金額にはなろうかと思います。特定検診については、基本的な生活習慣を見直すき

っかけにしたいという意味では、非常にそのあたりは有効であろうと思いますけれども、先ほど

言われましたアンケート調査の中では、５％の方は受診料が必要だから行かれないというご意見

だったんですけれども、３０％の方は、仕事で行けなかったとか都合がつかなかったという意見

が多くございます。これは複数回答ですので、５％の中にも仕事の都合とかそういう理由を上げ

られている方も多くいらっしゃると思います。ここで一番大事なのは、個人個人が受診に対する

意識をいかに高めていただくかというところが大事になろうかと思います。それと、一度受診さ

れた方が受診の時間が長かったから、次は行くの止めようというふうなリピートの方を逃がさな

い対策、そういったものを総合的に進めていこうというふうに考えているところでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） １００万あればある程度の今の部分を無料化できるんではないかとい

うご答弁でありました。私は国保会計で基金が１億近くあり、２６年度の繰越が１億４，０００

万というような状況の中で、なぜその１００万の金額が出せないのか。私は、そこに町当局のこ

ういう問題に対する姿勢として、非常に不満を感じるわけであります。最後に、町長にお聞きし
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ますが、９つの町村の中で唯一、有料化をしている内子町が１００万あれば無料化が出来るとい

うような状況をそのまま放置されることは、やはり住み続けられる内子町をと言っておられる稲

本町長の姿勢からすれば、私はちょっと腑に落ちんわけでありますが、その点について最後にご

答弁をいただきたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からお答えします。検診を受ける人にとってですね、それは金額

が高いよりは安い方がいいですよ。安いよりは出さない方がいいですよ、誰しもですね。でもそ

の分は国保税の税金で穴埋めしないといけないんですよ。例え１００万であっても穴埋めしない

といけないんです。どこかでは埋めないと収拾付かんわけなんです。そういうことを考えますと

私はむしろ無料化するよりもですね、先ほど答弁さしていただきましたように、どこに原因があ

るのか。やっぱりもうちょっと町民の皆さんの方の実態にあったような検診の方法っていうのは

考えられないのか。あるいは、かかりつけ医の先生方ともっと連携とって病院へ行った時に、あ

るいは町内の診療所に行かれた時に、それをちゃんと特定検診としてカウントできるような方法

はないのか、あるのか。その辺ももうちょっと詰めていかないといけないというふうに思ってい

るところです。私は何でも無料にすればいいということでは決してないというふうに思っている

ところです。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 何でも無料化というご発言がありましたので、反論さしていただきま

すが、私はこういう問題については全ての方々が検診を受ける、そういうのが非常に大事だと思

うことは同じ思いであります。以前、内子町では各行政区ごとに推進員を作っていた時期がござ

います。そういうような仕組みを作って、住民自らがやっぱ検診に行こうというお互いにそうい

う部分が作られるような仕組み、これも考えていく必要があろうかと思います。それと同時に先

ほど申しましたように５％の方々が負担がかかるので、行ってないというその回答というのはや

はり重く受け止めるべきだと思います。いろんな流れの中ではたった１，０００円であっても非

常に重い負担感をもっておられる町民の皆さんがあるわけであります。そういう方々が５％あっ

たということでありますから、このことは受け止めていただいて、その５％方々の中で、数人で

あっても先ほどご答弁ありましたように、成人病の関係で早期発見をして人工透析に至らない早

期治療ができたとするならば、１００万の負担というのは、私は安いものだと思うわけです。実

際に人工透析をしなければならないような状況になれば、医療費としては１００万やそんなもの

では済まんわけでありますから、そういう点で私はぜひ無料化をすべきということを申し上げま

して質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで１０分間休憩をします。４時５分より再開します。 

 

午後 ３時５５分 休憩 

 

午後 ４時０５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。 

 次に、菊地幸雄議員の発言を許します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） ３番、菊地です。 

〔菊地幸雄議員登壇〕 

○３番（菊地幸雄君） ６月定例議会にあたり質問を致します。皆さん、大変お疲れのところと

思いますが、最後の質問になりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

まず、はじめに社会保障、税番号制度、いわゆるマイナンバー制度について質問を致します。

マイナンバー制度は、国民の幼児から高齢者まで日本在住者一人一人、１２桁の番号を割り当て、

氏名、住所、生年月日、個人所得、納税実績、年金などの個人情報を番号で把握し、管理出来る

ようにするものであります。今年の１０月以降に、町から住民票に記載されている住所に通知カ

ードが送付され、来年１月から税、社会保障、災害対策の３分野で活用されることになっていま

す。個人カードを希望される者には、通知カードとともに送付される申請書を送付することによ

り平成２８年１月以降、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載された個人番号カードの交

付を無料で受ける事ができます。マイナンバー制度については、広報うちこや内子町のホームペ

ージで知らせていますけれども、まだ十分に住民に理解されていないと思います。これだけの大

規模な新制度導入なのにマイナンバー制度の認知度は低く、内閣府の調査では、約３割の人が知

らなかった。そして約４割の方が内容までは知らなかったが、言葉は聞いたことがあると回答し、

内容を知っている人は、３割にとどまったそうです。また、ＮＴＴ東日本の調べでは、施行に向

けて準備を何も進めていない企業が４３．６％。社員２０人未満の企業に絞ると、７５．４％に

も上っているそうであります。そこで、次のことについて質問を致します。マイナンバー制度は、

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤であるとされていま

すが、マイナンバー制度が始まれば、何がどのように変わるのかをお伺いをします。次に、社会

保障、税、防災分野の事務を実施する各行政機関では、マイナンバーを用いて窓口等での本人確

認をおこなうことができます。マイナンバーを利用出来る対象範囲は、マイナンバー法において

決められており、別表第１には９７の事務が示されております。また、このマイナンバーを用い

た行政機関間での情報連携をおこなう事務の対象範囲についても、マイナンバー法において決め

られており、別表第２に１１９の事務が示されております。以上のように、自治体でマイナンバ

ー制度対応を必要とする事務は、大変多いようでございます。事務処理をおこなう各システムの

改修等の進捗状況をお伺いします。次に、法律に基づく事務のみならず、自治体の独自の事務に

おいて条例で定めることにより個人番号の利用が可能とされています。内子町独自の利用を考え

ているかお伺いを致します。次に報道によると、６月１日にウィルスメールによる不正アクセス

を受け、年金情報１２５万件が外部に流出したとの発表があり、国会で審議されているマイナン

バー法と、個人情報保護法の改正案の参議院での審議を当面見送ることで合意したとあります。

また、今までに導入している先進国での成り済まし犯罪、そして情報漏えい被害なども報告をさ

れております。情報漏えいの危険性と、その対応策についての取組みは、どのように考えている
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かお伺いをします。 

次に、避難行動、要支援者、避難支援プランについて質問を致します。平成２６年６月災害対

策基本法等の一部を改正する法案が公布され、また平成２５年８月に国から示された避難行動、

要支援者に関する取り組み指針に基づき、住民等の円滑かつ、安全な避難の確保で高齢者、障が

い者等の災害時の避難に特に配慮を要するものについて、名簿を作成し、本人からの同意を得て

消防、民生委員等の関係者にあらかじめ、情報を提供するものとする他、名簿の作成に際し、必

要な個人情報を利用出来ることとするなどが定められました。これを受け、今年の３月、内子町

の避難行動、要支援者、避難支援プランの全体計画が発表されました。まず、はじめに、要援護

者名簿の作成についてお伺いを致します。要援護者名簿の作成が市・区・町村に義務付けられ、

災害の発生に備え、本人から同意を得た者は、平常時でも避難支援等の実施に必要な限度で避難

支援等、関係者に対し、名簿を提供でき、災害が発生し、また発生する恐れがある場合において

は、本人の同意がなくても名簿を提供できることが定められました。そこで、現在の名簿作成の

状況をお聞かせ下さい。次に、避難支援等関係者の自主防災組織についてお伺いをします。地元

立川においては、平成１９年９月に自治会組織をもって、立川自治会防災会が発足したと記憶を

しています。内子町において自主防災組織の状況は現在どのようになっているのかお聞かせ下さ

い。次に、避難行動要支援者の身体状況を考慮し、安全な避難路の整備に努めるとしているが、

避難場所での避難路の整備状況を把握する必要があると思われますが、確認作業はどのようにな

っているかお聞かせ下さい。以上、質問と致します。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 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、私の方からマイナンバーについての答弁さしていただき

ます。まず、最初に１番ですね、マイナンバー制度が始まれば、何がどう変わるのかということ

ですけれども、議員ご質問の通り、今年の１０月から番号の通知がはじまりまして、来年１月か

ら税の手続きや、年金・医療保険・雇用保険などの社会保障等の行政手続き、災害対策でマイナ

ンバーの利用が開始され、申請者への個人番号カードの交付が始まります。マイナンバーは、各

機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつ、スムーズに確認するための基盤

となります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメ

リットをもたらします。そのメリットを簡単に申し上げますと、１つとして、国や自治体の行政

事務が効率化をします。２番目に、年金の不正受給や脱税を防止します。３番目として、被災者

台帳の作成や生活支援金の支給といった災害対策でも活用ができます。４番目としまして、個人

番号カードを使って行政手続きが簡単になると、このようなことがあげられます。まず、個人番

号カードは無料で交付されます。顔写真もついているので、本人確認にも使えます。ただし、最

初の年は国民の利点は余りなく、現時点において平成２９年１月から予定されているポータルサ

イトの運用や、平成２９年７月から予定されている地方公共団体も含めた情報連携が始まれば、

例えば行政の窓口でおこなう色々な申請時において必要である添付書類が簡素化されるなど、国

民の負担が軽減されることになります。さらに将来は、社員証やクレジットカード、キャッシュ
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カード、健康保険証としても使えるようにするなど、その利用を民間に拡大することも検討をさ

れております。行政などの窓口で行う手続きについては、番号法で定められた社会保障、税、災

害対策の分野で、申請書等へのマイナンバーの記載が必要になってきます。また、事業主は、従

業員のマイナンバーの記載を受けて、税や社会保険の手続きを行うことになります。現在ではま

だまだ分からない所が沢山ありますので、今後、国・県等と連絡を密にしてその対応に努めたい

と考えております。 

 続きまして、２番目でございます。マイナンバー制度に向けての進捗状況はどうかというご質

問でございます。内子町では、番号法が施行され、個人番号が各世帯に通知される１０月までに

おこなわなければならない事務について、現在各課横断で作業を進めております。特定個人情報

の取扱につきましては、番号法の規定に従うことになりますが、個人情報保護条例や手数料条例

などは一部改正が必要となり、９月議会において提案させて頂く予定でございます。また併せて、

変更が必要な各種申請書の様式なども洗い出しをおこなっている最中であり、それぞれにおいて

改正等が必要な時期までに対処することとしております。これらの作業を進めるにあたっては、

庁内において、マイナンバー制度推進部会を組織し、制度の理解も含めて昨年度より定期的に開

催をして参りました。６月９日に、本年度第１回目の会議をおこなったところですが、今後も引

き続き開催し、共通認識のもと、職員の制度への理解度を深めながら、足並みの揃った取り組み

をおこないたいと考えております。また、町民の皆様への周知については、ポスターの掲示やホ

ームページ、広報紙への掲載とあわせて、要請や必要に応じて出向いての説明などもおこなう考

えでございます。 

続きまして、３番目でございます。利用の関係でですね、内子町独自の利用を考えていますか

というご質問でございますけれども、自治体が条例でその利用を定めることによって、町民の利

便性は高まりますので、制度が町民の皆さんに浸透していく中で、他の自治体の取り組みなども

考慮しつつ、内子町独自の利用を今後検討して参ります。 

続きまして、４番目でございます。ウイルスメールによる不正アクセスを受け、年金情報がだ

いたい１２５万件ほど外部に流出したというショッキングな発表がございました。情報漏洩の危

険性とその対応についての取り組みはどのように考えていますかというご質問でございます。情

報のやりとりを行う行政システムは、一般のインターネットからは切り離された、閉じたネット

ワークであるＬＧＷＡＮ、ＬＧＷＡＮといいますが、総合行政ネットワークということでござい

ますけれども、これを使うことになりますので、外からの不正アクセスは基本的にはないと考え

られます。さらに内子町においては、ＬＧＷＡＮに接続する端末は情報系端末ではなくて、基幹

系の端末に限定をしておりますので、セキュリティも非常に高いものとなっています。利用でき

る職員の限定、暗証番号による端末へのログイン制御、情報系で使用するＵＳＢメモリ等のウイ

ルス感染の危険性が高い外付けメディアの利用不可など、職場内の運用さえ正しく間違えずに行

えば、今回のように、年金情報が流失するような外からの脅威にさらされることはないと考えま

すが、様々な観点から予期し得ぬ事がある場合がございますので、危険な状態にあることには間

違いはございません。万全を期す覚悟で事務をおこないたいと考えております。 

続きまして、２番目のご質問の中ですが、避難行動要支援者避難支援プラン、これが３月３０

日施行されて、プランが発表されましたが、今後の進め方はどのようになっているかというご質
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問でございますけれども、内子町避難行動要支援者避難支援プランは、災害発生時又は災害発生

の恐れがある場合に、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の避難行動に必要な名簿の作

成や避難行動要支援者の生命や身体を災害から保護することを目的に策定しております。名簿に

つきましては、避難行動要支援者に対し、避難支援等が円滑に実施できるよう、地域防災の要で

ある自主防災組織へ配布をしております。また、民生児童委員さんへも６月１５日に配布を致し

ます。避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、自主防災組織や民生委員さんなど支

援をしていただく皆さんには、異動等に関する情報提供をお願いしております。町においても住

民基本台帳等から転居・転出・死亡等の確認をおこない名簿の更新をしております。自主防災組

織における地域の避難訓練の際には、名簿記載の避難行動要支援者に対する避難行動も想定した

訓練となるよう、今後とも呼び掛けたいと考えております。また、地域での支援ネットワークづ

くりに日頃から努め、町民が安心して住める地域を目指したいと考えております。 

続きまして、２番目のご質問ですね、現在の自主防災組織の進捗状況はどうかということでご

ざいます。自主防災組織については、町内全域で結成済みでございます。結成状況は、１００％

となっております。加入状況については、自治会＝自主防災組織となっておりますので、ほぼ１

００％と想定されます。避難行動要支援者支援プランでの位置づけのみならず、災害時には自主

防災組織が地域で担う役割はとても大きく、自主防災組織の皆様におかれましては、消防署等の

協力を得ながら定期的に訓練を実施し防災意識の向上に努めておられます。平成２６年度におき

ましては、６割以上の自主防災組織から訓練実施の報告を受けております。 

また、先月の１２日には自主防災組織をはじめ、消防署、消防団幹部、学校関係者、自治セン

ターなどの地域の防災関係者が一堂に会し、合同研修会を開催致しました。それぞれの役割を認

識し、各団体間の相互連携を確認したり、自主防災組織間の更なる連携など防災意識を高め、安

全安心の地域づくりの推進が図れたと考えております。今後は、消防署と協働して訓練メニュー

の充実を図りながら、地域での訓練を充実させていただきたいと考えております。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（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私からは引き続き、避難行動要支援者避難支援プランの避

難場所までの避難路の整備状況の把握ですね、それから確認の状況ということでございますけれ

ども、内子町地域防災計画におきましては、町道を避難路として位置づけております。町道につ

きましては、道路法に基づき、善良な管理を行う事が義務づけされておりますことから、避難路

として機能する事はもとより、日常利用者の安全な通行の確保、第三者への被害防止を念頭に適

正な管理に努めている所でございます。そのような中、特に重要な構造物である橋梁につきまし

ては、平成２１年度から本格的な定期点検をおこないまして、平成２４年度に橋梁長寿命化修繕

計画を策定したところでございます。この計画に基づき、老朽化によって、損傷が発生している

橋梁については、計画的な修繕を行うこととしています。また、昨年度の道路法の改正によりま

して、全管理橋梁、２５３橋あるんですけれども、５年に１回の近接目視による定期点検が義務

づけされましたので、昨年度から第２巡目の点検を開始したところでございまして、この２巡目
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の点検結果によって、また修繕計画も随時見直しを行う予定と致しております。また、舗装や擁

壁、盛土、切土斜面などの一般的な道路構造物につきましても、昨年度から主要な幹線道路を中

心に致しまして、総点検を実施しており、本年度には、まず１級、２級等の幹線道路を主体とし

た修繕計画を策定する予定としております。このように定期的な点検によりまして、常に道路の

状態を把握しながら、計画的な修繕を行うことによりまして、避難路としての機能が確保できま

すよう適正な管理を続けて参りたいと考えております。以上でございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） マイナンバー制度については、今朝の新聞に一面１ページを使ってです

ね、国民に番号マイナンバー制ということで、特集を組まれて国の管理体制不安も。それから年

金情報流出に拍車、低い認知度で課題との見出しが書いてございました。今年から１０月からで

すね、通知カードが送付されるわけですが、この通知カードをまず、どのような形で送付される

のかをお聞きしたいんですが。よろしくお願いします。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 私の方からご回答をさせていただいたらと思います。この個人

番号通知カードですけれども、全国の自治体がですね、共同で委託をしております地方公共団体

情報システム機構というところからですね、各世帯宛てに通知カードが送られるようになってご

ざいます。以上です。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） １０月から送られるというのは分かるんですけどね、ある自治体では、

普通郵便ではないですよね。この通知が来た時にですね、今ネットを見ておりますと、拒否をし

なさいというような文言が流れております。これを今のマイナンバー制度を廃止したいという方

たちがですね、通知が来た時に受け取れませんよということがあるんではないかと、心配してお

りますが、もし通知が来た時に受け取りませんよと言われたら、行政としてはどのような対応を

考えておられるのか教えて下さい。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 先日もですね、国の担当者が愛媛県庁に参りまして説明会を開

催されました。その時にですね、例えば受取のことについてもですね、各市町から詳しい説明が

あったのですが、今の段階としては国の方としては通知をして皆さんに受け取っていただく。そ

して出来るだけ個人番号のカードの交付をしていただく。こういったような指導をしてくという

こと以外にですね、詳しいようなことは説明を受けておりません。ただ私たちとしてもですね、

国から詳しい基準が示されない以上は、国の指示に従って通知カードを受け取っていただき、個

人番号の利用に向けて準備を進めていくしかないというふうに考えています。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 
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○３番（菊地幸雄君） 次に、この通知が来たら来年の１月から個人番号カードの申請ができる

というお話でしたが、町民に、最初にも質問しましたが、一人一人には行き渡ってないというこ

とで、これからも広報などの支援が必要になってくると思うんですが、特にですね高齢者、また

は障がい者などもカードを必要とされる方がおられると思うんですが、なかなか申請がスムーズ

におこなわれない状況が生まれるんではないかなというふうな心配を致しております。その円滑

な推進のためにどのように今後進めていかれるのかお聞かせ下さい。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） まず、住民の皆様への周知ですが、広報誌に一度半面をとりま

して周知致しました。で、７月か８月くらいにですね、あと１回さらに広報誌で周知をしたいと

いうふうに考えています。それからホームページもマイナンバーというバナーを設けまして、直

接トップページから入っていただけるようなことで作り込みをおこなっております。それ以外に

もですね、特に高齢者の方につきましては、この制度がなかなか理解していただけない部分が多

いかと思いますので、当然出向いていっての説明会、あるいはおりをみてのですね、説明会もお

こなってまいりたいと思いますけれども、さしあたって来週１５日に民生委員さんの定例会がご

ざいます。その時にマイナンバーの制度の説明を３０分ほど時間をいただいてさせていただくよ

うなことにもしておりますし、要請がありましたらですね、それぞれの地域でおこなわれており

ます高齢者向けのサロン、それから１０月には地域づくり懇談会も始まって参りますので、そう

いった機会をみてですね、周知徹底をはかっていきたいというふうに考えております。以上です。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） いろんなところへ出向いて、また広報活動をやられるということで理解

したらと思いますが。個人もあれですが企業等にですね、調べますと商店で一人でもアルバイト

を雇ったらマイナンバーを求めて、書類を作っていかないけないということになっておるそうで

すが、ほとんどの方がそこまでそんなのしとらんよと言われるので、行きあたって皆さん大変な

ことになるかなという心配を致しておりますが、特に商店主、企業へも広報活動を少しずつやっ

ていただきたいと思います。併せてですね、ウイルスメールによっての年金が流出したというこ

とを受けて、これが職員のメールから情報が流出したというように私は聞いておるんですが、こ

ういうことが起きれば、今非常にこのマイナンバーでも罰則がかなりきつく設定されております。

それだけ大変なことだろうと思っておるんですが、職員がですね、そういう情報漏えいに関わっ

た場合、４年以下の懲役または２００万円以下の罰金等もあるというようになっておりました。

先程、推進委員会組織を立ち上げたり、また職員の研修とか勉強会もされとるようでございます

が、特に年金問題が流出するということが起きてから、特に今回のマイナンバーは、もっと大き

な範囲での情報を取り入れるということになろうかと思いますので、今後研修などもぜひ計画さ

れてやっていただきたいなというふうに思っております。 

 続いて、２番目の避難支援プランについての再質問を致します。この要支援、要配慮者という

ふうになるんでしょうか、に関する個人情報の問題もあると思うんですが、活用ができなかった

ら何にもならないということで、その上で命を守る大切な名簿をどこで共有して、また保管をさ
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れる予定なのか。また避難行動、要支援者の状況は、先ほど答弁がありましたように常に変化を

しているということで、資料をみますと毎年度１回、４月１日に基準日に更新するとなっており

ます。それで現在、私もちょっと見せてもらったことあるんですが、現在に配布している名簿で

すね。あれはいつ作られたものか。これ４月１日ということになると今年作られたものなのか。

それまでに以前に作られたものなのか、お聞かせ下さい。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 失礼致します。名簿をどこで共有しているかということでござ

いますが、今のところですね、自主防災組織の代表者にお渡しをしております。ですから、自主

防災組織の代表者が保管しとるということになっておりますが、先ほど菊地議員さんおっしゃら

れたように、有事の際はすぐに出せるような体制はとらないといけないと思っておりますので、

その辺は各自主防災組織さんの方で、十分に検討していただきたいということはつけ加えており

ます。それと名簿の更新時期についてですが、基本的には４月１日現在で更新するようにしてお

ります。ですから、今のお配りしております名簿につきましても、４月１日の状況ということで

作成しております。以上でございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） 名簿を作成する時に民生委員さんが自主防災の方から届けがあって、足

していくというかたちかと思うんですが、そういう届けがなかった場合は、名簿に入らないとい

う形になるんでしょうかね。私、見せてもらったのを見ると、介護の必要な方の名簿がないなと

いう印象を受けたのがありましたが、要介護認定３以上ですかね、の方は名簿の対象者の範囲に

なるというようになっておりますが、その方介護４だろうと思うんですが、名簿の中になかった

んですが、そういうのは民生委員さんとか自主防災の方から、こういう方がおられますよという

届けがなかった場合は名簿の中に入らないという形になるんですか。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 名簿の登録ということでございますが、基本的にまず保健部局

がもっております障がい者だとか、介護保険の関係、そちらのデータ、また住民課がもっており

ます住民基本台帳を元に高齢、独居世帯等を抽出しております。今、ご指摘のありましたここに

該当しない方でも当然支援がいるよという方がたくさんいらっしゃると思います。そちらの方に

つきましては、先月１２日に開催致しました合同訓練会の時にも、自主防災組織の皆様には追加

で名簿登録は可能ですから、そういう方がいらっしゃいましたらどんどん情報は提供していただ

きたいということをお伝えをしております。今現在の名簿が完全なものだとは私どもも思ってお

りませんので、そのような情報がございましたら、どんどんお寄せいただけたら、逐次、追加さ

せていただくという形を取らせていただきたいと思います。以上です。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） 続いてですね、支援プランの１１番目のところにですね、避難にあたっ
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ては生命及び身体の安全を最優先とし、町が開設する指定避難所に避難するといろいろあります

が、そのあと１４番目も避難行動、要支援者の安全な避難誘導、運搬等の支援に努めるものとす

るというようにございます。この対象者が障がい者、また高齢者になろうかと思うんですが、そ

の活動に必要な資材、または機材というんですか等の、車いすみたいなものですよね、そういう

ものの整備のための補助金みたいな形のものは考えがあるかないかお聞かせ下さい。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 確かに車いすだとか、ストレッチャーだとか、そういうものは

当然必要なものかと思います。なんですけど、今のところ自治会、あるいは自主防災組織あてに

ですね、そのような補助というのは、今のところはございません。以上です。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） この支援プランですね、出来ましたが、机上の計画で終わらない。実際

に支援が出来る体制を作るのが大事かと私は思いますね。連れていこうにも足が動かない、体が

動かない方を、二人も三人もが抱いていけるのかとなると大変だと思いますし、やはり自治会館

なり自治センターなりに、やっぱり車いす等のそういうものの整備をしていく必要も今後出てく

るんではないかと思いますので、今後検討をいただきたいと思います。それからもう一点、今回

の全体計画、自主防災組織もけっこう大きな組織になっています。それで実際にその自主防災組

織が活動できるかと言うと、私はなかなか難しいだろうというふうに思っています。実際に今後

災害が起きた時に、自治会館などに集合するとかいうのが難しくなる場合も出てくると思います。

もう少し区とか班とか小さい計画、個別の計画も今後全体ではなくて個別の計画も立てて、小さ

なあれで支援をしていくという計画も今後取り組んでいただきたいなというふうに思っておりま

す。 

それから最後に橋の関係を質問しました。２４年度から定期点検をおこなっておるというお話

をいただきました。それで、今立川も小学校体育館耐震改修を今年の８月からやっていただくと

いうことで本当にありがたく思っております。そして、そこが一時避難場所になっております。

以前、地域懇談会の時も話をさせていただきましたが、避難場所になっているそこへ、耐震構造

もしていただいた。皆さんそこへ行く。しかし、橋が安全かどうかいうことが心配だと。で、今

点検を２順目されとる。もう１順目されとる。あそこの点検がどうなっていたのか、結果を教え

ていただきたいんですが。まず、あそこはですね、行くのは行けても橋が壊れたら出れないんで

す。そういうところの点検をしていただきたいと。以前、私そのことを説明したら下流から順番

にやって行きますよという返答をいただきました。今どこまで来ているのか分かりませんが、避

難場所になってこのような支援のプランも出来ました。ぜひですね、点検もしっかりやって必要

な分については、改修もお願いしたいと思ってますが、今の私が必要としているところの点検は

もう済んでおるんでしょうかね。お願いします。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 点検のことでございますが、今おこなっている点検につき
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ましてはですね、老朽度ということでございますので、今ご質問のありましたですね、耐震の関

係ではございません。ですから、今通常の管理の上でどう長くもたすかという事でございますの

で、そういう方面で今やっております。ただご指摘のですね、立川の避難場所ということで、体

育館も耐震化になるということでございます。今回ですね、ある程度、老朽化の分については目

鼻もついてきてますし、特に避難場所というのは、重要な場所でございますので、早い時期にで

すね、そういうような箇所についてはですね、耐震の診断をですね、するような方向で進めたい

というふうに思っております。できれば、この箇所については来年度くらいからでもやれればな

というふうにちょっと考えております。それの結果に基づいてですね、あとのどういうふうな改

修にするか、必要であれば改修計画。特に橋脚がですね、非常に問題になろうかと思ってますの

で、そこらの分の検討とかいろいろ今後課題も山積しております。なおあと他にですね、孤立し

ている集落とかいうことも考えられますので、そこらも今後ですね、調査も進めていく必要があ

るんではないか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いうふうに思います。 

○議長（池田洋助君） ただ今時刻は４時５０分を過ぎております。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は議事終了時

まで延会することを宣告致します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） だいぶ時間が過ぎとるようでございますが、各地区内子町、高齢化が非

常にどこも進んでおっていざ災害が起きたら、これはもうお互いに助けあったり、また役場の助

けもいただきながら、やっていく必要があるのではないかと思っております。災害から命とか生

活を守るために、あらゆる場面で人間、お互いの助け合いが必要かと思います。そのための対策

を今後講じていただきますようにお願い申し上げ、私の質問と致します。ありがとうございまし

た。 

○議長（池田洋助君） 答弁はよろしいですか。 

 以上で、一般質問を終結します。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ６ 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（総務文教常任委員会付託の

もの） 

○議長（池田洋助君） 住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス体制の充実を求める

請願書を議題とします。 

 この請願書は、平成２６年１２月定例会において、総務文教常任委員会に付託され、閉会中の

継続審査となっていたものであります。 

 総務文教委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

 泉 浩壽総務文教委員長、ご登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽総務文教常任委員長。 
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〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告を申し上げます。まず、平成２６年１２月５日、

閉会中の当委員会に付託され、継続審査となっております平成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。５月２８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あります。委員会には、

請願の提出者である、愛媛県国家公務員労働組合共闘会議議長の萬家正人氏に参考人として出席

をいただき、説明を求めました。協議において、道州制の問題は２５年９月議会で、断固反対す

る意見書を議決し意見書を提出しております。また国の出先機関の問題については、地方整備局

の事務所・出張所の存続を求める意見書を２１年３月議会で議決し、国に提出しており、再度提

出する必要はないという意見でございます。国の 1，０００兆円を超える借金を踏まえ、財政立

て直しに向けて、「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を昨年７月に閣議決定しており、

定員を毎年２％、５年で１０％カットする方針は受入れるべきである。また、緊急に体制を整備

する必要がある場合には、定員上の措置を含め、機動的、弾力的に対応するとなっており、国の

方針に従って進めていくべきであるとの意見がありました。採決の結果、この平成２６年受理第

６号の採択に賛成する委員はなく、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（池田洋助君） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 一点、お伺いを致します。確かに国の出先機関の問題については、請

願が参りまして、国に意見書を上げたのは事実であります。しかし、今回のこの請願の中には労

働基準監督署とか法務局などを含めた出先機関全てが含まれているわけであります。そういう問

題についてのご議論はあったのかないのか。その点についてお伺いを致します。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） もちろんそういう機関が近くにあれば非常にきめ細かく

対応出来るわけでございますが、先ほどもいいましたように国の借金が１，０００兆円を越えて

おります。やはりそうすると定員を単年度で２％、５年間で１０％削減をすることが大事である

と。国もドレスアップするべきだということであります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私は単刀直入にそういう議論をされたのかどうなのかということをお

聞きをしたわけでありますか。それは議論として出たのかどうなのか。今、委員長報告は委員長

の見解のように受け止めるんですが、その点について。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 委員長独自のではございません。それを含めて協議をし
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たと思います。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

泉浩壽総務文教委員長、席にお戻り下さい。これより、討論に入ります。この請願に対する委員

長報告は「不採択」です。委員長報告に反対者の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 委員長報告に反対の立場で討論を致します。私はこの請願は非常に幅

広い分野が含まれていると考えるわけであります。と言いますのは、労働基準監督署などの職員

が実際に労災の問題とか、ブラック企業という今非常に大きな社会問題になっているような事業

所などの調査・監督をするような、出先での職員が減らされているいう実態が報告をされており

まして、やはり社会問題化にもなっているわけであります。また、法務局あたりについても非常

に統合が進みまして、裁判所の近くにしか法務局がないというような実態が起きているようであ

ります。特に法務局あたりは、いろんな登記などで弱者にとっても一度は行かなければならない

ような部署でありますが、そういう部署がどんどん減らされていく状態を見た時に、やはりこの

請願というのは住民の暮らしや命を守って行く上でも非常に重要な内容を含んでいると思います

ので、これは当然、請願を採択をして国に意見を上げて行くこのことを私は大切ではないかとい

う立場から反対をさせていただきます。 

○議長（池田洋助君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） 私は、委員長報告に賛成する立場から討論を致します。委員長報告にも

あったように、道州制については、２５年９月議会において、「断固反対する」という意見書を全

会一致で議決し、国に提出をしております。また、国の出先機関の問題については、「国の責任を

果たし、国民の生命と財産を守るための公共事業を推進するため、地方整備局廃止を行わず、大

洲河川国道事務所及び肱川出張所、大洲国道出張所を存続させること」等の意見書を２１年３月

議会で議決し、国に提出しており、再度提出する必要はないと考えます。国家公務員を５年間で

１０％の定員削減についてですが、国の借金が１，０００兆円を超える今、財政立て直しを早急

に実行する必要があります。地方においても市町村合併をし、職員を削減し、議員においても大

幅な定員削減をおこなってきました。今回閣議決定した「国の行政機関の機構・定員管理に関す

る方針」については、きちんと実行すべきであり、国家公務員においても改めて自覚をお願いす

るものであります。そういったことから、本請願については、委員長の報告のとおり、不採択と

すべきものと考えますので、ご賛同をよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

これより、委員長報告のあった、「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」の採決に入ります。 

 本請願に対する委員長報告は、不採択であります。 
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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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 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 ７ 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（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 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。 

 この請願書は３月定例会において、産業建設厚生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とな

っていたものであります。 

産業建設厚生委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

山本 徹産業建設厚生常任委員長ご登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹産業建設厚生常任委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。平成２７年３月、第７５回定

例会において、閉会中の当委員会に付託された、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について、５月２１日に当委員会を開催し審査をお

こないましたので、審査の結果をご報告申し上げます。本請願内容は、賃金の下落が、消費の低

迷、生産の縮小、貧困の拡大を招いており、地域からの経済好循環の実現に向け、最低賃金の地

域間格差を縮小し、大幅な引き上げを求めること。並びに、中小企業への支援策を拡充し、雇用

の創出と安定に資する政策を実現することを求める意見書を国に提出することです。協議におい

て、「零細企業に対するアベノミクス効果が表れていない状況、中小企業基本法改正による支援状

況など、調査研究したうえ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２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。 

○議長（池田洋助君） 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（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

山本 徹産業建設厚生委員長、席にお戻り下さい。 

○議長（池田洋助君） お諮りします。「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」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〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、受理第２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。 
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  日程第８ 報告第３号 平成２６年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 報告第３号 平成２６年度内子町一般会計繰越明許費繰越

計算について」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（池田洋助君） 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繰越明許費繰越計算につきましては、交付

金事業、地方創生関係事業など３月定例会で、繰越明許費としてお認めいただきました事業にか

かる繰越計算書について報告するものでございます。その内容を総務課長に説明致させますので、

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは報告第３号、平成２６年度内子町一般会計繰越明許費繰越

計算についてを説明させていただきます。議案書１の５ページ、それから議案説明資料３の１ペ

ージの方で説明させていただきますので、ご覧下さい。この繰越事業につきましては、交付金事

業などによる各施設整備など事業執行にあたり不測の日数を要するため、３月定例議会の補正予

算で繰越明許として計上した事業、さらに地方創生関係事業として計上した事業につき、繰越計

算書として報告をするものでございます。款、項、事業名、翌年度繰越額の順に読み上げをさし

てもらいます。２款１項、総務管理費、企画調整費、１００万円。３款２項、児童福祉費、児童

福祉総務一般管理費、４９５万５，０００円。内子児童館管理運営費、５１８万４，０００円。

６款１項、農業費、農業振興費、２，００８万８，０００円。２項林業費、林業振興費、８７０

万９，０００円。育成林整備事業費１，６７５万４，０００円。農林漁村地域整備交付金（山の

みち）事業費、５，６４０万円。農林漁村地域整備交付金（道交）事業費、６，３４６万円。７

款１項、商工費、商工総務費、３，９０３万円。観光振興費、２７０万６，０００円。観光施設

管理運営費、１８８万６，０００円。８款２項、道路橋梁費、町単町道整備事業費、３１０万円。

社会資本整備総合交付金事業費（町道）、１億２，９１３万５，０００円。３項、河川費、がけ

崩れ防災事業費、２，０３２万６，０００円。４項、都市計画費、内子運動公園費、１，７８４

万３，０００円。１０款１項、教育総務費、公立学校施設整備事業費６，３９７万円。２項、小

学校費、小学校危険校舎改築事業費、４，０８５万９，０００円。 

２ページへ移ります。５項、社会教育費、子ども放課後週末活動費、５２万８，０００円。伝

建地区保存対策費（補助）、９９４万８，０００円。１１款１項、農林水産施設災害復旧費、現

年発生補助農業施設災害復旧費、１，２５０万円。現年発生単独農業施設災害復旧費、７８万９，

０００円。現年発生補助林業施設災害復旧費、３，０３９万２，０００円。現年発生単独林業施

設災害復旧費２８２万５，０００円。２項、公共土木施設災害復旧費、現年発生単独公共土木施

設災害復旧費、６５０万円。繰り越すべき財源内訳等につきましては、記載内容のとおりでござ

います。地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、報告するものでございます。よろし
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くご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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９ 報告第４号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算につ

いて 

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 報告第４号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計繰

越明許費繰越計算について」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（池田洋助君） 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繰越明許費繰越計算につきま

しては、工事計画の変更などによりまして３月定例会で繰越明許費としてお認めいただきました

事業にかかる繰越計算書についてご報告するものでございます。その内容を建設デザイン課長に

説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 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４号、平成２６年度内子町簡易水道事業

特別会計繰越明許費繰越計算についてご説明させていただきます。議案資料１は７ページをお開

き願ったらと思います。この繰越事業につきましては、上水道事業の事業執行にあたりまして、

用地取得関係にて不則日数を要しましたので、３月定例議会の補正予算で繰越明許として計上し

た事業でございまして、今回、繰越計算書として計上するものでございます。１款２項、簡易水

道管理費、事業名につきましては、上水道区域拡張事業、簡易水道再編推進事業（満穂地区）で

ございまして、初年度の事業でございます。翌年度の繰越額は４，７３０万３，０００円でござ

いまして、繰り越すべき財源は記載内容のとおりでございます。本事業の進捗状況は、用地取得

も完了致しまして、7 月末の工事完成を目指して事業執行を目指しているところでございます。

以上、地方自治法施行令、第１４６条２項の規定によりまして、報告するものでございます。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（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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１０ 議案第５６号 内子町母子家庭医療費助成条例の一部改正について   
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○議長（池田洋助君） 「日程第１０ 議案第５６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（池田洋助君） 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いてでございます。本条

例の一部改正につきましては、愛媛県母子家庭医療費補助金交付要綱の改定に伴いまして、条例

の一部を改正するものでございます。内容につきましては、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（池田洋助君） 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） 議案書８ページ、説明資料につきましては、３ページ、４ペー

ジをお願い致します。議案５６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。愛媛県母子家庭医療費助成交付要綱の改定がおこなわれまして、内子町の母子家庭医療

費助成条例の一部を改正する必要がございますので、地方自治法９６条第１項第２号の規定によ

り議会の議決をお願いするものでございます。内容につきましては説明資料３ページ、４ページ

で説明をさせていただきます。右側が従来の旧の条例、左側が新の条例ということでございます。

条例名、内子町母子家庭医療費助成条例を新しく、内子町ひとり親家庭医療費助成条例とさせて

いただきます。第１条で旧条例では母子家庭というものを、新条例でひとり親家庭に２カ所、訂

正をするものです。第２条では新条例で３号をつけ加えさせていただきまして、配偶者のいない

男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法、第６条第２項に定めるものをいうということで、つ

け加えております。さらに第７号で父子家庭とは、同一世帯内に属する配偶者のいない男子とそ

の者が扶養する児童との集まりをいうというものを追加するものでございます。３条につきまし

ては、受給者の資格ということになりますが、次のページ、４ページをお願い致します。１号を

略としておりますけれども、１号の部分、この略の部分は、２号の同じなんですけども、児童を

監護し、その者の生計を維持する配偶者のない男子を付け加えさしていただきますけれども、１

号は同文面の最後のところが女子というふうになっておりますので、そちらに２号を付け加えさ

していただいて男子としたものでございます。５号をまた追加さしていただきまして、祖父と孫

又は兄と弟妹からなる家庭であって、町長が父子家庭に準ずると認めるものというものを１号を

加えさしていただいております。７条につきまして、右側の方が母子家庭医療費受給者証となる

ものを、新条例ではひとり親家庭医療費受給者証とするものでございます。８条におきましても、

同条でひとり親家庭医療費受給者証とするものでございます。附則と致しまして、この条例は平

成２７年７月１日から施行するというものでございます。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（池田洋助君） これより質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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５６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（池田洋助君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第５６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（池田洋助君） ここで１０分間休憩します。 

 

午後 ５時２４分 休憩 

 

午後 ５時３３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 議案第５７号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 議案第５７号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条

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（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてでござい

ます。本条例の一部改正につきましては、内子町指定ごみ袋不燃ごみ、資源ごみに小袋を新たに

設けることに伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、環境

政策室長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議案第５７号、内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一

部改正についてご説明を申し上げます。議案書の１０ページ、１１ページでご説明させていただ

きます。説明資料はございません。内子町指定ごみ袋の不燃ごみ、資源ごみにつきましては、小

袋を新たに設けることに伴い、条例の一部を改正するものでございまして、地方自治法第９６条 

第１項第１号の規定により議会の承認を求めるものでございます。現在、可燃ごみにつきまして

は、大４０円、中３０円、小２０円、この３つの袋、指定袋を設けておりますが、不燃ごみ、資

源ごみにつきましては、小袋がないため町民の方から大きい袋だと重たくて持てない、あるいは

あまりゴミが出ないので、半分で出すのはもったいないといったご意見があり、有料である袋を
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有効に活用していただくため、今回不燃ごみ、資源ごみにつきましても小袋として小２０円を追

加し、改訂するものでございます。なお、小袋のサイズでございますが、横３５センチ、縦５０

センチ、容量は中袋の半分で１５リットルを予定しております。以上、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（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮ります。議案第５７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。 

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、議案第５７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１２ 議案第５８号 長田移住体験施設の指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１２ 議案第５８号 長田移住体験施設の指定管理者の指定に

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（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 長田移住体験施設の指定管理者の指定についてでございます。本議案に

つきましては、長田移住体験施設の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、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（池田洋助君） 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５８号、長田移住体験施設の指定管理者の指定については、

新しく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、非公募により５月１９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１２ページをご覧

ください。１番としまして、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。

名称が長田移住体験施設、所在地が内子町五百木４１４８番地。２番、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。住所が内子町五百木４１９２番地、名称が長田自治会、代表者

は会長、太田利栄。３番、指定の期間でございますが、平成２７年７月１日から平成３２年６月

３０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（池田洋助君） これより質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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５８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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第５８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５９号 参川水泳プールの指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１３ 議案第５９号 参川水泳プールの指定管理者の指定につ

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（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本議案につきましては、参川水泳プールの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、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。 

○議長（池田洋助君） 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５９号、参川水泳プールの指定管理者の指定について

ご説明申し上げます。この参川水泳プールの指定管理者の指定につきましては、新しく指定管理

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も先ほ

どの長田と同じように指定管理者選定委員会の審査結果を受け、非公募により指定管理者として

指定するものでございます。内容につきましては、議案書１３ページをご覧ください。指定管理

者に管理を委任する施設の名称及び所在でございます。名称を参川水泳プール。所在は内子町中

川３９５１番地。指定管理に指定する団体の住所及び名称でございます。住所、内子町本川５７

０番地１。名称、本川自治会。代表者、会長、亀岡良久。指定管理の期間でございます。平成２

７年７月１日から平成３２年６月３０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（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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５９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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 
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よって、議案第５９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６０号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利

の放棄について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第６０号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金

の取り崩しに伴う権利の放棄について」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（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本議案につきましては、八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り

崩しに伴う権利の放棄につき、議会の議決を求めるものでございます。内容は総務課長に説明を

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（池田洋助君） 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６０号、八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩し

に伴う権利の放棄についてご説明を致します。八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩

しに伴う権利の放棄につきましては、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合において八幡浜・大洲

地区ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、同組合で実施する広域観光情報冊子のリニューア

ル事業の財源にあてるため、同基金に対する出資金の権利の一部を放棄することにつき、議会の

議決を求めるものでございます。この広域観光情報冊子の整備事業は、平成２７年度の事業で広

域観光情報冊子、４万部を作成するものでございます。日本語版２万部の他、英語、韓国語、中

国語２種類、各５，０００部など４カ国語の冊子となります。事業費は１，１２３万２，０００

円でこの内、内子町が放棄する金額は出資割合に応じて計算致しますと、１２１万６，０００円

になります。地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により取り崩した基金を構成団体に返還

せずに使用する場合、それぞれの構成団体においては出資金が減少することとなりますので、権

利の放棄として構成団体の議決が求められます。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（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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６０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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第６０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。 
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日程第１５ 議案第６１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第６１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（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（池田洋助君） 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補正予算（第１号）についてご説明致しま

す。平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１２億４２５万円増額し、歳入歳出予算の総額を１０５億８，４２５万円とするものでございま

す。歳入につきましては、補助事業の内示等に伴い、国、県支出金を４億８，５７２万３，００

０円。地方債、６億７８０万円を増額し、一般財源の不足を補うため、公共施設整備基金より５，

６００万円。財政調整基金より１，９７０万円を繰り入れております。また、歳出における主な

ものは、町道整備事業、がけ崩れ防災事業などの土木関係予算として１億６８９万円。大瀬小学

校校舎改築事業など教育関係予算として７億１，５１１万４，０００円。県単土地改良事業、林

道整備事業などの農林水産業関係予算として２億７，４３１万１，０００円。子育て世帯臨時特

例給付金、臨時福祉給付金など民生関係予算として４，５０６万６，０００円等でございます。

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（池田洋助君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） それでは議案書２の１ページをお開き下さい。平成２７年度内子町一

般会計補正予算（第１号）です。第１条、歳入歳出予算にそれぞれ１２億４２５万円を追加いた

しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０５億８，４２５万円とするものでございます。 

 ７ページをお開き下さい。地方債の補正です。まず追加です。辺地対策事業債、２，４８０万

追加を致します。林道整備の財源にあてるものでございます。次のページ８ページをお開き下さ

い。変更でございます。まず、過疎対策事業債、６，８００万追加を致しまして、７，６００万

とするものでございます。町道と林道の整備の財源にあてるものでございます。合併特例事業債、

５億１，５００万追加致しまして、８億４，７７０万とするものでございます。大瀬中学校の改

築の財源にあてるものでございます。 

１１ページをお開き下さい。１１ページ、歳入の予算でございます。真ん中どころ、１１款２

項５目、商工使用料、１００万円の補正でございます。これはスキー場関連施設賃借料というこ

とでソルファオダの賃借料でございます。１００万円でございます。 

１２ページをお開き下さい。１２款２項国庫補助金、７目の教育費国庫補助金でございます。

１億７，３９１万９，０００円の補正でございます。主なものは、８節の学校施設環境改善交付

金、１億６，９８６万８，０００円でございます。大瀬小学校校舎の改築工事に伴う交付金でご

ざいます。 
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次のページ１３ページ、真ん中どころでございます。１３款２項４目の農林水産業費県補助金

でございます。１億９，６８２万３，０００円の補正でございます。主なものは７節の林業振興

費県補助金、５，８７５万７，０００円。森林そ生緊急対策事業費補助金、これは歳出のところ

で詳しく申し上げますが、農業機器の購入に対する補助金でございます。８節の林業施設県補助

金。１億２，８０６万６，０００円でございますが、山のみち、道交の林道開設に対する補助金

でございます。 

１４ページをお開き下さい。１４ページの１４款２項１目の不動産売払収入１，３９４万３，

０００円の補正でございますが、これは麓団地１区画の土地売払収入でございます。１６款１項

１目の基金繰入金、７，６２０万の補正ですが、主なものは財政調整基金繰入金、１，９７０万

円。公共施設整備繰入金、５，６５０万円でございます。これは大瀬小学校の改築、内子運動公

園防災行政無線等の財源にあてるものでございます。１９款１項４目の農林水産業債、６，２３

０万円でございます。これは林道の整備に伴います起債でございます。過疎債、辺地債でござい

ます。６目の土木債、３，０５０万円。これは道路新設改良債ということで、町道の整備にあて

ます、過疎債でございます。８目の教育債、５億１，５００万円でございます。大瀬小学校の整

備の起債でございます。合併特例債でございます。 

１６ページをお開き下さい。歳出でございます。２款１項７目の財産管理費、３９８万７，０

００円でございます。主なものは、１５節の工事請負費、これは内子町商店街にあります本町集

会所のトイレを改修する工事請負費でございます。２７４万７，０００円。それから公有財産購

入費、７０万円。土地購入費でございますが、これは町並保存地区に駐車場がございます。その

駐車場の付近に町営の護国団地がございます。それの駐車場の一部が民地で借り上げておりまし

た。その駐車場を購入するものでございます。９６㎡でございます。それから次の企画費９７万

６，０００円でございます。報償費６４万８，０００円。役務費２０万の補正でございますが、

これはいずれもふるさと納税に伴う補正予算でございます。報償費につきましては、ふるさと納

税者に対する特産品代、それから通信運搬費は送料でございます。現在のところ、昨日までに５

５０件、４１３万のふるさと納税の申し込みをいただいております。これは昨年１年間と件数は

約１０倍、金額では同額というふうな申し込み状況になっております。 

次の１７ページ、２款３項１目の戸籍住民登録費、６２７万５，０００円の補正でございます

が、主なものは１９節の負担金、補助金及び交付金です。住民番号カード関連の事務交付金でご

ざいます。交付金となっておりますが、事務事業を委託する費用でございます。３款１項１目の

社会福祉総務費でございますが、１８ページをお開き下さい。上から２行目の負担金補助及び交

付金３，６００万でございます。これは町民税非課税者に対する臨時交付金が支給されます。対

象者を６，０００人、予定をしております。３，６００万円でございます。３款２項１目の児童

福祉総務費でございます。一番下の段でございますね、負担金補助及び交付金、６００万の補正

ですが、子育て世帯臨時特例給付金ということで子育て世帯に対する臨時給付金でございます。

所得制限等がありますので、該当者が２，０００人掛ける３，０００円ということで６００万の

補正を致しております。 

２０ページをお開き下さい。２０ページ、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、主なものは補助金と致しまして、家庭用燃料電池、蓄
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電池設置補助ということで６０万計上致しております。２０万掛ける３件でございます。２分の

１県の補助でございます。 

次の２１ページでございます。６款２項２目の林業振興費６，０４９万９，０００円の補正で

ございますが、一番下の段になりますが、森林そ生緊急対策事業補助ということで予算を計上致

しております。小田森林ログハウジング、それから一柳木材、丸棒削機、モルダーノッチ、ハー

ベスタ等の機器を購入します。それに対する補助金でございます。５，７０１万５，０００円の

補助金でございます。 

次のページ、２２ページ、６款２項３目の林業施設費、１億９，４５９万６，０００円の補正

でございますが、主なものは１５節の工事請負費でございます。議案説明資料の５ページに実施

位置図を載せておりますので、ご覧下さい。山のみち、蔵ヶ谷面谷線他、３路線。道交の惣郷富

岡線等でございます。それから１９節の負担金、補助及び交付金でございます。これも主なもの

は補助金の県単林道補助、屋敷田線、９００万円。林道開設事業補助、泉線、８３７万７，００

０円等が主なものでございます。７款１項２目の観光費、２，１４９万６，０００円の補正でご

ざいますが、主なものは１３節の委託料です。２，１２５万５，０００円でございます。これは

看板多言語化対応業務委託となっておりますが、これはですね、町内にある観光の案内の看板、

それからパンフレット等にですね、ＱＲコードを付けまして、スマホ等でＱＲコードを読み込め

ば外国語が表示できるというふうなシステムでございます。６カ国語、英語、ドイツ語、フラン

ス語、中国語、中国語は本土と台湾、韓国語の６カ国語、６カ国語が表示、説明が出来るという

ふうなシステムを構築する予定でございます。それの委託料２，０９２万３，０００円が主なも

のでございます。 

 ２３ページ、８款２項３目の道路橋梁新設改良費６，２５８万６，０００円でございます。議

案説明資料の６ページに事業位置図等、載せておりますので、ご覧下さい。主な工事請負費、６，

５６７万円でございます。滝山線、長田小学校線他でございます。位置図等はご確認ください。 

 ２４ページでございます。８款３項１目の河川及び防災費、１，７００万円の補正でございま

す。崖崩れ防災事業でございます。内子町大瀬成屋地区が１，０００万円。五十崎の亀井地区で

ございます、７００万円。併せまして、１，７００万でございます。８款４項１目の都市計画総

務費、３００万９，０００円の補正でございますが、空き家不良度調査業務委託となっておりま

す。老朽空き家除去事業をですね、来年度から実施する予定でございます。その実施に向けてで

すね、調査を致します。それの調査委託費でございます、３００万９，０００円でございます。

老朽空き家の調査事業に着手を致します。３目の公園費、１，４００万円。１３節の委託料、内

子運動公園改修工事実施設計の委託が１，０００万円。それから工事設計委託と致しまして、こ

れはトイレの改修を致します。４００万円。テニス場のトイレの改修でございます。 

 次のページ、９款１項４目の防災費、１，５９８万４，０００円でございます。防災行政無線

実施計画業務委託費でございます。 

 ２６ページをお開き下さい。１０款２項３目の学校建設費、６億９，８９１万１，０００円で

ございます。１５節の工事請負費、６億９，００４万６，０００円。大瀬小学校の校舎改築設備

工事等の工事請負費です。 

２７ページ、１０款５項１目の社会教育総務費でございます。１９節の負担金補助及び交付金
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でございますが、主なものは補助金の２７０万です。 

次のページをお開き下さい。一番上の欄、国際交流協会補助ということで２０万円。それから

一般コミュニティー助成事業ということで２５０万を組んでおります。これは太鼓用具購入補助

ということで和達というグループが太鼓を購入致します。それの補助金助成事業でございます。

２８ページ、２９ページはお目通しを下さい。 

 あと３１ページ等は職員の給与費等の説明資料でございます。お目通しを下さい。以上で平成

２７年度一般会計補正予算（第１号）の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定をお願

い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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６１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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第６１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１６ 議案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第 1号）について  

○議長（池田洋助君） 「日程第１６ 議案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予

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（池田洋助君） 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補正予算（第１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（池田洋助君） 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） それでは続いて水色の表紙の方をお開き下さい。議案第６

２号、平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）につきましてご説明させていただき

ます。 

１ページをお開き願ったらと思います。まず第１条で平成２７年度内子町水道事業会計補正予

算は次の通りによって定めるものでございます。第２条でございますが、資本的支出の予定額を

次のとおり補正するものでございまして、まず支出でございますけれども、第４款１項、建設改

良費、補正の予定額と致しましては、４６１万２，０００円でございまして、資本的支出の合計

は３億２，９８８万３，０００円となります。 
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続きまして、３ページをお開きいただいたらと思います。平成平成２７年度内子町水道事業会

計補正予算実施計画書でございます。資本的支出でございますが、支出、４款１項、建設改良費、

１目の給配水整備工事費でございますが、補正予定額と致しまして、４６１万２，０００円でご

ざいますが、この関係につきましては、主要地方道、県道串内子線でございますが、これ改良さ

していただいておりますけれども、それに伴う布設替え工事でございます。委託料及び工事請負

費ということになっております。この場所につきましては串内子線と町道植松畑中線との交差部

の取り付け工事におきまして配水管の布設替えをするものでございます。なお、この工事につき

ましては、県と補償の協議を進めておりますので、額が確定致しましたらまた歳入として予算計

上さしていただくというふうになろうかと思っていおります。 

 続きまして４ページでございます。平成２７年度内子町水道事業会計予定キャッシュ・フロー

でございますが、まず１の業務活動によりキャッシュ・フローでございますが、これは当初の予

定予算以降の実績によるものがございます。また２番の投資活動キャッシュ・フローにつきまし

ては、今回の建設改良に伴うものでございまして、一番下の３段目になりますけれども、まず下

から２番目の期首残高につきましては、４億９０９万５，０００円でございまして今回、１億４，

４０３万４，０００円減りまして、２億６，５０６万１，０００円となってございます。続きま

して、５ページでございますが、これは予定貸借対照表でございますが、当初予算と比べまして

ほぼ変わっておりませんが、最終的に申し上げますと２７６万６，０００円増額となっておりま

して、資産及び負債及び資本合計が３４億５，１２０万となってございます。附属資料につきま

してはまたお目通しを願ったらと思います。以上、平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第

１号）の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致しま

す。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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６２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（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第６２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（池田洋助君） 本日、各常任委員会に付託しました、議案の審査報告については、６月

１９日の本会議でお願いします。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。次の本会議は、６月１９日、午前１０時に開

会します。本日は、これをもって散会します。 

 

午後 ６時１２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。 
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平成２７年 ６月第７７回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２７年 ６月１２日（金） 

○開会年月日   平成２７年 ６月１９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  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      

 

○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６号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第５６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 ４ 議案第５７号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 
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日程第 ５ 議案第５８号 長田移住体験施設の指定管理者の指定について 

日程第 ６ 議案第５９号 参川水泳プールの指定管理者の指定について 

日程第 ７ 議案第６０号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利の放棄に

ついて 

日程第 ８ 議案第６１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９ 議案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１０ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１１ 受理第 ３号 「南海トラフ大地震が起きても伊方原発の安全が保障されることが

明らかになるまで伊方原発の再稼働をしない」ことを求める意見書

採択を求める請願 

日程第１２ 議員派遣の件 

日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１４ 

 

午前１０時００分 開会 

 

○議長（池田洋助君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（池田洋助君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１０番下野 安彦議員、

１１番林 博議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」をします。 

本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第６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５６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（池田洋助君） 「日程第３ 議案第５６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。 

本案は、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。山本産業建設厚生委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業建設厚生常任委員長。 
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〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。去る６月１２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５６号 内子町母子家庭医療

費助成条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査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５６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５６号は、法の改正により、愛媛県母子家庭医療費補助金交

付要綱が改正され、母子家庭に加え父子家庭にも医療費を助成することとなったことから、父子

家庭に関係する、条例の一部改正をおこなうものであります。条例の題名も「母子」を「ひとり

親」に改めるものです。助成費は県が２分の１、町が２分の１であり、医療費助成の対象となる

母子家庭数は、１４４世帯３７４人、父子家庭は１８世帯５８人であるとの報告を受けました。

「当初予算で母子家庭の分として１，０８０万円を予算化しており、状況を見ながら必要があれ

ば、１２月議会で補正をお願いしたい。」とのことであります。委員から、「母子家庭、父子家庭

を地域でどう受入れ、支援していくのか。大切な事ではないでしょうか。」との意見に対し、「町

としても、いろいろな面で支援していく。」との答弁がありました。採決の結果、条例の改正内容

は適正と認められ、議案第５６号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、こ

こにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、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（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第５６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５６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（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５６号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第４ 議案第５７号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第４ 議案第５７号 内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条

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。山本産業建設厚生委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業建設厚生常任委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 
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○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました「議

案第５７号 内子町廃棄物の処理及び清掃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。審査結果については、議案第５７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。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５７号は、内

子町指定ごみ袋についての改正でありますが、「不燃ごみ・資源ごみ」を入れる袋は、現在、大袋

と中袋があり、一杯に入れると非常に重く使いにくい、という住民の要望に応え、新たに、中袋

の半分、容量１５リットルの小袋を作り、２０円で販売するための条例改正であります。委員か

ら「可燃ごみの袋も含め、上がしばりやすい、耳のついているものに出来ないか。」との意見に対

し、「今年度は考えていないが、今後検討はする。」との答弁がありました。採決の結果、条例の

改正内容は適正と認められ、議案第５７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（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、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（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第５７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５

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（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５７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５８号 長田移住体験施設の指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 議案第５８号 長田移住体験施設の指定管理者の指定につ

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。泉総務文教委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。去る６月１２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５８号 長田移住体験施設の指定管理者

の指定について」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５８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

を申し上げます。長田移住体験施設は、移住促進事業の一環として移住希望者が一定期間居住し、

地域との交流を行うことで地域の活性化を図るために、元の長田集会所を改修整備したものです。
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長田地区への農業移住に対し、入居希望者を地区で見極めたいとの要望により、平成２７年７月

１日から５年間、長田自治会を指定管理者として指定しようとするものであります。委員の質疑

においては、「平成２３年からの利用状況は。」との質問に「２世帯が利用しておりまして、平成

２３年度約１年半入居の世帯と、平成２６年４月から１年間入居されていた世帯の２世帯の利用

があった。うち１世帯は町外に転出された。」との答弁でありました。また、「長田地区だけに限

定した移住を目的にしているのか。あっせん、募集する業務はどこがするのか。長田地区での空

き家バンクの状況はどうか。」との質問に「原則的には、長田地区を優先としている。募集は町と

地元が一体となって取組む。長田地区での空き家バンクの登録はない。」との答弁でありました。

「入居一年経過後に体験施設を出て、長田地区で入居する家屋を見つけるのは難しいのではない

か。」さらに「他地区に住居を見つけて長田に通って農業をすることとなるのか。きちんと指定管

理と詰めておくべきではないか。」といった意見。また「青年就農支援金や農地の貸借など、農村

支援センターや農業委員会など関係機関と連携した取組みを、きちんと行ってほしい」などの意

見がありました。これらの意見に対し「農地や空き家の問題以外にも、教育、保育とか、総合的

にサポートが行えるよう体制を強化していく。」との答弁がありました。採決の結果、議案第５８

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、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 泉委員長、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（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第５８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５

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（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５８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５９号 参川水泳プールの指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 議案第５９号 参川水泳プールの指定管理者の指定につい

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。泉総務文教委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました「議案

第５９号 参川水泳プールの指定管理者の指定について」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５９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。説明
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を受けた内容並びに質疑等についてご報告を申し上げます。参川水泳プールは、廃校となった参

川小学校プールを町営小田プールとして設置したものでありますが、その施設の運営、管理につ

いて平成２７年７月１日から５年間、本川自治会を指定管理者として指定しようとするものであ

ります。委員の質疑におきましては、「プール利用中の事故等の責任は、どう対応するのか。指定

管理者が責任を負うのか。明確化しておくべきではないか」との質問に「プール利用は７月２０

日頃から８月１５日頃までの期間と考えている。事故等については、公民館の保険と個人保険で

対応する。プール使用期間以外は、町の保険での対応となる。事故対応は施設については町、運

営は自治会で責任を持つ。基本協定で明文化する。」との答弁でありました。また、「プールの使

用者は少ないが、管理料はあるのか。」との質問に対し、「管理料はない。無料開放であるので、

監視はボランティアで、地元の愛護部にしていただく。」との答弁でありました。採決の結果、議

案第５９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、委員長報告とします。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 泉委員長、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（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第５９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５

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（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５９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６０号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利の

放棄について 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 議案第６０号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取

り崩しに伴う権利の放棄について」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。泉総務文教委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました「議案

第６０号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利の放棄について」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６０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。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

６０号は、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合において、基金の一部を取り崩し、観光パンフレ

ットを４万部作成するもので、日本語で２万部、英語、韓国語、及び中国語２つで２万部、予算
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を１万１２３万２，０００円とするものあります。各市町の基金への出資割合に応じて案分をし、

内子町は１２１万６，０００円を負担するものあります。同額の出資金の権利を放棄するもので

あります。委員の質疑においては、「構成市町村と基金の残高について。」の質問がありました。

「基金を構成する市町村は、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町の５市町と愛媛県であ

ります。基金は４億５６１万６，０００円ありまして、取崩後の残高は３億９，３１５万５，０

００円となる。」との答弁でありました。また、「観光パンフの配付エリアについて。また、市町

に配分はあるのか」との質問に対しまして、「高速道路のサービスエリアに置く。東九州自動車道

の開通により、大分、宮崎からの観光ルートを見据え、九州の高速道路へも置く。申し出をすれ

ば内子町への配分もある。」との答弁でありました。採決の結果、議案第６０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、委員長報告を終わらせていただきます。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ただ今の発言に読み上げが違っておりましたので、もう

一度、読み上げさしていただいたらと思います。日本語で２万部、英語、韓国語、及び中国語２

つで２万部、予算を１，１２３万２，０００円でございまして、失礼を致しました。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 泉委員長、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（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６０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

６０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（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第６０号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第６１号 平成２７年度 内子町一般会計補正予算（第 1号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 議案第６１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（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。最初に、泉総務文教委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました「議案

第６１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）について」当委員会が所管する補正

予算について審査しましたので、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６１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。説明を受けた内容並びに質疑
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等についてご報告を致します。議案第６１号、平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）

につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１２億４２５万円を追加し、１０５億８，４２

５万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、消防費、教

育費であります。まず歳入についてでございますけれども、主なものは、教育費国庫補助金とし

て、大瀬小学校校舎改築事業及び、立川小学校体育館耐震化事業のための補助金１億６，９８６

万８，０００円、麓団地の１区画売却収入１，３９４万３，０００円を計上しています。さらに

不足する財源を財政調整基金から１，９７０万円を繰入れ、公共施設整備基金から大瀬小学校に

４，２００万円、内子運動公園改修に７５０万円、防災行政無線関係に７００万円を充当するた

め、５，６５０万円を繰り入れするため、基金を取り崩すこととしています。地方債として、町

道、林道整備事業の財源に、過疎債、辺地債を９，２８０万円を借り入れ、大瀬小学校改築事業

に対しては、合併特例債を５億１，５００万円借り入れることとしています。今年度の起債借入

合計額は１２億９，８５０万円となります。次に、主な歳出予算は、２款、総務費においては、

内子本町集会所の八幡神社横のトイレを改修する予算として２７４万７，０００円、護国団地の

駐車場用地購入費７０万円、また、宝くじ財源の利用として和太鼓集団、和達への太鼓等用具購

入補助金２５０万円を予算化しています。ふるさと納税については、宣伝方法にヤフーネット利

用を追加したことから、６月１５日現在で６４７件と昨年の１０倍以上の寄附申込件数があり、

これに対する謝礼品６４万８，０００円及び送料２０万円を増額補正しています。 委員の質疑

におきましては「トイレ改修は、神社境内であると思うが、宗教的に支障はないか。ふるさと納

税でお礼との収支はどうか、また内子町のＰＲ方法、アンケートを取り、町の宣伝戦略に生かし

ているのか。」との質問に対しまして、「トイレについては地域の集会所として捉えており、同意

書も取っている。宗教関係とは別としている。」との答弁でございました。また、「ふるさと納税

のお礼の品は３，０００円で、消費税、送料を合わせて４，０００円程度となる。寄付金のほと

んどが５，０００円である。現在１日に２０から３０件の申し込みがある。町のＰＲについては、

申込の段階で了承してもらっている人には、品物といっしょに内子町のパンフレットを送ってい

る。」との報告がありました。１０款、教育費においては、大瀬小学校校舎改築事業工事費等に６

億９，８９１万１，０００円を計上し、８月から工事に着手する計画があるとの報告がありまし

た。また、来年度、内子運動公園のテニスコート及び駐車場を改修するための設計委託費１，０

００万円。今年行うテニスコートのトイレ改修工事費４００万円を予算化しております。国土交

通省の１００％補助事業として、「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業

を３００万円の予算で、石畳地区を対象としておこなうとの説明がありました。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おこなったのち、採決をおこなった結果、議案第６

１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し

て、委員長報告を終わります 

○議長（池田洋助君） 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（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 泉委員長、席にお戻り下さい。 



平成２７年 ６月第７７回内子町議会定例会 

- 91 - 

 次に、山本産業建設厚生委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業建設厚生常任委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました「議

案第６１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）について」当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６１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。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。当委員会が所管する主なものは、民生費、衛生費、農林水産

業費、商工費、土木費であります。まず歳入についてでございますが、主なものは、臨時福祉給

付国庫負担金、子育て世帯臨時特例給付国庫補助金合わせて、４，６３５万円、町道整備事業に

かかる社会資本整備総合交付金として３，７９２万１，０００円、林業機材の購入補助として森

林そ生緊急対策事業費県補助金５，７０１万５，０００円。林道整備のための、山のみち、道交

の県補助金１億２，８０６万６，０００円が計上されています。次に、主な歳出予算は、３款、

民生費において、２６年度に続いて住民税が課税されていない方に対し、６，０００円の臨時福

祉給付金６，０００人分、３，６００万円。児童手当を受給されている方に、３，０００円の子

育て世帯臨時特例給付金２，０００人分、６００万円。学童保育を内子小学校から内子児童館で

おこなうために、改修工事の設計委託費２６３万８，０００円が予算化されています。また、「い

のちの授業」に取組む予算として８７万８，０００円が計上され、中学生に０歳児とのふれあい

を通じ、親子の愛情、そして「いのち」に関して考える授業に取組みます。委員の質疑において、

「昨年度の臨時福祉給付金等の申請状況は。」との質問に、臨時福祉給付金は７６％、子育て世帯

臨時特例給付金は８９％の申請であったことが報告されました。「周知の方法や、休んでまで申請

に行けない人へどう対応したのか。」の質問に対し、「町の広報誌、個人宛通知、再度広報誌で周

知をおこなった。各地区で集中申請日を設けたり、連絡があれば６時過ぎまで受付けをおこない、

対応をおこなった。」とのことでありました。６款、農林水産業費においては、森林そ生緊急対策

事業として、林業事業体が購入する高性能林業機械ハーベスタとウインチ付グラップル、合わせ

て３，４０５万円、木材加工のための丸棒削り機３，０００万円、ログハウスなどの組み合せ加

工、継ぎ加工をする木材加工機械５，０４８万円、合計１億１，４５３万円の購入費用に対し、

県が費用の２分の１、５，７０１万５，０００円を補助するもので、町の予算を通じて補助する

というものです。 林道整備山のみち事業として、林道４路線、道交事業として林道２路線の開

設工事を昨年度に引き続き工事をおこないます。予算として、１億７，６８０万円の工事費が組

まれています。林道蔵ケ谷面谷線を含む６路線について、２７年度から順次完了し、平成３１年

度にはすべて完了する予定であるとの説明がありました。７款、商工費においては、観光費では、

主要な観光案内板や施設の看板にＱＲコードをつけて、スマホなどを利用して、英語、ドイツ語、

フランス語、韓国語と中国語２つの、６ヶ国語の表示ができるようにするというものです。看板

の増設も含め４３６万４，０００円の予算が組まれています。また、あわせて、内子町発行の観

光パンフレット類すべて、観光ウェブサイト、内子まちあるきアプリ、小田深山や泉谷の棚田、

弓削神社など３５ヵ所の看板にＱＲコードを付け、外国人観光客の受入のための環境整備を行う
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というもので、１，６８９万１，０００円の予算が組まれています。これに対し、「内子における

外国人の滞在状況、効果は。」との質問に、「平成２６年の内子座入館者からの数字であるが、年

間約１，４００人、宿泊者は、２００人、１人１万円として２００万円以上の効果があった。国

別では台湾が増えており、欧米が中心である。」との答弁でした。また、「ＱＲトランスレーター

システムの県内での導入は。」の問いに対し、「松山市、宇和島市が導入予定。」との説明がありま

した。「ＱＲコードの使用料や観光パンフにコードをどう付けるのか。」の質問に対しては、「使用

料は、年間１箇所に６，０００円プラス消費税の費用が発生する。多言語化には、１文字につき

１２円、６ヶ国語で７２円の初期費用がかかる。観光パンフについては、印刷時にコードを付け

る。既存のものは１枚ずつ貼り付ける。」ということでした。委員からは、「ＱＲコードでなく看

板に英語、中国語、韓国語の文字表示で良いのではないか。現在、町並への観光客は年間１４万

人程度であり、１％の外国人が今後どれだけ増えるのか。これだけのお金を掛けるのなら、日本

人観光客に対する配慮をすべきと思うがどうか。」との質問に、「看板に他言語化するよりも、長

い目でみるとＱＲコードが効率がよいと考えている。また、観光庁において、外国人観光客を増

加させるためのルートとして、瀬戸内が「広域観光周遊ルート」に認定され、内子もそのルート

に入っており、今後外国人観光客は増えていくと考えている。」との答弁がありました。８款、土

木費においては、町道４路線の改良工事費などに、６，５６７万円、がけ崩れ防災事業２地区に

１，７００万円。平成２６年１１月に法整備がされ、平成２８年度から空き家の除却ができるよ

うになったことにより、今年度４５０棟の、空き家不良度調査を行う費用として３００万９，０

００円を予算化し、また町営住宅隅川団地、田ノ口団地を２８年度に改修するための設計費とし

て７２５万８，０００千円が組まれています。委員から、「空き家を取り壊すのに助成限度額はい

くらか。」の質問に対し、「国が５分の２、県と町が５分の２、所有者が５分の１で補助限度額が

１００万円である。助成額は８０万円が限度となる。」というものです。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おこなったのち、討論をおこないました。その中で「多言語

化の看板等に、ＱＲコードシステムを導入するメリットがあるとは思えない。内子の観光地とい

うのは、あらかた決まっているところがあり、訪れる観光客は９９％が日本人である。外国人観

光客を増やすことは当然であるが、外国人観光客を増やす具体的方策もないのに、受入だけ見越

して、これだけの予算を計上するのはいかがなものかと思う。」との意見がありました。採決を行

った結果、議案第６１号については、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定しま

したので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 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（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

これより、「議案第６１号」について討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第６１号」の採決をおこないます。 
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 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（池田洋助君） 起立全員です。よって、「議案第６１号 平成２７年度内子町一般会計補

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。 

 

日程第９ 議案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について  

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 議案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算

（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。山本産業建設厚生委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業建設厚生常任委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました「議

案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（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６２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。説明を受けた内容等についてご報告を致します。議案第６２号は、資本的支出に

おいて、給配水設備工事として、県道串内子線の配水管布設取替工事費と設計委託費４６１万２，

０００円を補正するものであります。特に質疑はなく、採決を行った結果、議案第６２号は、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（池田洋助君） 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（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、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（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第６２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（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第６２号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について」は委

員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（池田洋助君） 日程第１０ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求め
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ることについて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてでございま

す。人権擁護委員の谷岡 進氏が平成２７年９月３０日で任期満了となるため、新たに中野見秀

氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。中野見秀氏は昭和５３年１２月１日のお生まれ

で内子町五百木２６７６番地にお住まいでございます。徳林寺の副住職として職務に精励され、

地域の相談役として、福祉活動にも尽力されており、人格識見ともに申し分なく、人権擁護員候

補者として推薦するに適任であると存じます。人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

〔「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、ただちに採決に入ります。 

 お諮りします。「諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は

これを適任と決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれを適任とすることに決定しました。 

 

  日程第１１ 「南海トラフ大地震が起きても伊方原発の安全が保障されることが明らかにな

るまで伊方原発の再稼働をしない」ことを求める意見書採択を求める請願」 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 受理第３号 「南海トラフ大地震が起きても伊方原発の

安全が保障されることが明らかになるまで伊方原発の再稼働をしない」ことを求める意見書採択

を求める請願」を議題とします。請願の内容については、配布しております「請願書の写し」の

とおりであります。 

お諮りします。この請願については、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とす

ることにしたいと思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、「受理第３号」は、総務文教常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 
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  日程第１２ 議員派遣の件 

○議長（池田洋助君） 「日程第１２ 議員派遣の件」を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定しま

した。 

 

  日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（池田洋助君） 「日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と

します。 

議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び議長の諮

問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出がありま

した。 

お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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１４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題としま

す。 

各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調査

したい旨、申し出がありました。 

お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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（池田洋助君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

稲本町長、あいさつをお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） ６月定例会、閉会にあたりまして、町長としてお礼の言葉を申し上げた

いと思います。議員各位におかれましては大変お忙しい中、招集をさしていただきましたところ、

全議員ご出席の上、慎重に審議をしていただきました。その案件につきましては、件数としては

そんなに多い件数ではなかったんでございますけれども、その一つ一つはとても大切な案件でご

ざいました。皆さん方の慎重な審議に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。その趣

旨、目的、そして最大の効果が出るよう最善を尽くしてまいりたいと思いますので、引き続き、

議員各位のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまして、お礼のあいさつ

にかえさしていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） 以上をもって、平成２７年６月第７７回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午前１０時５４分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第７７回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

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 

３ 

平成２６年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算に

ついて 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.12 
受理 

報告 

４ 

平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算について 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.12 
受理 

議案 

５６ 
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 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
原案可決 

議案 

５７ 

内子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正

について 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
原案可決 

議案 

５８ 
長田移住体験施設の指定管理者の指定について 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
原案可決 

議案 

５９ 
参川水泳プールの指定管理者の指定について 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
原案可決 

議案 

６０ 

八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに

伴う権利の放棄について 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
原案可決 

議案 

６１ 

平成２７年度内子町一般会計補正予算（第１号）につ

いて 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
原案可決 

議案 

６２ 

平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）

について 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
原案可決 

諮問 

１ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに

ついて 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 
同意 

 

２ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

平成 26年 

受理６ 

住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス

体制の充実を求める請願書（総務文教常任委員会付

託のもの） 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.12 
不採択 

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（産業建設厚生常任委

員会付託のもの） 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.12 

閉会中 

継続審査 
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受理 

３ 

「南海トラフ大地震が起きても伊方原発の安全が保

障されることが明らかになるまで伊方原発の再稼働

をしない」ことを求める意見書採択を求める請願 

平成 

27.6.12 

平成 

27.6.19 

閉会中 

継続審査 

 


