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平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２７年 ９月 ７日（月） 

○開会年月日   平成２７年 ９月 ７日（月） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  宮 野 照 三 君     住 民 課 長  亀 岡   弘 君 

税 務 課 長  山 上 幸 久 君     保健福祉課長  土 居 好 弘 君 

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

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

小田支所長  正 岡 和 猶 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

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

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

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

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

代表監査委員  片 岡 安 男 君     農業委員会会長  上 岡 孝 光 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

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

 

○議事日程（第９号） 

平成２７年 ９月 ７日（月）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 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第５ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（池田洋助君） ただ今から、平成２７年９月第８０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、１番久保 美博議員、

２番森永 和夫議員を指名します。 

 

日程第 ２ 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８月３１日開催の議会運営委員会において協議され、本日から１８日

までの１２日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（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９月１８日までの１２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９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。 
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○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 本日、ここに平成２７年９月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ

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

ざいます。 

本定例会に、町長として提出いたします案件は、報告事項が６件、決算認定が９件、条例改正

が４件、補正予算が５件、その他３件の合計２７件でございます。それぞれの案件につきまして

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

申し上げます。 

さて、９月に入りまして、厳しかった日差しも随分と和らぎ、夜になると虫の音が心地よい、

過ごしやすい季節となって参りました。今、里山の果樹園では、ブドウや梨の収穫が盛りを迎え

ており、まさに内子の秋本番といったところでございます。今年は、四国地方の梅雨明けが７月

２４日と、平年よりも６日ほど遅く、降水量が平年よりも上回ったことも影響して、町内の各所

において災害が発生し、この定例会におきましても、約８，８００万円の災害復旧費の補正予算

を計上させて頂いているところでございます。毎年心配される台風被害につきましては、警戒対

策本部を設置した７月１６日の台風１１号、８月２５日の台風１５号、いずれも内子町では大き

な被害もなく、ほっとしているところでございます。９月１日に発生した集中豪雨では、土砂災

害警戒情報により災害対策本部を設置し、参川、小田、大瀬の一部において避難準備情報を発令

し、避難所を４箇所開設致しましたが、幸いに避難者を受け入れる事態には至りませんでした。

今後も、このような突然の集中豪雨により、緊急の対応を迫られることが多くなると予想されま

すので、なお一層の防災意識と緊張感をもって、日々の業務に当たって参りたいと考えています。 

一方、この夏開催されました各地の夏祭りやイベントは、天候にも恵まれ、多くの帰省客や観光

客で賑わいました。内子の笹祭り、五十崎の花火大会、そして小田の燈籠祭り、山の神火祭り、

それぞれ過疎化・高齢化が進む中で、実行委員の皆さんが一致団結して、工夫を凝らしながら継

続されていることに対して、改めて心から敬意を表する次第でございます。また、第１９回目を

迎えた内子座文楽では、２日間・４公演に全国各地から文楽ファンに来て頂き、大盛況のうちに

幕を閉じることができました。今年は、まちづくり応援大使の関口照生氏にも観劇して頂き、写

真コンテストの打合せを兼ね石畳など、町内の撮影スポットなどもご案内させて頂きました。来

年は、内子座創建１００年、そして内子座文楽２０周年の節目の年でございます。議員の皆様に

おかれましても、ぜひ内子座へ足をお運び下さいますようお願いを申し上げます。 

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

ただきたいと思います。ご報告いたします内容は、伊方原発住民説明会について、交通安全子供

自転車全国大会・内子小学校団体の部優勝について、内子座の国の重要文化財指定について、「Ｔ

ｈｅ Ｗｏｎｄｅｒ ５００」選定商材の指定について、最後に、台湾「新・日本旅遊節」のフ

ェアについての５件でございます。 

それではまず、伊方原発住民説明会についてご報告致します。原子力規制委員会は７月１５日、

四国電力伊方原子力発電所３号機の再稼働に向けた安全審査の合格証となる「審査書」を正式に

決定致しました。国の原子力政策や原子力防災対策、伊方原子力発電所３号炉に係る審査書等に
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ついて国に説明を求めたいとの考えから、ＵＰＺ圏内の５つの市町、宇和島市、大洲市、伊予市、

西予市、内子町が共同し、愛媛県に対し国や県の考え方を地域で説明するよう要望致しました。

内子町は、８月２０日に大洲市、伊予市と合同で説明会を開催致しました。経済産業省資源エネ

ルギー庁や原子力規制委員会、四国電力からは、原発の必要性や新規制基準の適合性審査の結果

など、内閣府と県からは、原子力防災対策を説明していただきました。限られた時間、人数での

説明会ではありましたが、一定理解を得る場になったのではないかと思います。今後、町議会の

対応やご意見等も踏まえ、県につなげていきたいと考えているところでございます。 

 次に、交通安全子供自転車全国大会において、内子小学校が団体の部で優勝したことについて

ご報告致します。８月５日に東京都で開催された自転車の安全運転の技能や知識を競う「第５０

回交通安全子供自転車大会」に、愛媛県代表として出場した内子小学校自転車チームが見事全国

優勝を果たしました。愛媛県勢としては、実に４２年ぶりの快挙であります。また、個人の部で

も、６年生の重岡拓郎くんが２位に入賞するなど、チーム全員が一丸となった栄光を手にしまし

た。８月２６日には、選手らが愛媛県庁を訪れ、中村時広知事に優勝を報告し、あわせて「笑顔

のえひめ県知事表彰式」が行われ、「笑顔のえひめ賞」を受賞しました。また、愛媛県警察本部長

にも優勝の報告をし、本部長から感謝状が授与されました。内子小学校は、６月２７日に松前町

で行われた県大会で団体・個人とも上位を独占し、団体の部では３連覇を達成しました。そして、

夏休みを返上しての特訓の成果を全国の舞台で全て出し切って、栄冠を勝ち取ったわけでござい

ます。選手の皆さん、選手を支えたご家族や指導にあたられた教職員の皆様方に、心からお祝い

を申し上げます。選手の皆さんには、この貴重な経験をこれからの人生の糧として、内子町を担

う人材として、大きく羽ばたいて欲しいと思います。そして、内子小学校におかれては、今後も

更に交通安全に対する意識の高揚と、競技を通じた子ども達の健全育成に努めて頂きたいと思い

ます。 

 次に、内子座が国の重要文化財に指定されたことについてご報告致します。６月の議会におき

まして、５月１５日に文化財審議会において内子座を重要文化財に指定することについて、文部

科学大臣に答申されたことをご報告申し上げましたが、７月８日に官報にて内子座が正式に重要

文化財に指定されたことが告示され、その指定書についても愛媛県教育委員会を通して内子町へ

届きましたことをご報告申し上げます。なお、今回指定を受けましたのは、内子座の建物本体及

び現在２階の展示室に掲げております棟札２枚となっております。改めて、町にとりまして大変

うれしくありがたいことと思っております。今後は、なお一層、内子座の保存・活用について、

町民、行政一体となって努めて参りたいと思います。 

 次に、内子の産品に関して嬉しいご報告をさせていただきます。８月２７日に、株式会社五十

崎社中の「ギルディング和紙の壁紙」と、企業組合内子手しごとの会の「内子彩あんどん」が、

経済産業省の「Ｔｈｅ Ｗｏｎｄｅｒ ５００」選定商材に決定されました。この「Ｔｈｅ Ｗ

ｏｎｄｅｒ ５００」選定商材と申しますのは、日本各地には海外の方に購入・体験してもらえ

る可能性を持つ｢ふるさと名物｣ものづくり、食、観光等でございますが、これらが数多くあるも

のの、海外における販路開拓や情報発信・ＰＲを成功させるには、様々なハードルがあるため、

海外での販路開拓やＰＲの知見を持つプロの目利き、プロデューサーの方々による地方産品の発

掘・選定を行い、日本全国で５００の商品を「Ｔｈｅ Ｗｏｎｄｅｒ ５００」として選定・決
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定して、海外展開に向けた情報発信等を支援することで、地域や中小事業者等の活性化を図るも

のでございます。今回、選定商材になりました「ギルティング和紙の壁紙」と「内子彩あんどん」

に始まって、世界で評価される内子産の製品や食材がさらに増えていけばと期待をしておるとこ

ろでございます。 

最後に、６月１８日から２１日の４日間、台湾台北市にある花博公園で開かれました「新・日

本旅遊節」中華航空、復興航空等主催でございます。これについてご報告致します。台北松山空

港への発着便に関わりのある県や市の２０自治体が参加しまして、愛媛県では台湾との交流推進

のため、県・市町連携の取組みとして、松山市、今治市、内子町の３市町が観光ＰＲに合わせ、

台湾台北市において特産品等の展示・販売を行いました。 

 台湾の人々にとって日本は憧れの地であり、最も人気のあるところとあって、内子町からは、

「町並み・村並み・山並み」の観光ＰＲはじめ、昨年から台湾への輸出を始めている、森文醸造

と千代の亀酒造、酒六酒造の３社が出店参加致しました。４日間の来場者は約６万人を超え、愛

媛県ブースには終始長蛇の列ができ、特に目を見張ったのは、森文醸造のゆずぽん酢が大人気で

早々に完売致しました。現地食品バイヤーからの太鼓判もあり、今後台湾での大手スーパー百貨

店から飲食チェーン店への販路開拓に大きな期待となりました。その後、森文醸造では現地バイ

ヤーからゆずぽん酢をはじめ、７アイテムの２１９ケース、２，８３０本の注文を受け、納品を

おこなったところでございます。来月１０月２３日から２５日の３日間、台湾大手スーパーの遠

東百貨板橋店において、日本フェアが開かれることになっており、森文醸造の出店参加依頼を受

けたことから更なる販売促進を行うこととなっております。今後も、台湾で受け入れいただける

商品の消費者ニーズをとるなど、新たな商品輸出に向け、各企業とも連携しながら販売促進に努

めて参ります。以上、５件の事柄についてご報告を申し上げましたが、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、招集のご挨拶と致します。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致します。議員の発言時間は会議規則第５６条第１項の規

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

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、９名であります。受付順に、質問を許します。 

 それでは最初に、森永和夫議員の発言を許します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） ２番、森永です。 

〔森永和夫議員登壇〕 
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○２番（森永和夫君） それでは、９月議会に当たり質問を致します。先日、愛媛県は、平成２

８年に南予全域で開催される「えひめいやしの南予博２０１６」の会期を３月２６日から１１月

２０日とすることを発表されました。キャッチフレーズは「さとに憩い、ひとに和む。えひめ南

予のいやし旅」とし、中核となるコアイベントとして、「食・食文化」「サイクリング」「アウトド

ア」「文化・芸術」の四つのテーマで展開されます。各地域の一流の料理人が地元産の食材を使っ

た一夜限りの特別なディナーを提供する「南予プレミアムダイニング」を始め、「サイクリングの

スタンプラリー」「野外音楽フェス」など、また、住民団体の自主企画として「街歩きやキャニオ

ニング」など約８０のプログラムが予定され、盛りだくさんの企画で南予の活性化につなげよう

とするものであります。ここで、中村知事は、「南予の人にとって当たり前のものが、地域外の人

には至福のものになる。いやしの空間が南予にはあるということを伝え、活性化につなげていこ

う」と述べられています。平成１６年４月には、「えひめ町並博２００４」が高速道路の宇和延伸

に伴い、大洲・内子・宇和を中心とする南予一円で開催されました。「南予」を「道後」、「しまな

み」に次ぐ新たな観光ブランドとして育成し、南予地域への交流人口のさらなる増加を促し、こ

の地域の歴史、文化のシンボルである「町並」を中心とした地域の魅力を全国に発信することに

より、南予のさらなる発展と観光まちづくりの推進、新たな交流の契機とするための一大イベン

トでした。期間中１７０万人の方が参加されたそうです。「町並博２００４」の特徴のひとつが、

住民参画による企画の立ち上げ、運営でした。これは、一過性のイベントにとどまらず、地元住

民の主体的参画を可能な限り誘導し、持続可能な観光まちづくりの事業を展開し、将来的には観

光ビジネスはもちろん、南予の活性化、南予のブランド化につなげようとするものでした。「えひ

めいやしの南予博２０１６」においてもこの精神は受け継がれています。また、平成２４年には

宇和島圏域を対象にした、「えひめ南予いやし博２０１２」も開催されました。このような、イベ

ントを通して発掘・育成された地域資源を、観光ビジネスとして着実に需要につなげ、豊かな自

然や歴史文化を発信することが南予の活性化につながるものと思います。そういった意味でも来

年行われる「えひめいやしの南予博２０１６」には多いに期待をするものであります。そこで、

この「えひめいやしの南予博２０１６」について基本的なことを何点か質問を致します。 

まず一点目ですが、今回の「えひめいやしの南予博２０１６」を成功せるためには、やはりこ

れまでの検証・総括が必要と考えます。そこで、「えひめ町並博２００４」では内子町にはどのよ

うなメリットがあったのか。また、その結果が内子町の観光にどのような影響をもたらしてきた

のか伺います。次に、「町並博」の中で、住民参画による自主企画イベントはどんなものがあった

のか。また現在まで継続されているものはあるのか伺います。次に、「南予全域を対象に開催され

る「えひめいやしの南予博２０１６」においては、地域や分野を超えた幅広い連携を進め、「町並

博」から続く住民主体の観光まちづくりの取り組みの継続と定着。南予の共通性や多様性を活か

した周遊の仕組みづくり。実需の創出。観光・産業・生活が一体となった南予のイメージ形成・

発信。そういったものに取り組むことにより「南予のブランド化」を図り、交流人口と実需の拡

大による雇用創出、一次産品のイメージアップなどの経済効果、また、南予のファンづくり、地

域の文化・伝統の次世代への継承、さらには、「移住・定住の促進」につなげていく」という意義

のもと開催されることになっています。当然、南予の玄関口となる内子町の責任も大きいと考え

ますが、「えひめいやしの南予博２０１６」に対する取り組みへの意気込みを伺います。次に、「町
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並博」から続く「観光まちづくり」ですが、一般的には、「観光地づくり」と「まちづくり」を一

体的に行うことにより、観光資源を劣化させることなく、将来にわたって住民の満足、来訪者の

満足を維持し、向上させることを目指すまちづくりであり、「住民が住みやすく誇りに思うまちに、

人は訪れる」というのが「観光まちづくり」の基本的な考え方であろうかと思います。孔子の言

葉に「近き者説（よろこ）び、遠き者来る」というのがあります。まさに「観光まちづくり」の

原点を簡単明瞭に表わした言葉だと思います。この持続可能な「観光まちづくり」に対する町長

のご所見を伺います。次に、「南予博」の基本計画の中でも、「持続可能な地域活性化につながる

よう、地域を超えた連携、観光・一次産業・まちづくりなどの分野を超えた連携を促進する」ま

た、近隣地域と連携しつつ、南予の共通性や多様性を活かした周遊の仕組みづくりに取り組む」

とありますが、連携については具体的にどう進められるのでしょうか伺います。次に、開催テー

マには、「南予の産業・暮らし・文化・人とのつながりなど、長い年月をかけ培ってきた地域に根

差した南予の本物、南予の真の豊かさを発信し、南予ファンの形成や移住・定住促進につなげる」

とあります。これまで内子町では移住の面では県内でも一番の実績があります。今後、「えひめい

やしの南予博２０１６」と移住・定住促進をどのように結び付けていかれるのか具体的な施策が

あればそれを伺います。次に、こうしたイベントには広報宣伝も大切です。内子町をこれまで以

上に発信する必要がありますが、その方法は具体的にどのようなことを考えておられるのか伺い

ます。また、観光のホームページもリニューアルされました。どのような効果・反応があったの

か伺います。最後に、「えひめいやしの南予博２０１６」では、海外からの誘客促進にも積極的に

取り組むとされています。内子町では県内でもいち早く６か国語対応のＱＲトランスレーターを

導入することになっていますが、いつごろ導入されるのか、そしてその効果をどのように見込ま

れているのか、またそのための戦略を伺います。これまでも内子町では、町並みを中心とする観

光には県内でも早くから取り組みがなされてきました。しかし、近年観光客の減少がみられる中

で、今回の「えひめいやしの南予博２０１６」を、「南予のブランド化」はもちろん、これからの

内子の観光まちづくりに最大限活用し、さらなる「内子のブランド化」を図り、内子町の魅力を

全国に発信する機会と捉え、一過性のものではなく、持続的に内子町の活性化へとつながるもの

になる素晴らしいイベントとなることを期待して質問を終わります。 

○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） 森永議員に私の方からお答えをしたいと思います。まず、えひめ町並博

２００４のメリット、あるいはその結果が内子町にどのような影響をもたらしたのかというご質

問でございますけれども、ご案内のように「えひめ町並博２００４」は、愛媛県が「松山・道後

温泉」「瀬戸内海・しまなみ海道」に続く新たな観光ブランドとして、「南予」を全国にアピー

ルするため、取り組まれたわけでございます。約１０億円を投入致しました。２００４年４月２

９日から同年１０月３１日までの期間、コアイベントでは５１万５，５５４人、地域イベントで

１０６万８，１８８人、自主企画では１５万５，４８０人が訪れるなど、合計、議員のご質問に

もありました１７０万人の来訪があったわけでございます。８０％以上が南予以外からの来訪者
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であったということで、経済効果は８６億円と発表されました。大きな観光地としての情報発信、

誘客などの効果をもたらしたものというふうに捉えているところでございます。えひめ町並博２

００４の開催によりまして、内子町を含む南予地域の知名度は上がった。平成１５年に合併前旧

３町の合計での観光客数が７５万人であった。これが町並博開催時の平成１６年で８６万２，０

００人、平成１７年では８７万７，０００人、平成１８年には１２０万を超え、その後において

減少もしましたが、１００万から１２０万人の間で推移している。こういうことから考えますと、

観光アピールの面で大きな効果があったんではないかというふうに捉えているところでございま

す。また、町並博を契機に自主企画イベントなどの活用で、観光に関連する住民グループの活動

が生まれてきたことも大きな効果であったというふうに捉えています。２番目の住民参加により

ます自主企画、あるいはどのようなものがあったか。また継続されているものがあるかというご

質問でございますけれども、町並博の合併前の内子町及び五十崎町では、自主企画イベントとし

て、内子町商工会青年部の「はりきりリアカー隊」、内子町郷土料理弁当製作グループの「内子

座文樂弁当」、レトロバスを走らせる会の「僕らの町にレトロバスを走らせよう」、お化け屋敷

グループによる「旭館有効活用プログラム、お化け屋敷」、石畳自治会による「石畳むら並み博

物館」、からり直売所運営協議会による「内子町農業体験塾からりフェスタ」、内子商店会によ

る「うちこ街かど美術館」と「内子あんどん晴れ舞台」、内山青年会議所による「内子旅の案内

所、旅里庵」、五十崎紙芝居の会の「ようこそ紙芝居の里へ」の１０件が認定・実施されました。

その内「僕らの町にレトロバスを走らせよう」については、ＮＰＯ法人プロジェクトＡ．Ｙ．に

よる「ちゃがまる」という周遊バスになりました。「石畳むら並み博物館」については、イベン

トそのものは現在行われていませんが、当時のコンセプトのまま地域づくり活動が進められてい

ます。「内子町農業体験塾・からりフェスタ」につきましては、今は名前は使っておりませんけ

れども、ドイツソーセージづくり、パンづくり、うどん蕎麦打ち体験ということで現在も継続を

されているところでございます。「内子旅の案内所、旅里庵」は、ＮＰＯ法人プロジェクトＡ．

Ｙ．で現在運営されておりまして、また五十崎紙芝居の会の「ようこそ紙芝居の里へ」について

も継続して活動されているところでございます。イベントが契機になりまして、様々な住民参画

によるまちづくり型観光振興に取り組んだことは、日常の暮らしそのものが観光資源として有効

であるという共通認識が醸成されまして、さらにブラッシュアップすることで良質で多様な観光

の受け入れ地、観光地形成に大きく寄与したと認識しているところでございます。 

次に、「えひめいやしの南予博２０１６」についての意気込みをということでございます。森

永議員ご質問にありましたように、「えひめいやしの南予博２０１６」の開催の狙いにつきまし

ては、ご質問にもありましたように、南予地域においては少子化や、若年世代の流出等により急

激な人口流出が予測されているところでございます。地域の持続的な活性化を図るためには、２

００４町並博からさらに着実に実需につなげていくということと共に、南予のこういう自然であ

りますとか、歴史文化やそういったものを観光の柱として育てていこうというものでございます。

内子町は、地理的にも有利な位置にありますし、また町の持っている歴史、文化、食、多様な催

し物、農村景観など地域資源は大変豊かなものがございます。また、知名度も一定ある町だとい

うふうに考えております。特に内子座は、来年創建１００周年を迎えますので、さまざまなイベ

ントを予定しておりますし、内子座文楽も２０周年を迎えます。この２つは内子町の大きな核と
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して、「えひめいやしの南予博２０１６」の中に位置づけたいと考えているところでございます。

また、五十崎大凧合戦、内子笹まつり、観月祭やうちこ夢ワインヌーボー等のさまざまの催し物

もありますので、工夫したものに仕上げていく必要があるだろうというふうに捉えております。

道の駅めぐりなども南予一体で協力してやれればいいなというふうに思っております。こういっ

た取り組みを通して、もう一段、内子町全体のギアチェンジする、さらなる観光客の拡大や応援

団の拡大につなげていきたいというふうに考えております。 

次に観光まちづくりに対する考え方でございますけれども、議員おっしゃいましたように、ま

ちづくりというのは地域資源を活かすことだと。地域振興とまちづくりというのは、もうこれは

同じような語彙だというふうに私は考えております。したがって、この南予博があるからとか、

ないとかいうことではなくて、内子の持つそういう歴史や文化、自然、人々の暮らし、こういっ

たものをうまく組み合わせていく。磨きをかけていく。これが観光のまちづくり、地域振興の大

事な柱だというふうに考えているところでございます。 

それから３番目の連携については、具体的にこの２０１６でどんなことを考えているのかとい

うことでございますけれども、分野を越えた連携。特に広域連携、このことについてのご質問で

ございますけれども、周遊ルートの設定でありますとか、テーマや季節、地域性等を考慮したル

ートの設定を考えています。例えば山里の花めぐりであったり、絶景リアス式海岸ドライブ、鉄

道で巡る町並など、周遊シナリオを作成をして整備をして、旅行商品として醸成していこうとす

るものでございます。また、南予周遊ポイントラリーも考えられております。季節ごとにテーマ

を設定して南予各地のポイントを巡ることで、特典やプレゼントがもらえるラリー型イベントの

展開でございます。さらに広域連携としましては、この博覧会と同時期に高知県でも開催される

予定でございます、奥四万十博。これを中心に足摺エリア等も視野に入れた道の駅等の連携を考

えているところでございます。より具体的にはこれから細部をつめる作業が始まるということで

ございます。それから、これらを通した広報宣伝の件についてでございますけれども、その前に

大変失礼しました。定住にどう結び付けていくのかというご質問でございました。えひめいやし

の南予博２０１６では、南予の魅力を今、申し上げましたように、発信していくイベントを通し

て大勢の誘客を図っていく、要は南予のファンを作っていくと。応援団をたくさん作っていくと。

それでリピーターを増やして、このイベントが終わっても、博覧会が終わっても、内子に訪ねて

行こう、南予にまた行ってみよう、そういうファン、応援団をたくさん作ることによって、まず

内子を知っていただく、そしてこんなところであれば内子に住んでみたいなと、訪ねてみたいな

と、チャンスがあればここで一生を終えてもいいな、そんなチャンス、機会がどんどん提供でき

ればいいんじゃないかな。そのためには、お客様方の顧客データっていいますか、こういうもの

をしっかりとプールして行かなくちゃいけないだろうと。そんなことも先般の実行委員会で話し

ているところでございます。 

最後に町としてのホームページなどを活かした情報発信に、ＰＲに努めて参りたいというふう

に思っております。現在、首都圏でのパブリシティ活動やプレスツアーなどセールスキャラバン

も含めて検討しているところでございます。新聞、テレビ、インターネットなどほとんどメディ

アを使っての宣伝企画が予定されておりますし、プレスツアーには既に内子町は５回実施されま

して、南予すでに５回実施され、内子町を含む南予各市町の観光情報がマスコミ各社において取
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り上げておられるところでございます。こうした広報宣伝活動を積極的にそして、イベントごと

のタイミングを見ながら、タイミング良く出していくということも大切かと思いますので、その

辺も留意しながらやっていきたいというふうに思います。あと、ＱＲのご質問、また、ホームペ

ージのリニューアル等々についての効果につきましては、担当課長の方から答弁をさしていただ

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、観光ホームページのことについてご答弁さし

ていただきます。観光ホームページ「うちこさんぽ」の直近３ヶ月、６月から８月と、同時期の

前年との比較データについて申し上げますと、ホームページを見ていただいた、観光ホームペー

ジの訪問者において、５万２，８４８回で昨年同時期の比較で７４．７％の増加となっておりま

す。サイトを見ていただいた方の延人数でございますけれども、これが３万５，９３６人。昨年

度の同時期の比較で７６．２１％の増加となっております。観光のサイト内をクリックされ、サ

イト内の各ページを見た回数でございますけれども、これは２３万９，３４０回で、昨年の同時

期比較で１３１．５４％の増加となっております。なお、ホームページを見ていただいた方の地

理的な分布の上位につきましては、愛媛県内が２９．１７％、大阪府が２０．７２％、東京都が

１３．９６％となっております。ホームページのリニューアルにより、ホームページを見ての、

ねき歩き申し込みの件数の増加や、今回のリニューアルで旅行社向けの写真等素材提供や、ツア

ー組み込みの提案プランを掲載していることから、旅行社や雑誌編集者、広告代理店の問合せが

増えており、昨年６月から８月にホームページを見ての業者からの問合せはゼロでございました

けれども、本年同時期においては２０件というふうになっており、概ね好調な反応かと考えてお

ります。 

 次に、ＱＲトランスレーターについてご答弁申し上げます。ＱＲトランスレーターは、ＱＲコ

ードを読み取ることが出来るスマートフォンでその使用言語を読み取り、その言語に翻訳した内

容を提供する便利なツールです。内子町は来訪している外国人観光客の層から６カ国語、英語、

フランス語、ドイツ語、中国語、台湾で使われている中国語の繁体語、韓国語の導入を決めてお

ります。本事業については来年３月までに、内子町や観光協会などが発行している観光パンフレ

ットや観光資料、観光資源を紹介した看板、公式観光ホームページ、まちあるきアプリなど１３

５件を翻訳し、ＱＲトランスレーターを整備する予定としております。特に現在、作成中のまち

あるきのアプリケーションについては、スマートフォンの位置情報を確認して、近くの飲食店や

商店などを表示することが可能で、日本語が理解できなくても内子町を不自由なく歩くことが可

能です。併せて、町内企業店舗等の外国人受け入れの体制もサポートして行きたいと考えており

ます。外国人観光客の言葉の問題を解消することにより、内子町での観光がより満足度の高いも

のとなり、消費活動を活発化させ、町民の皆様にもその経済活動が可視化できるものと想定して

おります。現在、年間３，０００人程の外国人観光客が訪れていますが、５年間を目処に年間２

万人以上の外国人観光客を目標として掲げております。６月１２日には、観光庁の外国人向け広

域観光周遊ルート形成計画として、瀬戸内７県で組織する瀬戸内ブランド推進連合による「せと
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うち・海の道」と四国ツーリズム創造機構の「スピリチュアルな島～四国遍路～」の二つが大臣

認定されました。これらの広域観光周遊ルート両方に内子町が入っていることから、今後外国人

観光客誘致の広域な取り組みが活発化するものと考えております。今後、日本国民の減少から国

内旅行人口が確実に減少することから、外国人観光客の誘致は、その対策の柱として期待をして

おります。ＱＲトランスレーターの導入は、外国人のリピーターの確保など持続可能な観光地形

成への戦略として有効な手段と考えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 町長の答弁を聞いておりますとですね、基本的には私もそういった考え

方でおるんですけれども、その中でもですね、ちょっと再質問をさせて頂きたいと思うんですが。

まず、１番目の質問の中でですね、関連するんですけど、確かに町並博で大勢の方が来られて、

町長言われるように南予の知名度というのは、それまで以上に上がってきたと思うんですけど、

それでもですね、私は例えば愛媛県の中の道後、しまなみ、それに次ぐ新たな観光ブランドとし

て南予が位置づけられたとはまだ私は、まだまだであろうかとは思うんですが、その辺、町長は

どう思われます。もう完全に南予は３つの観光ブランドの中の一つにもう認知されたとお考えで

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） 南予も含めまして内子もそうでございますけれども、やっぱり道後温泉

のような、あるいは別府のようなですね、巨大な温泉があるわけでもない。内子のまちっていう

のは小さな物事、催事、そして小さなことを一つ一つ積み上げていく以外に私たちの町はないん

だろう。それをうまくつなげていくということでございますので、まだまだ努力は足りない、こ

れからもやっていかなくちゃいけない、いうふうに私は捉えています。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 私もその通りだと思うんです。それでですね、これまでの内子町、特に

町並への観光客の推移というのを見てみました。そうするとですね、平成１６年の町並博のあっ

た年が２７万７，３０７人。これはあくまでも町並博といった所への観光客ということです。そ

れをピークにですね、翌年からは２０万１，０００人。１９年には、２０万人。そして平成２０

年には、２０万人を割り込んでですね、１６万３，０００人となっています。その時の行政側の

資料の観客数と消費額という資料がありますが、その中のコメントとしてですね、単調な町並み

徒歩に飽きられているかもしれない。町並み周遊、徒歩メインの観光で変化が少なく、リピータ

ーが減少しているかもしれないといったことが分析されています。先程、町長言われましたよう

に、内子の町並みへの観光というのは、やはりリピーターをいかに獲得するかということが古く

て新しい課題だと思います。そしてですね、町並み博の時にピークであったわけですが、今のよ

うに減少しているということは、じゃあ町並博は一過性ものだったのかといったような感じもす

るわけですれども、それ以前のですね、町並博以前の数字を見てみると、２００１年が２４万２

４５人、その次の年が２３万３，０００人。そうすると、町並み博へのお客様としてはですね、
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３万７，０００人のプラスなんですね。それだけ旧内子町時代から町並への観光には力を入れら

れて、それに対するお客さんも多かったということになるわけですけれども。私はこういったこ

とを見るとですね、じゃあ町並への観光客がなぜ減ったのかということなんですが、私は一過性

だったというんではなくて、時代の流れとともに観光客の観光地に対するニーズの多様性、変化

が大きかったのではないかと思いますが、そのような認識は持たれているかどうか、確認したい

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） 確かにいろんな今の観光の実態っていうのは、団体客でバスでどんと押

し寄せてという旅行形態から、やっぱり友達同士、個人という非常に傾向が顕著に出ているとい

うふうに思っています。そういうふうな人達にどういうふうにきちんと受け皿としてですね、食

べるもの、そして人々の暮らしというものをもう一回きちんと構築していくということはとても

大切だというふうに思っております。そういう意味では、この南予いやし博を契機にですね、も

う一回ギアチェンジしていくということは、とても大事だというふうに私は捉えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） ３番目の質問の関連なんですけど、町長の意気込みというか、取組みと

いうことをお聞きしたわけですが、今回の基本計画を見てみますとですね、内子町としてのこの

南予博に対する取り組みとしてですね、内子座１００周年イベント、文楽公演。これは先ほど町

長ご説明されましたようにですね、当然していくべきものだと私も思います。そして、既存のイ

ベントですね、笹まつり、大凧合戦、観月祭、いろんなことがあげられていますが、私はせっか

く南予博２０１６に合わせてやるということであれば、何らかの工夫を、これまでと違った工夫

をした取組みというのも必要かと思いますが、その点についてこれまでどおりのやり方をお客様

に見てもらうのか。今言いました、少し工夫をしたもので取組み、またそれをつなげていくのか

といったことはどういうふうに考えておられるかお伺いします。 

○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） 基本的なコンセプトっていうのは、変わらないと私は思っているんです

けれども、ただ、やっぱり南予博の中で五十崎の凧合戦を位置付けたからこそ、こんなことがや

っぱり来年につながってきたねと。こういうひねったものと言い方、多少誤解があるかも知れま

せんけど、何かやっぱ工夫はいるだろう。そこのところはまた関係する五十崎の実行委員会等々

と皆さん方と少し詰めないといけないんではないかと。それから観月会もそうですね。やっぱ博

覧会をとおしてやったからあれがよかったんだよね。そこに知恵がいるだろうというふうに思っ

ていますから、努力していきたいというふうに思っています。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） そうすると次の質問、観光町づくりなんですけど、一般的に観光まちづ

くりというのは、先ほども言いましたように、そこに住んでいる人が誇りに思うような、魅力的
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な町に人は訪れるんだという考え方があろうかと思います。そうするとですね、内子町の総合計

画の中にも住んでよし、訪ねてよし、美し内子というキャッチフレーズがありますが、まさにで

すね、私はこの観光町づくりという考え方と受け止めるわけですが、そういった考え方でよろし

いでしょうか。ということになるとですね、内子町の町づくりの考え方としては、いろんなやり

方、考え方が分野、分野であろうかと思いますけれども、観光の面でいえばですね、観光町づく

りといったものがあって、私もそれは今、言われた住んでよし、訪ねてよし、美し内子というよ

うな町づくりを進めていく分については、当然そうされるということに対しては賛成しておりま

す。それでですね、総合計画の中にも、プロジェクト１０の中に、町中リバイバル、五十崎ワン

ダーランド、小田流ライフスタイル、着地型観光といったいろんなプロジェクトが書かれてあり

ますが、これらの今言ったプロジェクトの施策の原点にもその観光づくりの考え方があると理解

してよろしいということですね。そうするとですね、先ほど言いました観光客数とその消費額と

いう資料があるわけですが、２５年の資料の中にですね、コメントとして総合的に評価すると大

幅な減はないものの、宿泊者数や客単価の伸び悩みが見られ、持続可能な町づくり型観光の在り

方を問われる結果となったという分析がなされています。なかなか私は人が多く来ればいいとい

うだけの話ではないともちろん思っているわけですが、実際にこういうふうに担当部署でもです

ね、分析がなされていますが、それらに対する対策、施策というのは、取られてきたということ

でよろしいでしょうか。 

○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） 結果はそういう結果でございましたですけれども、そういう

意味で今、総合計画に掲げております、今、議員の方からもご発言がございました、そういった

プロジェクト。あるいは振興計画、総合計画の中のプロジェクトを進めて行きながらですね、先

ほど言われました町づくり観光というものをですね、進めていこうというふうにして。ずっとそ

ういう形で進めてはきているんですけれども、そういうことで、また今後におきましても進めて

いくということで考えてございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 当然、今課長が言われたようなことで進められるのは当然なんですけど、

今ここにありますように、反省としてですね、今までの持続可能な町づくり型観光の在り方が問

われるということを皆さん方、実感として感じておられるわけですから、やはり今、今度の総合

計画の中のいろんなプロジェクトの中、また、観光町づくりの中でですね、ぜひ、今までとは違

った視点というのも必要だと私も思いますので、そういったことも含めてさらなる持続的な観光

町づくりをですね、住民の暮らしに軸足をおいて頂きながら、進めていただきたいと思います。 

 連携についての質問ですが、町長言われるようにいろんな連携の中で今回の南予博というのは

取り組まれるということは私も理解はしております。ぜひですね、町並み観光先進地としてリー

ダーシップを発揮してですね、取り組んでいただくことを期待しております。私も今度の南予博

の基本計画にいろいろ目を通すわけですけれども、イベントと定住促進をどうつなげるかという

ことは町長先ほど答弁の中でもファンを作っていき、そういった人たちがいいところだねという
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ことで定住していただくんだと、移住していただくんだというのは、方向性になるということを

言われました。ただ、私はですね、それだけではやはりなかなかイベントに来られた方が、ここ

良かったから移住するというんではなしに、やはり移住、定住促進にも結び付けるということで

あれば、やっぱそういう思いを持っている人たちへのアプローチというのも必要ではないかと思

うわけですが、そういったアプローチというのはどう考えておられるんでしょうか。 

○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） 意識的には、移住・定住に結び付けるということがとても大事だという

ふうに私たちは捉えておりますけれども、この南予博をやったからといって、全てですねそれで

完璧だと言うつもりは全くございません。町としても今年中に東京で移住・農業体験等々も含め

て促進の相談会を設けるようにしているんですけど、いろんなものを組み合わせてですね、内子

町の魅力を高め、内子町を気にかけて下さるような町を作っていくということが大事だというふ

うに思っております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 次の質問に移りますが、先ほどの答弁の中で、イベントには広報宣伝も

大切ですと。その広報はどのようなことをお考えかということの答弁はなかったように思うんで

すが、私の聞き間違いがあったようです。そうすると広報宣伝、いろんな方法というのがあろう

かと思います。その中で、今流行りのＳＮＳの活用なんかも必要かと思います。もちろんイベン

トとしては県を中心とした情報の発信とかいう取組みもなされるんでしょうけれども。その中で

も内子町独自として、そういったＳＮＳ、前から私言ってますように、ブログやＦａｃｅｂｏｏ

ｋ、ＹｏｕＴｕｂｅなどの利用というのはご検討されてないのかどうか、ちょっと確認をしたい

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） 今回、えひめいやしの南予博の中では当然ホームページ、そ

ういった宣伝も県がまとめておこないますが、そういった中にですね、自主企画イベントグルー

プ、内子でもおそらく１０個くらいですね、出てくるんだろうと思うんですけど、まだ計画の段

階ですけれども、そういった自主企画グループのＳＮＳを観光ホームページ、いわゆるえひめい

やしの南予博のホームページに連動させていこうというような考え方は、まだ事務レベルですけ

れども、そういったことも検討をし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） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） それではですね、観光のホームページのリニューアルのことをお聞きし

ました。大変アクセス数も増えてですね、リニューアルした効果が、成果が出ておるんだろうと

思います。ただ、私はですね、ここで提案を一つさせていただきたいと思うんですが、そういっ

た観光ホームページの中で情報を発信する、これは南予博というんではなしに、内子町としての

情報発信をする中でですね、提案したいと思いますが、現在、先ほどから申しましておりますよ
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うに、観光客数もだんだん減ってきております。そこにはいろんな要因もあるわけですれども、

この機会にですね、何か仕掛けるといいますか、これまでにない発想をもって訴えていく。その

中の一つにですね、最近一つのものにこだわって趣味を持つ人。例えば、列車を撮る人を撮鉄だ

とか、乗るのが好きな人を乗鉄だとか、お城が好きな城ガール、山登りの好きな山ガールとかで

すね、いろんなそういった人がどうも日本に増えておるようです。そんな中ですね、今回内子町

がですね、町並みに興味を持つ女性を例えば町並女子とか、町並ガールといったことをですね、

全国的に発信して、内子町が中心になってそういった人を増やしていく、作っていく。そういっ

た仕掛けも必要というか、おもしろいと思うんですが。今突然の提案であれでしょうが、それに

対してどう思われますでしょうかね。 

○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） 提案等また真摯に受け止め、検討さしていただきたいと思い

ます。ちなみにですね、今年におきまして、モニターツアーをいろいろな内子町も含めて団体で

実施をしております。今年は着物で町を歩くというものをですね、今年これからですね、３回く

らい募集をして。これは松山の方から来ていただいて、内子に着物で来ていただいて、食事をし

ていただいて、町並みを歩いてまたお買い物して帰ってもらうと。そういったツアーもまた考え

て実施をする予定にしておりますので、またそういった中でもまた検討さしていただいたらと思

います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） ぜひそういう人をですね、町並ガールと町並女子と決めつけてですね、

発信をしていただきたいと思います。 

 最後の質問でですね、ＱＲトランスレーターのことをお聞きしました。一つだけ町長にお聞き

したいんですけど、ＱＲトランスレーター、どういう会社がどういうことで今、日本の中で広ま

っているかということを町長のご認識をお伺いしたいと思います。ＱＲトランスレーターをどう

いう会社が作ってどうなっているのか。 

○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） 製造会社は分かりません。申し訳ありません。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） これですね、私なぜ町長にそのことをあえてお聞きしたかというとです

ね、このＱＲトランスレーターですが、これ開発したのは株式会社ＰＩＪＩＮという関西大学発

のベンチャー企業を出発点としてですね、ＩＴの力で世界を言語バリアフリーにするというミッ

ションを引き継いで、各分野で専門的な技術をもつ企業が集まって運営されている会社でありま

す。そしてですね、２０１３年３月から本格的な運営を開始したようですが、実績を見るとです

ね、まだまだ全国では１６箇所くらいですかね。しかもその中で採用しているのが大手のデパー

トとかですね、仙台城址、高松市など一部の行政機関、そういったところが採用しておりまして、



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

‐ 16 ‐ 

まだ全国でもさほど普及しているものではないし、これから大いに普及していくんだろうとは思

います。そして、私はこういった多額のお金を使ってですね、内子町が利用する以上は、それな

りの効果といったものを出していただきたい。そうしないと、やっぱ町民の皆さんもですね、２，

０００万近くかかるわけです。ですから、ぜひ結果を出してもらいたいといった意味で、この質

問をしたんですけれども、実際に内子町への海外のお客さんというのはですね、先ほど３，００

０人と言われましたが、昨年の実績は１，４４０人。今年は、担当者の方にお聞きするとそれを

上回って、おそらく３，０００人くらいになるだろうというようなことで、外国人観光客もたし

かに増えてはおるんです。そして、そういった外国人観光客のためにも、そういった環境という

のは必要だと私も思っています。思っているからこそですね、ぜひトラスレーターを入れたこと

が良かったなというような結果を出していただきたい。先程課長の答弁の中にですね、いずれは

２万人にするんだというようなご答弁もありましたので、安心をしておるわけですけれども、ぜ

ひその点については、なお一層の努力をしていただきたいと思います。それと何日か前の新聞に

ですね、経産省がですね、外国人観光客にＩＤを発行して、母国語で観光や医療機関の情報を提

供する仕組みを作って、それをですね、２０１６年度から数か所で実証実験を始める予定になっ

ておるようです。そういったことなどもですね、ぜひ、検討をしていただきたいと思うわけです

が、そういったことは検討はされないのかどうか。このＱＲトランスレーターでいくんだという

ことを決定されているのかどうかだけ最後に質問します。 

○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） 先ほど、言われた新しい技術につきましては、まだ実証の段

階ということでございまして、現状、使えるものといいますか、実質的に非常に有効だというの

はＱＲトランスレーターいうふうに我々認識しておりますので、そういった形で。また費用の問

題もありますけれども、そういったものがですね、有効だということでありましたら、それはか

なり先の話にはなると思いますけれども、そういった時にまた検討さしていただいたらというふ

うに考えます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 今の最後の検討というのは、経産省のやろうとしているシステムについ

てですか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 経産省のシステムについて。ただ、それはやっぱり全国で使

うにはまだ時間がかかるだろうというふうに考えてございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 最後の言われたのが気になるんですけど、このＱＲトランスレーターを

入れたらですね、経産省が作ったものがもう必要ないと私は理解しておるんですが、そうじゃな

いでしょうかね。 
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○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） 当面、ＱＲトランスレーターで対応が可能というふうに考え

てございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで１５分間休憩をします。１１時２０分から再開します。 

 

午前１１時０６分 休憩 

 

午前１１時２０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、中田厚寬議員の発言を許します。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） １４番、中田です。 

〔中田厚寬議員登壇〕 

○１４番（中田厚寬君） ９月議会にあたり２つのことを町長と教育委員長に質問致します。ま

ず、一つ目に内子座の耐震補強工事について、町長にお尋ね致します。内子座は、愛媛県喜多郡

内子町の重要伝統的建造物群保存地区「八日市護国」の近くにある歌舞伎劇場です。大正５年１

９１６年に大正天皇の即位を祝い、内子町の有志によって建設されました。１９８２年に内子町

指定有形文化財に指定され、その後１９８３年から１９８５年にかけて、往時の姿に復元する工

事が実施されました。２０１５年には、国の重要文化財に指定されました。明治末から大正にか

けて内子の町が木蝋や生糸などの生産で栄えていた頃、地元の人々の娯楽の場として発案され、

大正天皇の即位を祝して地元有志の出資により創建されました。農閑期に歌舞伎や文楽、後に映

画や落語なども演じられました。その後、昭和４０年代にはホール的に活用されていましたが、

老朽化により取り壊されようとしていました。しかしながら、町並み保存地区に近接しているこ

ともあり、まちづくりの核として活用していくべきとの町民からの要望により、復元され今日に

至っています。今日では、歌舞伎のほか各種公演や町づくりの会合等に活用されています。年表

としては、大正４年、１９１５年２月から中田鹿太郎他１７名の発起人により、大典記念株式会

社内子座として設立。大正４年、１９１５年、８月着工で、大正５年、１９１６年２月落成式と

なっております。管理運営についても、時代と共に変遷をたどり、大典記念株式会社から内子町

商工会、内子町となっております。構造形式は木造、地上２階建て日本瓦葺き、延床面積１階１

７７坪、３階６５坪、計２４２坪、収容人員６５０名の建物であり、１００年という長きに渡り

内子町の中心で世の中を見守り続け、人々の心のより所となっている大切な内子座です。先日も

第１９回目の文楽が成功裡の内に終わったところであります。私も２階席から文楽を観させてい
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ただき、義経千本桜のすしやの段の演目、演技に酔いしれていましたが、ふと思ったことが「今、

南海地震や東南海地震が起こった場合どうなるのだろうか。」ということでした。客席は１階か

ら吹き抜けで２階の柱の屋根は、日本瓦で重量があり、梁のスパンも広いため、阪神淡路大震災

の時、神戸の長田区の古い木造家屋がほぼ全壊だったのを思い出し、身体が身震いしたのを今で

も心に思っています。これだけ多くの人々が入場される歴史ある建物であり、多くの人の命を思

った時、一日も早い耐震補強工事が必要であると痛感致しました。そこで、町長にお尋ね致しま

す。なるべく早い時期に耐震補強工事をされるべきと考えますが、町長のご所見をお聞き致しま

す。 

 二つ目の質問に入ります。二つ目の質問を教育委員長に致します。３町合併をし、現在では成

人式も１月に共生館でおこなわれており、今年も１月１１日の日曜日に共生館でおこなわれ、男

女合わせて１４５名の新成人が参加をされました。来年は、内子座も１００周年を迎えるという

ことで、町としてもいろいろと記念行事を考えておられるようですが、私はぜひ成人式を内子座

でやっていただきたい。今回、国の重要文化財に指定していただき、成人者に祝って頂く意味も

込めて、開催していただきたいと思います。旧内子の成人者は、内子座や伝統的建造物群保存地

区、八日市護国の町並もよく知っておられるかもしれませんが、五十崎と小田の成人の方は、町

並へ行かれてない人も多いのではないかと思われますので、是非とも成人の日に新成人として八

日市護国の町並を散策していただきたいと思います。女性は、ほぼ全員の方が振袖姿の艶やかな

いでたちで参加されていますので、町並みを艶やかな着物と、男性は真新しい背広姿で散策して

いただいたら、町並みの活性化と内子座の祝いにもつながるのではないかと思います。最近では、

隣町の西予市の宇和町卯之町地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定された関係や、ジオパー

クのことなどもあり、卯之町の町並みなどのイベントが多く新聞にも掲載されており、宇和島伊

達４００年祭りと重なって、話題が南予に移っている感があります。年間観光客７０万とも１０

０万とも言われている内子の町並みも、今一つ停滞感が否めない感があります。そういった観点

からもぜひ成人式には、振袖姿で内子の町並みを散策していただき、話題性に富んだ成人式と町

並みになってほしいと思いますが、教育委員長の考えをお聞き致します。以上で、質問を終わり

ます。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬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、中田議員の内子座の耐震補強工事につきましてのご質問

についてお答えを致します。ご質問の中にありましたように、本当に内子座が国の重要文化財の

指定を受けたと。町民の皆さん方とともに喜びたいというふうに思ってますし、今日まであの内

子座を支えてくださった町内外の皆さん方、多くの皆さん方に心から感謝を表さしていただきた

いというふうに思ってます。今、ご質問にありましたように、昭和６０年に改修をやってたんで

ございますけれども、１００年経っているというようなこと等もありまして、なるべく早くそれ

に向けて、やっぱり動きださないといけないんだろうなという捉え方はしております。基本的に

は文化庁とも相談しながら、技術的な面、あるいはどういう角度からどういうふうにタッチして
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いったらいいのか、とても大事な建物でございますから、専門家の意見を聞きながらですね、調

査をしていただいて、その上での対応になるかというふうに思っております。町としては、そう

いうものも踏まえながら、多額の修理経費がかかるというふうに思っておりますので、財源、も

ちろん国の応援もいただかなくちゃなりませんけれども、財源をどういうふうに確保していくか。

また、内子座周辺の住民の方々や、地権者の皆様方にもご理解を賜らなくちゃならないこと、そ

ういったことも解決していかなくちゃならないというふうに思ってます。と同時にもし、工事に

入るとすれば、何年かに渡ってこれが使えないということになりますから、観光客の皆さん方の

流入の減少、あるいは利活用できないという影響もございますものですから、その辺、内子座調

査委員会など識者の皆さん方のご意見も参考にですね、タイミングをみて対応しないといけない

だろうというふうに思っているところでございます。以上で、答弁にさせて頂きたいと思います。 

○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） 中田議員の新成人式を内子座で、についてお答えを致しま

す。すでに今年度の成人式は、来年の１月１０日、日曜日の１４時から開催する計画です。すで

に成人式出席予定者等から日程や場所等の問い合わせが来ております。議員さんの提案は、話題

性のあるものと思いますが、議員もご承知のように内子座の客席は通路が狭く、特に振り袖を着

た方には不向きな会場です。参加されるほとんどの女性が振袖という現状。その上、障がいを持

っておられる新成人の対応など、総合的な観点から判断して、今までとおり共生館で実施したい

と考えています。また、町並みパレードにつきましても、目的や天候のこと、振り袖を着た方に

参加してもらえるかなど、諸問題がありますので、現行のスタイルをベースに取り組みたいと考

えております。以上、答弁とさしていただきます。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） それでは、内子座の耐震補強について再質問致します。稲本町長から

は、前向きな答弁をいただいて嬉しく思っておるわけですけれども、国の重要文化財に指定され

たということで、耐震補強工事などをする場合に、相互の補助金は文化財に指定されていないと

いう場合と指定されたということで、補助金の補助率なども違うんじゃないかと思うんですけれ

ども、そういった場合、耐震補強する工事費の何パーセントくらいが補助金として出るものかど

うか、お尋ねをしたいと思います。 

○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） 現行の制度の中では、３分の２国費ということに相成っております。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） 木造建築物であるので、火災保険や地震保険にも加入されていると思

いますが、保険金額はいくらくらいのに加入されているものかお尋ねを致します。 

○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） ただ今のご質問でございますが、ちょっと手元に資料がございませ

んので、後ほど調べてから回答致します。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） 地震保険は単独では加入できず、火災保険と合わせての加入が法律で

定められたおり、契約者に支払われる保険金額は、火災保険の３０％から５０％に決められてお

り、今回は津波も保障の対象となるということであり、地震だけの場合は、３０％から５０％く

らいが最大ということであり、もしもの場合のことを考慮して、それなりの火災保険と地震保険、

タイアップ出来ておるような大きい保険に入っていただいてほしいというように思います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） その点も含めまして、後ほど答弁をさしていただきますので、よろ

しくお願いします。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） 内子座で成人式をやってほしいと。そして、町並みも振袖姿なり、新

成人の方が散策をしてほしいという質問をしたんですけど、内子座ではいろいろ問題があるので

ちょっと今の状態では成人式はできないと。今までとおり共生館で成人式はおこないたいという

委員長の意見でございましたが、先ほどからいろいろと意見は出ておりますけれども、８月の１

４日に西予市卯之ホタル、８月２３日は町並みに妄想の日、西予市で卯之ホタル。８月２４日、

栄冠かけ、雑巾がけということで、西予宇和Ｚ－１グランプリ。８月２８日には中山間地域どう

振興西予全国対策協議会が研究会ということで、２週間程の間に町並みに関するイベントなどが

４回も新聞で、これは西予市の卯之町の問題ですけど、披露をされております。そういうことも

あって内子町の町並みが大小、西予の方にもやられておるんかなという気もするんですが、今言

われておる、えひめいやしの南予博２０１６などもあり、南予の玄関口となる内子町として、観

光スポットでもある、内子座及び町並みをアピールしていかなければならないと考えます。その

ためにも、成人式の人たちにも協力を呼びかけるのは、絶好の好機と捉えてはどうかというよう

に思うんですけど、再度、教育長に質問致しますが、今の町並みを活性化し、また今回１０周年

記念ということで写真コンテストなども企画をされておりますが、このことについては、応募期

間が１１月３０日までということで、間に合わないというようには思いますけれども、町並みを

それ相応の艶やかな成人者が町並みを練り歩くというのは、なかなか艶やかな観光スポットにな

るんではないかというように考えますが、再度教育長にお尋ねしますが、今後において考えてま

た頂けるというような方向にお考えはないかどうか、再度お尋ねをして、質問と致します。 

○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、町並みとかですね、内子座の活用というのは、いろんな格好でや

っておると思うんですが、今の成人式に関してはですね、もう提案としてはですね、いい提案だ
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とは思っております。ですが、先ほども言いましたようにですね、成人者もですね、いろいろ諸

行事というか、自分達の計画もずいぶんあるんです。ですから、そういうこともありますので、

今後そういうことが可能かどうかというのはですね、今後の方向として。今たちまちはですね、

そういう今の子ども達が来られてですね、あそこでやるのには、ちょっとやっぱり、なかなか不

向きであるという、答弁は先ほど言ったとおりです。で、そういうことですので、今町並みを歩

くことについてもですね、そういうことが子ども達の成人者の自主的な話の中でですね、そうい

うことが今後盛り上がっていくようであればですね、そういうこともまた考えてみたいと思って

おります。以上です。 

○議長（池田洋助君） 次に、山上芳子議員の発言を許します。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） それでは、９月議会、通告に従いまして、防災・減災対策に関すること

について３項目に分けて質問をさせていただきます。始めに、防災士の育成について質問致しま

す。日本列島は７割は山地であり、地質は脆弱、その上、多くの断層構造線があります。年間降

水量も多く、活火山は１１０を数えます。こうした自然環境の中、日本は常に災害のリスクを背

負っている状況であります。広島土砂災害から１年が経ち、異常気象によるゲリラ豪雨の災害も

頻繁に起きています。南海トラフ巨大地震の発生確率も３０年以内に７０％と発表されています。

こうした状況から大規模災害が残した教訓は多く、日頃の自助・共助の備えが必要であり、地域

の防災力の向上こそが大事な要となってくるのではと思っております。そして本町においても地

域の最前線の役割を担う自主防災組織の充実強化も課題ではありますが、地域の状況の差もあり

役員が１、２年で変わってしまうという問題もあります。そこで、防災リーダーの防災士の育成

が重要な取組みになるのではないでしょうか。知識や技能を備えた防災リーダーの必要性を考え

ます。そんな思いから私は昨年、地域の防災力向上に少しでも貢献できればと、日本防災士機構

を受講し、防災士の資格を取得致しました。しかし、ただ資格があってもダメであり、防災士が

知識だけでなく、実践的な高い能力を身につけていかねばと感じております。本町の自主防災組

織の結成率も１００％でありますが、防災士については、地域にかなりの差があるのではないか

と思います。こうした問題解決のためにも、防災士をバランスよく配置することが重要かと考え

ます。そこで質問致します。一つに、本町の防災士の最新の取得者数を年代別、男女別、職種別

にお聞かせ下さい。二つ、地域防災力の継続のためにも女性や若者の防災士の増加に向けての今

後の取組みについてお聞かせ下さい。三つ、防災士取得者のレベルアップの研修についての取組

みの考えをお聞かせ下さい。 

 次に地域防災会議への女性委員の登用について質問致します。東日本大震災から４年が過ぎま

した。震災の教訓を踏まえ、既存の防災対策を見直すなど、そうした中で女性の視点で新たな対

策を検討されています。我が国の災害対策の根幹をなす防災基本計画には、２００５年には女性

の参画、男女双方の視点が初めて盛り込まれ、２００８年には政策決定経過における女性の参加

が明記されました。しかし、東日本大震災でも例えば、着替える場所がない、授乳スペースがな

いなどの声が上がりました。また、女性衛生品や化粧品、乳幼児のおむつなど支援物資の不足も
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目立ち、災害時における女性の視点の大切さを改めて認識致しました。介護や子育てといった具

体的な経験を通じて、子どもや高齢者、生活者の視点を女性は持っています。こうした女性たち

が災害時の担い手として、その力を発揮できるような仕組みが必要だと考えます。本町での防災

会議への女性委員の登用を強く要望致します。そこで質問致します。現在の防災会議の状況につ

いてお聞かせ下さい。二つ目に防災会議委員の選出方法をお聞かせ下さい。 

 最後に防災情報について質問致します。昨年、７４人が犠牲になった広島市での大規模な土砂

災害の課題の１つに挙げられたのは、住民への避難勧告などの情報伝達であります。未明の豪雨

により、防災行政無線の放送が土石流などの音でかき消されたことが原因でした。このことから

本年、愛媛県は屋内で防災情報を受信できる体制を強化することを挙げました。そして、「災害情

報を住民に確実に伝えたい。」と県危機管理課は強調され、住民に設置する個別受信機や、防災ラ

ジオなどの購入費を最大２分の１、市・町に補助する事業を盛り込みました。本町でも個別受信

機の設置している地域もありますが、全戸ではありません。依然、屋外の防災行政無線が聞き取

りにくいのは事実であります。宇和島市では、コミュニティＦＭを利用した防災ラジオ４万台を

全戸に配布しております。防災行政無線のデジタル化に合わせ、直接聞こえる住宅内への設置は

有効だと思います。人々や年齢構成は地域ごとに異なります。実情に合わせ、確実な災害情報の

伝達に向けた体制整備が必要かと考えます。そこで、本町におきましても、住民の安全な暮らし

を守るためにも、防災ラジオの導入についてのお考えをお聞かせ下さい。以上、質問と致します。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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、防災士の育成についての分から答弁をさせていただきま

す。まず最初に、１番でございます。本町の防災士の最新の取得者数、年代別・男女別・職種別

はというご質問でございます。防災士は、これまでの大災害を経て、その必要性が認められ、内

子町では地域防災のリーダー役として、受講の呼びかけや、その養成に取り組んでおります。現

在、内子町の防災士登録者数は、今年度取得予定者を含め、９１名となっております。年代別で

みますと、２０代１名、３０代８名、４０代２１名、５０代４０名、６０代２１名となっており

ます。また、登録者は男性が多数を占め、女性は３名となっております。職種別でみますと、サ

ラリーマンが３７名で全体の約４割を占めており、次いで教員含む公務員が２０名、無職の方が

１５名、その他自営業者、農業など職種は様々でございます。議会議員の皆様からも２名の登録

がございます。 

 続きまして、防災士育成についての２番目のご質問、地域防災力の継続のためにも女性や若者

の防災士の増加に向けての今後の取り組みはどうかというご質問でございます。現在、町内全て

の自治会や、自主防災組織に対し、防災士をバランスよく確保いただけるよう、自主防災組織の

皆さんに対して受講の呼び掛けをしております。地域ごとに取得者のばらつきがあり、６つの自

主防災組織については、防災士を確保できていない状況にございます。内子町としましては、組

織の充実強化を図るためにも、各自主防災組織に防災士を１名以上確保していただけるよう、重

点的に受講の呼びかけをしているところでございます。今後の取組と致しましては、女性ならで
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はのきめ細やかな視点や配慮、また、若者の活力を地域防災力につなげていくためにも、従前の

自主防災組織に対する呼びかけだけではなくて、女性や若者が多く働く事業所や女性団体に対し、

防災士の必要性を呼び掛けるなどをして、地域防災力の継続・さらなる向上のため、女性や若者

の防災士の資格取得を進めながら、バランスのとれた防災士の確保に向けた取り組みを推進して

いきたいというふうに考えております。 

 防災士の育成の３番目でございます。防災士取得者のレベルアップ研修の取組みでございます。

レベルアップ研修の現状と今後の取り組みについてでございますが、初めての取組みと致しまし

て町内の防災士、自主防災組織の代表者、消防団の幹部、学校関係者、自治センター職員が一堂

に会し、「内子町地域防災関係者合同研修会」というのを開いております。今年度開きました。内

容と致しましては、行政から災害時における町の対応について、要支援者名簿の運用、自主防災

組織災害訓練実施報告書について、を説明し、内子消防署からは、広島におけます土砂災害救助

活動報告、自主防災組織の育成、訓練の必要性、防災士の役割について研修を致しました。また、

自治センター管内ごとに情報交換会を行い、地域防災に関すること、学校を含めた地域での連携

体制など情報交換していただき、それぞれの地域課題や今後の体制づくり、さらなる連携強化な

ど意見交換を致しました。研修会全体をとおして相互連携の大切さや、それぞれの役割を再認識

したり、防災意識を高める取組が出来たのではないかと考えております。また、愛媛県が主催し

ました避難所運営リーダー研修にも参加をしていただきまして、避難所運営のノウハウを学んだ

ところでございます。今後も、防災士の研修を計画する時には、防災士のおかれている役割を十

分に考慮し、防災士個人へ過度な負担とならないように、また女性への配慮や受講しやすい曜日

の選定など、現地・現場の意見を反映した研修、訓練を消防署はじめ、関係団体と連携し、工夫

を凝らしながら、地域防災力の向上につながるよう、防災士のレベルアップに努めていきたいと

考えております。 

続きまして、（２）の地域防災会議への女性委員の登用についての１番。本町の現在の防災会

議の状況、男女人数、会議回数、内容等についてのお答えを致します。内子町では、災害対策基

本法に基づき、内子町防災会議条例を定め、内子町防災会議の所掌事務や組織を定義しておりま

す。委員の定数は２２名以内と定めており、会長である町長と１９名の委員で構成しており、内

訳は男性１８名、女性１名となっております。会議については、地域防災計画の検討や大幅な見

直し等の修正協議が必要であると認めた場合に開催することとしております。資料編の修正や純

然たる事実に基づく修正や追加など、軽微な修正については書面での会議も可能となっておりま

す。最新の内子町地域防災計画は今年の３月に修正をしており、その際は会議を２回開催してお

ります。会議の内容は、災害対策基本法や愛媛県防災計画の改定、南海トラフ地震に係る地域防

災対策に関する特別措置法の改正を受けて、災害対策の変化や新たに想定された被害想定に対応

できるよう協議を致しました。 

続きまして、②といいますか、防災会議委員の選出方法についてのお答えを致します。委員の

選出方法についてでございますが、内子町防災会議条例第３条第５項第１号から第８号の定めに

より規定されております。この１から８でございますが、まず、第１号、これは、指定地方行政

機関の職員のうちから町長が委嘱する者。２号、愛媛県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱

する者。３号、愛媛県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者。４号、町長がその部内の職員
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のうちから指名する者。５号、教育長。６号、消防庁及び消防団長。７号、指定公共機関又は指

定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者。８号、自主防災組織を構成する者又は学識

経験のある者のうちから町長が委嘱する者。したがいまして、内子町防災会議において女性委員

の割合を高めるためには、条例第３条第５項第８号、一番最後に申し上げましたけれども、「自主

防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長の委嘱する者」という規定を活用し、

女性団体等から委員を登用するなどの工夫が考えられます。また、女性が就くことの多い保健師、

助産師、看護師、保育士等といった災害対応に深く関わる専門的職業に従事する女性を登用する

こと。役場内の職員から委員を任命する際に、女性を積極的に登用することなども考えられます。

今後、災害時における女性の視点を生かした防災対策を進めるためにも、防災会議への女性委員

の登用を前向きに検討したいと考えております。 

それでは、最後になりますけれども、（３）の防災情報について。防災ラジオの導入について

のお考えを伺うという内容でございますけれども、防災ラジオの導入についてでございますが、

現在内子町では、避難勧告などの発令や避難所情報の情報伝達については、防災行政無線による

情報伝達、Ｌアラートを利用した迅速なテレビやラジオでの広報、地域防災の要である消防団や

役場職員に対しては、メールでの一斉通知など複数の伝達手段の活用により災害情報を周知する

ことと致しております。また、デジタル化による音声の明瞭化を図ったデジタル防災行政無線の

運用開始により、双方向通信が可能となることや、内子町においては従前から導入している戸別

受信機の設置を予定しておりまして、防災ラジオの導入は今のところ考えてはおりません。ただ、

防災ラジオも戸別受信機と同様の機能を持っており、内子町からの防災情報のみならず、一般の

ラジオ放送も聞ける事から有事の際には有効だとも考えております。しかしながら、内子町にお

いて防災ラジオの運用を考えた場合、コミュニティ放送局の開設やアンテナ設備等のハード整備

が条件となります。また、ソフト面としては、運用母体や運営方法、放送機器の保守メンテナン

ス等、十分な検討が必要になります。したがいまして、これらの必要条件を全て満たすための初

期投資、運営方法、ランニングコストなど総合的に判断する必要があると考えます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 今、答弁いただきました、防災士についてでありますが、内子町の最新

の取得者９１名ということで今、年代別、職種別に答弁していただきまして、本当に若い方が少

ないと。５０代、６０代、４０代の方もありますけど。なかなか仕事関係もあるとは思うんです

けど、私この職員ですよね、内子町の職員の防災士の人数ちょっと教えていただけたら。それか

ら教員２０名というのは、内子町の教員だとは思うんですけど、女性何人くらいおりますか。女

性はいないのか。３人ですからね。一応、職員の防災士何人おいでますか。ちょっと伺います。 

○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。ご質問ですが、女性職員の防災士は今、内子町

で１名でございます。以上です。 

○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。 
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○危機管理班長（亀岡秀俊君） 失礼致しました。職員の防災士の数でございますが、先ほど女

性１名と申し上げましたが、男性１名の間違いでございます。失礼します。訂正致します。 

○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） 度々すみません。職員の防災士は１名でございます。以上です。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 大変驚いております。１名というのは。自主防災組織に各１名以上とい

うことで受講を推進されているわけですけど、職員の方がたった１名というのは正直言いまして、

驚きました。もっと地域のことはよく知っておられるわけですから、職員の方は。もっともっと

自主的に受講をされるべきではないかと思いますが、お考えをお聞かせ下さい。 

○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） 職員自身もですね、防災士の関係、非常に大事なことだという理解

はもっておるのは確かなんでございますけれども、ただ今のところは１名だけしかおりません。

そういうことで今後、そういった資格をですね、取っていくように推進をしていきたいと考えて

おります。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） ぜひともよろしくお願い致します。積極的に関わっていただきますよう、

お願い致します。それからですね、教職員が２０名ということで、私も去年、少しでも地域に貢

献できたらということで、発心しまして、受けさせていただいたんですが。松山市の教育委員会

では、南海トラフなどによる大災害に備えまして、小・中８０校の１６５名に対して防災士の養

成講座を実施しております。防災士を取得した後の教師による防災時の対応が、やっぱ今後必要

になってくる。子ども達を守っていくということもありますし、そういうことでですね、内子町

でも教員に対しての、そういう防災養成講座を実施を推進してはどうかなと思いますが、お考え

をお聞かせ下さい。 

○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） 今ですね、防災士の関係あったんですが、今２０名ということです。

で、毎年ですね、先生方に案内をしておるんですが、今の教育の関係ですが、もちろん先生方に

もしていきますが、今の全体のそういう防災士の研究もしておりますので、そういう中でうまく

ですね、できれば一緒にやっていけたらと思っております。以上です。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 昨年、私も受ける時にですね、けっこう教員の方もおられました。で、

もちろん職員の方もおられましたのでね、本当にこれ、今回そういう状況を知りましてね、もう

ちょっと内子町も推進をするべきではないかと思いましたので、今後しっかりと推進の方に向け
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て取り組んでいただきたいなと思っております。それから、６つの自主防災組織がまだ防災士が

いないということで、これも防災組織の事情、そこの地域の事情というのもあるんでしょうけど、

何とか工夫をされまして、ただ単に受けませんかというではなくして、地域の防災力アップのた

めになんとか勧めて、各自主防災組織に防災士を最低でも１名を確保できるような推進をしてい

ただきたいと思っております。これは答弁いりません。それからレベルアップの研修ですけど、

私も取得は致しましたけど、なかなかそれに携わっているわけではないので、なかなか自分とし

ても常に勉強もしながらやってはいかないと、いけないなとは感じておりますけど、やっぱりこ

ういった経験年数とか、実務能力の差によって、いろいろな実践的な研修内容も変わってはくる

とは思うんですけど、今後ですね、年に何回か研修を内子町内で、せっかく９１名という人数が

防災士おりますので、研修会を開いていただきまして、その中でしっかりと私たちも実践をさせ

ていただいて、またそうなると防災士自身も意識が高まっていくのではないかなと思いますので、

そういった研修をですね、定期的におこなっていけれる、そういう取組みはいかがでしょうか。 

○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） 答弁の中でも、今年度最初にいろんな組織の方お集まり願って、合

同の研修会といいますか、そういうのを開いたというのを申し上げましたけれども、この分につ

いては来年度もずっと続けて参りたいと考えております。それから防災士の皆さん、最初少なか

ったんですけど、だんだん増えまして、何年か前に受けたよと言われる方も、先ほど議員ご指摘

のように、しばらく時間が経つとですね、考え方が少し変わる場合もございます。そういうこと

で、全体の一つの組織というものは出来ておらんわけですけれども、防災士の皆さんの全体の連

絡会というのはまだ出来てませんが、一つの自治センターごとにですね、今こしらえておりまし

て、そこら辺で全体ができるのはもう一年くらいかかるかもしれませんけれども、そういった防

災士の皆さんの連絡会、そこら辺を確認して今後研修の場をどんどん広げていきたいというふう

に考えております。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） よろしくお願い致します。 

次にですね、防災会議の女性委員の登用なんですが、これも以前、１名はおられるということ

をお聞きしておりまして、１名の方はもう以前の保健福祉課の課長だったと思うんです。で、新

たに違ったメンバーの方が、女性が入られたということで、以前数字的には変わりはないわけな

んですね。ですから、私は男性の方をうんぬん言うわけではないんですけど、今までのそういっ

た災害の教訓の中からやっぱし女性の考え方、見方を考えた時に、やはりもっと女性の数を増や

していただきたいなというのが願いであります。やはり女性のプライバシー確保というのはやは

り女性ならではの考え、女性でないと分からない点が多くあると思いますので、その点よろしく

お願い致します。お考えをお聞かせ下さい。西条市なんかはですね、地元の婦人会の会長さんと

か女性の消防団員の団長さんとか、そういった方が加われているんですね。それもそこの自治体

によっていろいろと違うんでしょうけど、そういった地元の方も役を持っておられる方なんかも

ね、入れていただいて、もっと女性を一人じゃなくして、増やしていただきたいなと思います。
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それで女性の意見をですね、取り入れていただきたいなと思います。女性一人というのはどうい

う方なんでしょうか。 

○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） 今の女性の委員さん一人ということでございますけれども、南

予地方局の八幡浜支局の防災担当であります総務県民室長が女性でございます。その１名だけで

ございます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 八幡浜支局の方ということで、願いましたら、地元の方を内子町の地元

の方をですね、今後検討をお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

それから防災ラジオの導入ですが、本当になかなか、これはもうずっと課題かなと思っており

ます。デジタル化にしてもはっきり聞こえるというのも、ちょっと風、山間地域等いろいろ影響

あると思いますので、そういう課題はずっと残るんではないかなと思っております。先程の答弁

の中で、個別受信機を導入するということをお聞きしました。これは全町、設置してあるところ

はもちろんあれですけど、他の所もされるということですか。 

○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） デジタル化に向けた更新につきましては、一応全町を対象に計

画をしております。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） これからは本当に大雨、そういったゲリラ、いつ何時どういうふうな形

で気候の変更も多くありますので、本当に私は、そういった対策で、瞬時の正しい判断を持てる

人が多くなるというのを、そういう思いで今回質問さしていただきました。正確な情報は多くの

人命救助につながるということをまたここでお話さしていただいて、質問と致します。以上です。 

○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１０分から再開します。 

 

午後１２時１３分 休憩 

 

午後 １時１０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 まず最初に、午前中の中田議員の質問に対して理事者の方から答弁があります。 

○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） それでは、中田議員のご質問の中で、後から答えますと言った分に

ついてお答えをさしていただきます。内子座の関係の火災保険関係でございますが、全国自治協



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

‐ 28 ‐ 

会建物災害共済というのに加入をいたしておりまして、内子座本体はですね、共済の責任額が１

億２，５４７万７，０００円の共済責任額ということで、これに対する分担金が１年間で１３万

７，１４６円を支払っております。なお、地震、津波等につきましては、この共済では救うこと

ができないようになっております。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） 今のあれでは地震保険は対応できないということですけれども、でき

れば地震保険にも加入していただいとったらと思うんですが。 

○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） 地震に対しては、これは適応外ということになっておりますので、

今後検討して参りたいと思っております。 

○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） ９月定例議会にあたり、質問通告書の通り「内子座の現状と今後につい

て」及び「ふるさと納税について」の２項目において、まず総括質問をおこないます。先程、一

部、中田議員と重なる質問もあるかと存じますが、丁寧な答弁をお願い致します。 

それでは、最初に「内子座」について稲本町長に質問致します。来年２月に、創建１００周年

を迎える、木造芝居小屋「内子座」の１００年の歴史には、色々な変遷があったやに、伺ってお

ります。創建１００周年を迎えるに当たり、次なる２００年をめざし内子町のみならず、日本の

宝として「内子座」を守り、さらに大切に管理しながら有効に活用していくためには、今までの

１００年間に積み重ねられた歴史を紐解くことも、ある意味、重要なことと考えます。先程、一

部、中田議員からもご説明をいただきましたが、改めて稲本町長に質問さしていただきます。大

正５年に「内子座」が創建されるに至った経緯と、創建されてより今日までの歴史及び変遷の様

子をまず伺います。次に、現在「内子座」創建１００周年を記念して、淡路人形座公演など色々

な事業や催しを実施予定と伺っていますが、それらの１００周年に向けた事業及び催しの詳細内

容と開催時期を伺います。昭和６０年に、芝居小屋としての復元工事がなされて、今年で３０年

が経過しました。近年においても、内子座裏の楽屋部屋の改修工事やトイレ等の改修がおこなわ

れています。耐震工事については、先ほど中田議員より細かく質問がありました。今後、予測さ

れます大規模改修工事について質問致します。今後の大規模改修工事をおこなうにあたり、内子

町として心がけておられるコンセプト、基本理念をどの様に考えているかをまず伺います。 

次に、ふるさと納税、ふるさと応援寄付金について質問します。昨年１２月議会において、ふ

るさと納税の進捗状況の質問に対して、今年４月の町ホームページのリニューアル化に合わせ、

ふるさと納税制度についても、大幅な改善をするとの答弁を受けていました。本年４月より、ど

の様なシステムを導入したのか、そのシステムの詳細内容をまず伺います。また、新しいシステ
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ムの導入で、どれだけの成果があったか、その効果と実績内容の詳細に伺います。合わせて、現

在「ふるさと納税」を戴いた方々への「お礼」として提供している品目名及び、納税金額に対す

るお礼の目安等を伺います。このふるさと納税制度は、自主財源の乏しい内子町にとっては、新

たな財源を確保する貴重な手段として大変有効であると考えております。以上の通り２項目の総

括質問を致します。よろしくお願い致します。 

○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） 私の方から内子座の現状と今後についてお答えを致します。

まず、内子座の変遷でございますけれども、先ほど中田議員のご質問の中にもご説明がございま

したけれども、大正４年２月２０日にですね、中田鹿太郎氏ほか１７名の発起人により、「大典

記念株式会社内子座」が創設されました。その翌日落成式がおこなわれまして、淡路の人形浄瑠

璃「吉田傳治郎一座」の公演がおこなわれました。ちなみに、この吉田傳治郎一座の流れをくむ

淡路人形座が、来年の１００周年で公演を予定をしております。昭和４２年３月には、「株式会

社内子座」の解散に伴い、内山商工会所有となりました。それから昭和５７年９月におきまして、

内山商工会より、内子町へ寄贈されました。昭和６０年９月には、愛媛県の文化の里「木蝋と白

壁の町並み整備事業」により内子座修理復元事業完成致しました。その後、有料で公開をして、

様々な興業や講演、文楽、シンポジウムなどに活用をされております。平成２７年、今年でござ

いますけれども、７月８日に国の重要文化財に指定されました。なお、詳細な歴史につきまして

は、平成７年に発刊されました「芝居小屋 内子座８０の年輪」及び、来年１月には内子座１０

０周年を記念しての本を発行予定としております。そちらをご参照いただければと思います。 

次に内子座創建１００周年の事業についてお答えを致します。内子町、内子座創建１００周年

事業実行委員会及び内子座文楽実行委員会で行うものについてご回答致します。平成２７年度で

は、これから９月１９日に宝くじ文化公演、前進座による「芝浜の皮財布」でございます。１１

月７日には茂山千三郎さんらによる茂山狂言公演、併せて子どもたちが取り組んでおります茂山

狂言クラブの成果も披露致します。来年の創建の日である２月２０日は、関係者を招いて内子座

創建１００周年記念式典を行う予定としております。翌日の２月２１日には、１００年前の内子

座のこけら落としに公演行った吉田傳治郎一座の流れを汲む、淡路人形座の公演をおこないます。

３月１３日には、野村万蔵さんや南原清隆さんらによる現代狂言をおこないます。平成２８年度

におきましては、５月に立川志の輔落語会、日程については現在調整中でございます。６月１９

日には県内出身落語家による内子座爆笑落語会、８月２０日から２１日には第２０回内子座文楽

公演でございます。１０月２９日から３０日には、茂山千三郎さんと野村万蔵さんらによる東西

の狂言の競演となっております。なお、その他の実行委員会や他の団体実施の関連事業として、

今月の鴻上尚史さんの虚構の劇団公演や、来年度においてはＫＡＷＡＭＵＲＡバンドの公演他、

いくつか予定をしておりますが、詳細は割愛をさしていただいたらと思います。内子座の耐震工

事、大規模改修については、先ほど町長の方から中田議員の質問に対して答弁がございましたの

で、そちらの方ではございますが、コンセプトということでございますので、一応、内子座は今
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年、重要文化財に指定をされております。重要文化財でございますので、基本的には元の形に復

元するというのが文化財保存事業でございますので、そういうことがございますが、内子座とい

う性格に鑑みまして、もちろん実用に耐えうる、いわゆるこれまで通りですね、興業やそういっ

たことにですね、使えるよう考えて修理をしていきたいというふうに考えているところでござい

ます。以上、答弁と致します。 

○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、才野議員の２番目のご質問、ふるさと納税についての（１）

でございます。ふるさと納税が簡単に利用出来るシステムの導入で申込み件数、金額が大幅に増

加したと伺うが、その効果と実績内容を伺うというご質問の答弁をさしていただきます。ふるさ

と納税は、今年６月から民間システムと連携し、申込みを受け付けております。申し出件数でご

ざいますが、平成２６年度は、１年間で４１件でございましたが、今年度は８月末現在で、２，

０２３件。それから寄附申し出の金額でございますが、平成２６年度は１年間で４０４万２，８

００円でございましたが、こちらも本年度の８月末現在で１，２５７万４，００１円ということ

でございまして、前年度と比較して大幅に増加を致しております。増加した理由につきましては、

まず、専用の申込みフォームの導入や、クレジットカード決済を可能としたことで、申込みの手

続きが簡素化をしたこと。次に４月からの税制改正によりまして、住民税の寄附控除上限額が１

割から２割に拡大されたこと。更にふるさと納税をした自治体が５自治体までなら、ふるさと納

税に関する確定申告が不要となったこと、これらが挙げられると考えております。 

 続きまして、２番目のご質問でございますが、内子町として、ふるさと納税者の方々へのお礼

の目安と品目名等を伺うということでございますけれども、お礼と致しましては、５，０００円

以上の寄附者に対しまして、３，０００円程度のお礼の品を送らさしていただいております。そ

の品目は、梨、果物の梨、それから富有柿、それからソーセージのセット、地酒のセット、その

他加工品でございます。 

 続きまして、３番目でございます。自主財源の少ない内子町にとっては、財源確保に有効な制

度と考える。改めて、今後の取組策を伺うというご質問でございます。これら寄附金は、一部を

除きまして、基金として積み立てておりますが、現在のところ、具体的な活用方法について現在、

検討しているところでございます。基本的には、第２期内子町総合計画にあるまちづくり。具体

的には、小水力発電や太陽光発電などの自然エネルギーの推進。それから、緑化等の景観まちづ

くり、伝統文化施設の保全と活用、伝統芸能の継承、子育て支援対策など、このようなまちづく

りに活用させて頂きたいと考えております。以上でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） それでは、個々の質問をさせていただきます。まず、内子座についてで

すが、現在内子座、先般８月にも文楽公演がありまして、１階席は寒い。２階席はちょうどいい

というような感じで１階席の方には、ひざかけをお渡しして寒さをしのいでいただくというよう

な形で対応されておられます。また、冬場の１２月、１月、２月、３月頃の内子座の公演ではで
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すね、非常に寒い。ストーブを焚いてもなかなかそれが皆さんに行き渡らないいうようなことが

あるんですが、今後の改修工事についてそれらの点の改修をどのように考えておられるか、答弁

をお願いします。 

○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） 空調についての評価があまり芳しくないというのは承知をし

ております。大規模改修に合わせましてですね、いろいろと文化財修繕ということで、制限はあ

るとは思うんですが、使うことを前提にですね、空調についても見直しをして検討をさしていた

だいたらというふうに考えているところです。 

○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） 検討されているということですが、具体的にどういうふうなことを目指

しているのか。そこらのところはどうなんでしょうか。 

○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） まだ具体的には決めてはおりません。 

○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） 具体的な方策ができましたら我々にも教えていただきたいと思います。 

それから、耐震工事も大規模工事も間もなくされるということで、先ほどの中田議員の質問で

もお答えになりましたが、その期間ですね、数年に渡り、工事ということになると、せっかく内

子座に来られた方が入れないということも考えられるんですが、それに対してそういう来訪客に

対する便宜をどのように考えられておられるか、お答え下さい。 

○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） 九州の八千代座という劇場におきましては、修理をしている

過程もですね、見学者にですね開放するというようなこともおこなわれていたというふうに聞い

ております。内子座もですね、修理の状況もですね、見学者がご覧になれるようなこともですね、

物理的に可能かどうかというのは、これからということにはなるかとは思いますけれども、検討

さしていただいたらというふうに考えております。 

○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） ぜひ遠方から来られた方がせっかく内子座に来られて中に入れない、外

からしか見れない、それも幕が張っているということで、残念なことになるかもしれませんから、

ぜひですね、何らかの形で工事中も見れるような形にしていただきいし、ミニチュア版を近くに

置いておいてですね、常時それが雰囲気が見ていただけるような形にもしていただきたいと思う

んですが、そういう考えはありませんか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 
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○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） 具体的にどうするかというのは、修理計画、そういったもの

がある程度スケジュール的に載ってからまた検討さしていただきたいと思います。 

○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） それから先ほど、中田議員の質問で町長の方から補助率が３分の２があ

るということなんですけど、まだ計画前の段階であれなんですが、だいたいいかほどくらいかか

るのか。本芳我邸、上芳我もありますけど、考えておられるのか。３分の２というのは、承知し

たんですが、３分の１は町が持ち出さないといけないんでしょうか。その点はいかほどと考えて

おられるんでしょうか。 

○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） 全く分かりません。数億円ということは頭よぎりますけれども。まだ設

計したわけでもないですしですね、文化庁の技術者のご判断をいただいているわけでもございま

せんので、大きな金額が必要だろうなということは想像が出来るところです。まだ分かりません。 

○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） 分かりました。できし早くお願いしたいと思います。先程、重要建造物

として文化財として登録されたということで、補助率のアップとかメリットも十分分かるんです

が、果たしてこれがデメリットとしては考えておられないのか。もしあるとすれば、どういうこ

とがデメリットとして考えられるか、お答え下さい。 

○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） 先ほど修理のことについて申し上げましたけれどもですね、

一応この修理事業をスタートすることになりますと、文化庁のご意見等を尊重して修理をしなけ

ればならない。また、原型に復旧しなければならないということがあります。そのことについて、

多少ですね、使用上、支障が起きるとかですね、そういったことがひょっとして起きるかどうか

ということについては、まだ懸念の程度ではございますけれども、予想されるんではないかとい

うことはあると思います。ただ、最近におきまして、文化庁におきましては文化財を活用すると

いうことについてずいぶんご理解をいただいておりますので、そういうことにはならないのでは

ないかなというふうに考えているところでございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） もう一点、内子座に対してですね、質問します。来年、先ほどお話頂き

ましたように文楽公演が２０回目を迎え、一つの節目となるんですが、気の早い話かもしれませ

んけど、再来年以降の文楽についての予定の考えをお聞かせ下さい。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） ２０回目の節目というのが来年でございますけど、それ以降につきまし

てはまた実行委員の皆さん方とですね、どうする方法が一番いいのかということを詰めていかな

いといけないんだろうなというふうに思ってますから、現在のところまだ白紙ということでござ

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） よろしくお願いします。 

それでは、ふるさと納税について質問させていただきます。先程、総務課長の答弁でですね、

新しい制度を、具体的な名前はあれですが、新しい制度を導入してそうとう件数、金額も増えた

ということで大変よかったと思いますし、出来ればですね、もっと早く導入してほしかったかな

というふうに思いますが、良い方向に進んでいるということはありがたいと思います。このふる

さと納税制度をですね、内子町をＰＲする手段としてどのように活用される考えか、その内容が

ございましたら、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） 私の方からお答えをさしていただきます。議員おっしゃるよう

にふるさと納税制度につきましては、町産品の販路拡大であったり、それから交流人口の拡大辺

りにもつながるような、非常に有効性の高い事業であると考えておりまして、当然内子のＰＲと

いうことにつきましてもこのふるさと納税を通じて特にＰＲ等に力を入れながら、町のＰＲに努

めて参りたいと思います。具体的な手法と致しましては、もちろんお礼の品もそうなんですけど、

それの使い道、内子町ではこういったような事業に使いたいので応援をお願いします。というよ

うな、そういったような啓発の仕方であるとか、あとお礼の品につきましてもですね、物ではな

くて例えば内子に来ていただけるような商品、そういった物の開発等も視野に入れて取り組みた

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。 

○９番（才野俊夫君） 今、言われましたように内子に来ていただけるような方法を考えていた

だけたらと思います。このふるさと納税を通じてですね、内子町を知っていただき、来て頂き、

それがまたＵターン、Ｊターン、Ｉターンに向かうような、広報としての使い方もしていただい

たらと思いますが、現在、そういうふうな形でふるさと納税をしていただいた方々に対して何か

情報発信をされておりましたら、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） 寄付者の方々へはですね、お申し込みをしていただく際にまず

内子の情報を発信することを希望しますか、希望しませんかという、そういう希望調査もおこな

っておりまして、だいたい７割くらいの方へはですね、内子の旬な情報をお届けをしております。

それから広報のうちこ、これにつきましても希望者につきましては、発送をするようにさせてい

ただいております。こちら広報の内子を希望するとされていらっしゃいます方は、平成２７年度
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におきましては約２０％の方が希望されております。このような形で情報発信をさせていただい

ております。 

○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） ぜひ、それが広まっていくようにお願いしたいと思います。それから先

ほど、どういうふうなお礼の品物があるかということで、ホームページに載っておりました。も

ち麦うどんから始まってですね、いろいろな項目が出ておるんですが、やはりせっかく品目が出

ておるんですけど、まだまだ少ないんじゃないかと思うんですね。内子の隠れた自然としては小

田とか、五十崎とかですね、それぞれユニークなことをしておられるでしょうし、そういった面

での今後の品目を増やすことについての見通しをお聞かせ下さい。 

○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） 議員ご指摘のように、今お礼の品が９品ということで、他の自

治体に比べても少ないかなという印象をもっておりまして、当然これからおっしゃられましたよ

うに五十崎、それから小田あたりの特産品もですね、このお礼の品に加えられるように検討を重

ねて参りたいと思います。それから、重ねてになりますけれども、先ほど言いましたように特産

品だけでなくて、内子に来ていただけるような宿泊券、優待券であるとかですね、そういったも

のも追加していけるように検討して参りたいと思います。 

○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） ぜひ、そのとおりお願いしたいと思います。先程、総務課長の方からで

すね、答弁の中にいろんなことを考えておると。お礼の具体的なものということで。こちらの方

にはお任せコースというふうな形で現在出ておるわけですが、それをある程度具体的にですね、

こういうことしたい、内子町はこういうことをしたいからぜひお願いします。というような形で

ですね、発信されるのも一つの方法じゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○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） 使い道につきましてはまさに議員さんご指摘のとおりでですね、

ふるさと納税制度の導入の目的の一つとして、税金をどのような形で使ってもらえるのかという

ような、そういったようなことが選択できる制度というようなことで、非常に全国から注目を浴

びているところでございますけれども、内子町に寄付すればこういうことがかなうとかですね、

内子町にとってこういうところの部分に使ってほしいというような、そういう選択できる選択肢

というものもこれからもう少し拡充、それから充実をさせていきたいというふうに考えておりま

して、現在、町内の若い職員を中心にですね、いろいろな使い道につきまして、検討を重ねてい

るところでございまして、こちらにつきましても早急に役立てていきたいというふうに考えてお

ります。 

○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） 以上で、終わります。 

○議長（池田洋助君） 次に、久保美博議員の発言を許します。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） １番、久保です。 

〔久保美博議員登壇〕 

○１番（久保美博君） 将来を見据えた内子町の発展のために、一歩踏み出す勇気と情熱を持っ

て、質問で眠くならないように一生懸命頑張りますので、宜しくお願い申し上げます。それでは、

通告書のとおり進めて参ります。今回は、プレミアム付き商品券について、職員の適正配置、人

材育成について、ペットマナーの取組みについてであります。 

最初にプレミアム付き商品券については、国の２０１４年度補正予算で創設された「地域住民

生活等緊急支援のための交付金」を活用して、地域の消費喚起を促すのが目的の事業であり、当

町でも１万円で１万２，０００円分の買い物ができる、割増率２０%のプレミアム付き商品券の発

売が始まり、その取り扱い店舗が６月２２日現在で１７９店舗あり、愛媛県の「愛顔のえひめ商

品券」が１万１,７００セット、「内子わくわく商品券」が１万２,０００セットを販売、内子町プ

レミアム付き商品券で総額１億４，４００万円の消費拡大の効果を見込み販売、スタートしたわ

けですが、商品券を使っていただく店側としては、いつも買ってくれているお客さんの現金が商

品券に入れ替わるだけでは売り上げの大幅アップにはつながらないと思います。結局、日頃から

強い店が交付金の恩恵をもっとも受けることになり、地域振興の目的とは矛盾してしまうと思い

ます。得した分で消費者が大盤振る舞いをしなければ、消費の総額が増えないと思います。事実、

プレミアム商品券の購入をした人の中には、「商品券はいつも食料品を買っている地元のスーパー

で使う予定で、２，０００円のプレミアム分を上手に節約しながら、日用品の買い物に消えてし

まい、また、商品券はお釣りも出ないし、いつもポイントを貯めているカードとの併用も面倒く

さそうなのであまり、魅力は感じません。」との声があり、また年金生活の高齢者は、「体力も気

力も金もないからもう買わない。」とそんな中、本当に地域の消費喚起をする呼び水として地域経

済の起爆剤となるかお伺いを致します。 

 次に、職員の適正配置、人材育成についてです。人間性豊かで町民に信頼される職員として、

また、期待に応えられる職員となるためには、地域の課題を自ら見つけ出し、組織として何をお

こなうべきかを考える能力や発生した課題の解決にあたり、常に町民側の視点に立ち、職員間で

協力しながら、良案を導き出す能力の育成が大事で、能力開発のためにはいろいろな課で職務を

経験させることが必要と考えます。そこで、若い職員は同じ課に２回も３回も異動させない、マ

ンネリズムを避けながら行政全般を修得させるために、３年以内に異動させる考えはないかお伺

いいたします。 

次に、職員は常に能力・意識の向上・自己啓発等が必要であり、地方公務員法第３９条第３項

にある研修の目標、研修に関する計画により、育成階層別研修の充実を図っているか、お伺いい

たします。それから、精神疾患、うつ病等で長期の病休を取った職員が１０年前に比べて２.４倍

に増えているということが、情報が流れました。長期病休者のうち、精神疾患が占める割合が５

割を超えているのが現状で、医療専門家はカウンセリングの態勢構築が必要と指摘されておりま
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す。そこで、職員の健康管理、メンタルヘルスの支援対策が整備されているかお伺い致します。 

 次に、ペットマナーの取り組みについてであります。今、ペットが全国的に増えている現実、

当町における現在登録のある犬の登録件数、また、苦情の現状どのような問題があるかお伺い致

します。最後に、ペットを飼っている人も飼っていない人も快適に暮らせるために、町が犬・猫

の飼い主に対して行っているマナー対策として、今まで取り組んできたことをお伺い致します。

また、去勢、避妊の助成金の考えはあるか、お伺いして質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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） 私からは、職員の適性配置及び人材育成についてお答えを致します。

最初に若い職員については、同じ課所に２回も３回も異動させない、マンネリズムを避けながら、

行政全般を習得させるために３年以内に異動させる考えはないか、というご質問ですが、まず人

事異動に対する基本的な方針ですけど、人事異動というのは限られた人的資源で様々な行政課題

に対応できる、少数精鋭の組織体制をいかに持続させていくか、というのが非常に重要な視点と

なってきます。職員一人一人が仕事に対する魅力を高めて、能力を発揮できるようにしていくた

めに人事異動というのは非常に重要ですので、必要に応じて異動希望調査や管理職からの情報を

参考にしております。当然、年齢や経験年数も異動の大きな要素になっていますが、議員ご指摘

のように、若い職員には、基本的な業務知識を習得するために、また様々な業務を経験する中で、

自らの得意分野、専門分野を見出していくためには、早期の異動も大切だと考えています。実際

に県とか、大規模な自治体では、異動のための経験年数を定めている自治体もありますが、内子

町のような小規模な自治体では、異動は３年以内におこなうという一律の基準で人事異動をおこ

なうことは、職員の年齢構成上、問題もありますので、若い職員は、できるだけ多くの職場を経

験できる人事異動をおこなうということで、ご理解をいただきたいと思います。 

次に職員研修についてお答えをします。地公法の規定により「職員にはその勤務能率の発揮及

び増進のために、研修を受ける機会を与えられなければならない。」と規定されております。内子

町では毎年、愛媛県研修所や町村会等で開催される新規採用職員、初級研修、あるいは中堅研修

などの各階層別の研修や役職別の研修に参加させることにより、一般的な公務員としての基本的

な心構えや接遇などの基礎知識はもとより、組織のあり方や役職としての職務、研修を通して職

員の意識改革、向上を図っております。また、技術、能力、専門的能力の向上を図るために、各

種研究機関が実施する研修へ職員を派遣し、専門的知識、技術の向上も図っております。さらに

市町村を担う人材の育成のために、中央研修機関である市町村アカデミー、公共団体の幹部職員

の総合的な政策形成能力や行政管理能力を育成する自治大学校等にも職員を参加させております。

今後も高度化する行政課題、地域課題に的確に対応し、町民の目線で行動できる職員の育成に重

点をおいて職員の能力向上、資質向上のため、研修制度の充実を図っていきますので、ご理解を

お願い致します。以上、答弁とさせていただきます。 

○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。 



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

- 37 - 

〔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、プレミアム付き商品券について答弁させてい

ただきます。プレミアム商品券の概要につきましては、先ほどのご質問の中にございましたので、

詳細は割愛をさせていただきたいと思います。販売と使用を始めて、愛媛県全体で発行するもの

が２カ月経過しました。町のものは先週から売り出しております。１週間という状況でございま

すので、現段階におきまして評価は難しいというふうに考えております。それぞれ使用期間の方

がですね、愛媛県のものが１１月末、１２月末ということになっておりますので、併せてですね

買った方には、アンケートを現在実施をさせていただいておりますので、またそういったもの、

まとめてですね、評価をしていかなければならないんだろうというふうに考えているところでご

ざいます。たしかに現状の生活をプレミアム商品、いわゆる日用品をですね、プレミアム商品で

置き替えるというような向きもあればですね、もう一つ反対にやっぱり１，０００円単位ですの

で、いつもより使いすぎるという声。あるいは、町内に在住する企業、商店等においてもですね、

手ごたえを感じているというところもですね、あるわけで、ちょっとその辺、両方あるんだろう

というふうに思っているところでございます。また、ご質問にもありますように、元々の目的と

いうのは地域の消費喚起ということで発行されたものでございますので、併せての地域経済の活

性化を期待しているというところでございます。以上です。 

○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） 私からですね、２番、職員の適正配置、人材育成についての「職員

のメンタルヘルス」支援について、お答えをさしていただきます。総務省の外郭団体「地方公務

員安全衛生推進協会」の２０１２年度調査において、地方公務員の精神疾患が１０年前に比べ、

２．４倍に増え、長期病休者のうち、精神疾患者が初めて過半数を超えたと報告がされておりま

す。要因の一つと致しまして、「平成の大合併などで人員削減が進み、人手不足に陥り、職員の肉

体的、精神的負担は高まっているため」との意見がございます。愛媛県内でも要因は様々でござ

いますが、増加する傾向が見受けられることから、愛媛県、市町、一部事務組合が連携して、メ

ンタル相談室を２４年度から共同開設しまして、保健師、精神科医が相談に応じています。内子

町でもストレスチェック表を職員に周知し、一定数の項目に該当がある場合は、町の保健師への

相談や、毎月、共同開設される相談室への案内をおこなうなど、初期段階での予防に努めており

ます。また、毎年、地域医療・健康増進センターと共同し、全職員を対象とした研修会を開催し、

疾患の要因などの基礎知識やその対処方法など、重患にならないための初期段階での注意喚起、

組織内で職員を助け合える環境づくりを推進しております。今後とも、職員の心身状態を良好に

維持するための学習を推進するとともに、事案発生の際には、担当医の指導を仰ぎながら、職場

復帰のための環境を整備していく所存でございます。 

○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。 

〔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３番目のペットマナーについてのお答えをさして
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いただいたらというふうに思います。ペットの飼い方・マナーにつきましては、基本的には飼い

主の責任であるというふうに考えているところでございます。ただ、狂犬病予防等のために犬の

登録が義務付けられておりまして、それを所管する保健福祉課からのお答えをさしていただきま

す。現在、内子町の犬の登録数は、１，５６５頭でございます。犬の登録は、飼い主の義務とな

っておりますが、亡くなった時等、登録の取消を出される方が少ないということもありまして、

現在、実数よりはかなり多い数字かというふうには把握をしております。それぞれ登録をしてい

ただく時に説明を徹底し、また現況の狂犬病の注射のご案内を、広報等でしているところですけ

れども、数年に一度は個人通知をして、その答えを求めるなど登録台帳の整備をしていきたいと

いうふうに考えているところです。ペットの苦情についてでありますが、平成２６年度１年間で

７件の相談がありました。その多くは、フンの処理等に関するものがほとんどです。その犬を特

定できないものがありますので、町内放送をしたり、広報でペットの飼い方について掲載などを

おこなってきています。また、マナーの啓発についてのご質問もありましたけれども、先ほどと

重複しますが、犬の登録時には丁寧な説明をし、ご理解をいただいておりますし、また犬だけで

はなく猫等の飼い方等にも問題になっておりますので、年数回、広報により掲載をし、お願いを

しておるところであります。 

次に、犬の去勢・避妊の助成についてであります。現在のところ内子町では、助成金を考えて

はおりません。手術費用は調べますと、２万円から３万円かかるということでありますが、その

内、松山市、伊予市などでは２，０００円。砥部町では３，０００円を助成されております。近

隣の大洲市は、平成１８年度までは制度化されておりましたが、１９年度に助成制度を廃止され

ている状況のようです。内子町で私どもに寄せられます、のら犬等の捕獲件数、捕獲の依頼です

けれども、２６年度は８件ありました。その内、４件は飼い犬がうろうろしているということで

ありまして、私どもの方で捕獲をし、連絡をした結果、４件は飼い主に返すことができました。

残り４件につきましては、愛媛県の愛護センターの方へ移送ということになりました。また、飼

い主から犬が生まれて処理ができないというような依頼があります。その件数が２６年度に９件

ありましたけれども、有料で町の方で引き取らしをさしていただいて、同様な処置で移送等をお

こなっているところです。以前に比べて、野良犬等の苦情、通報等などは少なくなっている現状

であり、また、それぞれ飼い主が責任をもってその対処をしていただいていると考えております。

今後、町として、ペットの飼い方等を啓発を行いながら、ペットの問題は、飼い主の責任である

ことを周知徹底していきたいというふうに考えております。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） まず、お尋ねしたいんですが、プレミアム商品券のことであります。こ

れ９月１日から販売がスタートしたと思うんですが、反響はどうか。予約の状況は完売できると

予想しているのか。また、応募が発行数を越えて抽選は避けられない状況ではないということか

なと思っておるんですが、その辺の考えはどうかお尋ねしたいと思います。 

○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） 昨日の段階でございますけれども、今のところ、はがきでご
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予約いただいておりますセット数、全体が１万１，８００セットでございますけれども、その内、

７３．６％はもうすでにはがきの方でご予約をいただいている状況でございます。昨日までにで

すね、すでに７，３１３セット、６２％を売り上げております。この調子でいくとですね、若干

２，０００万円分くらい余るのではないかと思われますが、これもいわゆる前回愛媛県と同じよ

うに、ちょっと早いもの勝ちで売り出せばですね、全部完売するのではないかというような見通

しでございます。以上です。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） このプレミアム商品券の有効期限が９月１日から１２月末までの４カ月

となっておると思います。これ高齢者から期間内に使い切れないという声があった場合、有効期

限が資金決済法の規制によって６カ月以内に設定されることが大半だと思うんですが、期限延長

する特例措置は考えているかどうかをお伺いしたいと思います。 

○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） 現在、内子町のものについては考えておりません。延長につ

いては考えておりません。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） それでは、例えば、はがきで予約を受けておるということで７３．６％

ですか、この予約があったと。で、今現在で、６３％くらいということなんですが、交換期限に

はがきは予約はしたが、出て来ないという方もおられるということになろうかと思うんですが、

それとはまた別に、この商品券を店側が換金する場合、換金期間が２７年の１０月１３日から２

８年の１月３１日となっておりますが、このプレミアム商品券を使った買い物が急増した場合で

すね、店で。店側が資金繰りに困るケースが出てくるんではないかと思うんですが、その辺のお

考えはどう考えておられるのかお伺いしたいと思います。 

○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） プレミアム商品券の現金化については、毎月１５日までと月

末までの２回で金融機関に持っていって現金化をするようなシステムにしてございます。それほ

ど厳しい長い期間ではないというふうにこちらとしては考えております。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） このプレミアム商品券の販売においてですね、今のところ大きなトラブ

ルはないのかどうかお伺いしたいと思います。 

○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） 現在のところ、大きなトラブルについては承知はしておりま

せんが、ただ、愛媛県のものを早いもの順で売り出した際にですね、急激にたくさん来て最後の
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方のお客さんについては、申し訳ないけれどもお断りをしたというようなことはございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） このプレミアム商品券なんですが、１，０００円券ということで販売し

てあるんですが、私が思うのに使い勝手がいい５００円券もあってもいいんではないかと思うん

ですが、その辺の取組みは今後、考えておられるかどうかお尋ねしたいと思います。 

○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） 今回のプレミアム商品券については、もう１，０００円券と

いうことですでに発行で、そういった枠組みで皆さんにも告知をしておりますし、また、そうい

う形で販売をしております。例えば、今後これから将来、また似たようなことがあれば、またそ

の時には検討されるとは思うんですけれども、今回の商品券に限り、これを小口にするというこ

とは考えてございません。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） このプレミアム商品券の財源は、消費税が８％になって増えた税収が間

接的に使われているんではないかと思っております。町も一朝一夕に商品券を販売するだけでは

なくて、Ｂ級グルメや特産品のＰＲなど、地域を活性化させるための施策は、町独自で地道に継

続してやっていくべきで、ばらまき政策を繰り返さないためにも、プレミアム商品券に化けた税

金が効果的に使われているかどうか、きっちり自己検証をする必要があると思いますので、お願

いして、次の質問にいったらと思います。 

 次の人材育成としてなんですが、内子町の職員人材育成基本方針としたものがあるのかどうか

お伺いをしたらと思います。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲田副町長。 

○副町長（稲田 繁君） 先ほどご説明させていただいたようなことが基本方針でございまして、

特別、内規とか、規約とかそういったものはございませんけどが、そういった考え方に基づいて

人事異動、あるいは職員研修に取り組んでいるということでご理解をいただきたいと思います。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 先ほどの答弁で、３年以内で異動させる考えは、というてお尋ねをした

わけなんですが、これ私もカタカナ言葉、あまり好きではないんですが、これ定期的に異動させ

るという制度がジョブ・ローテーションというような制度があると思うんですが、これは先ほど

もちょっと触れたんですが、職員個人のですね、適正を見極めることができるメリットもあると

思いますので、ぜひできる範囲での取組みということをお願いしたいと思います。それと３町合

併した平成１７年の４月１日、合併は違うんですが、１日現在と２７年の４月１日現在で、職員

数と年齢構成についてちょっと調べたんですが、合併時には職員数が２７４名おられたと。 

○議長（池田洋助君） 久保議員、マイクにもうちょっと近づいて。 
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○１番（久保美博君） 職員数が２７４名おられたと。現在では２１４名ということで、６０名

の減少ということで、これは２２％強の減少率になっているんですが、これは平成の大合併や行

財政改革等による大幅な人員、人件費削減によるものだと思っておるんですが、この先、職員数

はすでに限界に達しているんではないかと思うんですが、これから先、どのような人数構成と考

えておられるのかお伺いをしたいと思います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） それでは、私の方からお答えさしていただきます。合併当初ですね、

３町で寄り集まりまして、今、久保議員さんご指摘の件はですね、４月１日の人数が２７４人、

それから２７年の４月１日が２１４人ということでございますけれども、この１０年間で行財政

のいろんな改革をやって参りました。行革の関係をずっと進めてまいりまして、今の現在の内子

町の規模で現在の職員数なんですけど、これ以上減らすと事務に支障をきたすのではないかなと

いうふうな考えがございます。そういった点でございますので、行革でどんどん事業等も民間で

きることは民間というふうにずっとやって参りましたけれども、職員数につきましても、今の時

点ではですね、限界にきているんではないかというような判断をしております。従いまして、合

併当初に新規採用職員もあまりとらない、退職された方の補充をあまりしない時期がございまし

たので、こういうふうな減少になったわけでございますけれども、今後は未来を見据えた形で将

来に向かって、現在の町全体の人口であればですね、今の状態を保って行きたいということで、

将来に向けて計画的な採用も進めていくという考えでございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 今の職員の年齢構成の波なんですが、ちょっと調べたら、今一番多い世

代が４２歳から４５歳の世代で、４月１日現在なんですが、男女で３１名おられる。一番少ない

のが１８歳から２５歳までで、男女で１５名、倍半分ということなんですが、これ今現在、議場

におられる管理職の方が来年の春には半分の８名でしょうか、退職される。一気にがらりと変わ

るというようなことで、その辺の年齢構成、これは非常に大事なことじゃないかなと思うんです

が、大きな波があるほど、やはりそういった一度に退職者が出るというようなことになって、例

えば議会対応も大変になってくるんではないかなというような現象が起きると思います。その辺、

今後、職員採用においてはですね、年齢構成等も配慮した人事をしたらどうかというのを提案し

たいと思います。答弁はかまいません。 

 次に、当町におけるメンタルヘルス、精神疾患のことをお伺いしたんですが、町の職員で今現

在そういった病休者がいるのかいないのかお尋ねしたいと思います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 平成２７年度は、一人もございません。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 分かりました。非常に恵まれた環境で職員ものびのびと仕事をしておる
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ということで、安心致しました。 

 最後にペットでございます。これ隣の町のことを引き合いに出してはよくないかと思いますが、

ニュースにもなりましたので、隣の大洲市の青島というところで猫の異常繁殖いうことで、島民

の数より猫の数の方が数段に多くて、また観光客も増えて困っているというのがニュースに流れ

ました。当町においてもですね、このようなことになれば大変で、ペットを買う人、ひとりひと

りがマナーを守り、美しい町として町づくりの推進を図っていただくことをお願いして、私の質

問は終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで休憩をします。２時３０分から再開します。 

 

午後 ２時１８分 休憩 

 

午後 ２時３０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。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） ６月議会に続いて９月の議会、一般質問しますので、６月議会に続い

て前向きな理事者の答弁を期待しておりますので、どうかよろしくお願い致します。 

今回はですね、町長の町づくりに対する夢とは何か、というテーマで質問をまず最初、致しま

す。稲本町政になり２年前の１月に無投票で２回目の当選をされ、約２年半が過ぎました。稲本

町長の町づくりは合併してからの課題だった病院誘致の実現、龍王公園の再開発、コミュニティ

バス運行など手堅くかじ取りをされておられると思います。平成２４年の９月議会において、「稲

本町長が就任して１期目４年の満期が近づいてきたが、公約の達成度はどう捉えられておられる

か自己評価を伺う。」という私の一般質問に、１期目を「６０点」と謙虚に自己評価されました。

２期目無投票で当選された町長は、新聞記者の質問に「農林業や観光、商店街の振興が不十分だ

った。」としての２期目の課題と述べられておられました。また、今まで地道に継続された町並

み保存や町づくり、国際交流が評価をされ、今年になって文化庁長官表彰を受賞、また内子座が

重要文化財に指定され、からりが全国道の駅モデルにも選ばれ、お祝い続きであります。来年は

内子座が創建１００周年の節目であります。ローテンブルク市とは、３０年近いお付き合いにな

り、平成２３年には、姉妹都市盟約を結び、３００人近い子ども達の派遣や、関係者の国際交流

がなされております。また、稲本町長の念願でもあったと思われる、女優の竹下景子さん、写真

家の関口照生さんご夫婦には、内子町まちづくり応援大使にもなっていただきました。行政改革

の推進、指定管理者制度の導入や保育園等の民営化等々の取り組みにより、内子町の財政運営は

健全であり、合併当時の地方債も約１６０億円あったものが９０億円程度に減ってきています。

目的の為でもありますが、多くの基金もあります。今後の財政見通しは、人口減少に伴う地方税
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の減少、普通交付税の減額と気を緩めることができないのも事実であります。稲本町長の手堅い

町づくりでもありますが、しかし、いくら職員が努力されても、行政改革をすればするほど、住

民サービスの低下は必ずといってよいほど連鎖します。また「住民自らの手で」とか「事業の補

助削減・縮小」が多く、「内子にはお金が無いのか。」といった声も聞きます。交付税の減額が

続くといった話が先行して、「内子にはお金が無い、夢がない。」と住民は思い、そんな話を聞

いた子ども達は「そんな町なら出て行く。」と思うようになるのではないでしょうか。稲本町長

の内子丸の舵取りは、間違いはないのであるが、ある面、「夢」に乏しいと感じる町民も出てき

てくるのでは思うのですが、いかがでしょうか。国の増え続ける医療や年金、介護、生活保護な

どの社会保障関係費等には、平成２７年度は約３７兆円の国債が発行され、平成２７年度末の公

債残高は約８０７兆円になると見込まれています。増え続ける国の借金、社会保障費、今後の国

政の成り行きにより、何が起きても大丈夫な財政運営に努められておられるのだと思うのですが、

いつの期数で稲本町長がやめられるかは分かりません。それは稲本町長次第でございますが、こ

のままだと、稲本町長が辞められた後では、「財政に厳しく取り組んだ町長だった。」という印

象だけが強く残ってしまうのではないかと懸念するものであります。学校や公共施設の耐震化は、

誰が首長になっても、最優先して当然やらねばならない事業であります。稲本町長が言われる稼

ぐ町を目指し、「ここに住んでよかった。」と思えるよう、持続させていくには、ある程度の事

業は、地域の活性化、経済効果に繋がり、それが町民や子ども達の「夢」に繋がることと思いま

すが、稲本カラーとは何でしょうか。第２期目の内子町総合計画の取組みが稲本カラーと捉えて

よろしいのでしょうか。手堅い行財政運営のことなのか。また、町長は住民の「思い」や「夢」

をどのように実現されようとしているのかを質問します。 

続いての質問に入ります。先ほどの質問に続くようなところが関連してくると思います。夢の

話になると思いますが、第２期内子町総合計画、いかざきワンダーランド・プロジェクト、小田

川リーバーサイド・ふれあい事業の一貫として、小田川堤防健康ロード整備をという質問です。

この質問は、先ほど述べました、町民や子ども達の夢に繋がる事業の一つではないかと思い、質

問するものであります。第２期内子町総合計画には、「いかざきワンダーランド・プロジェクト」

の取り組みの中、小田川リーバーサイド・ふれあい事業では、「龍宮堰から豊秋橋を経て、あけ

ぼの橋に至る小田川一帯は、いかざきワンダーランドの玄関口であり、さらには五十崎凧合戦の

舞台、近自然工法の発祥の地である。雄大で、心和む河川環境を多くの人たちが堪能できるよう

に、川面を望む河畔に、オープンテラスなどを設営し、住民や来訪者の憩いと交流の場をつくる。」

と謳われています。２０１２年３月議会で、「五十崎自治センターから山王橋までの堤防上の道

路に夜間照明（農作物に影響がでない低街灯やフットライト・ソーラー街灯等）を設置して、町

民の健康増進につながるウォーキング・ジョギングコースとして整備するべきである。」と一般

質問をしていたのですが、今回の総合計画で謳われている小田川リーバーサイド・ふれあい事業

にあてはまるものではないかと考えて、再度質問をするものであります。「龍宮堰から豊秋橋を

経て、あけぼの橋に至る小田川一帯は、いかざきワンダーランドの玄関口」という事なら、そこ

から下流側はワンダーランドと称されることになると思うのですが、いかがでしょうか。県道鳥

首五十崎線の堤防兼車歩道には道路照明があり、明るくて安全でありますが、天神側の堤防上に

は照明が少なく、足元が暗くて見えません。「五十崎地区は不思議の国であり、ワンダーランド
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である」と第２期内子町総合計画で謳われているのでありますから、ワンダーランドと言えるよ

うに、町民から「どうにかならないか。」との要望を叶えるべきではないでしょうか。２０１２

年３月議会の私の質問において、橋本建設デザイン課長の答弁では「約１．１ｋｍの間に２０メ

ートル間隔に設置すれば５０カ所必要で、５００万円と試算」と「予算面と幅員が狭いといった

安全面で難しい」といった答弁でありましたが、「５０カ所も設置すれば大変明るく安全ではあ

りがたいが、予算面から考えれば５から６基の考えである。」との私の再質問に、橋本建設デザ

イン課長からは、「その程度の設置数なら検討する。」との答弁でありました。３年以上経過し

たのですが、どのように検討されたのか、検討すると言って結局は全く検討されていないのか、

検討されたのなら、どのように検討結果であったのかの内容をお聞きするものであります。町内

の街灯のＬＥＤ化への補助事業が検討されていると思うが、これを機会に町民に「夢」をとの思

いで、第２期内子町総合計画に沿った小田川リーバーサイド・ふれあい事業の一貫として、天神

側堤防上に農作物に影響がないよう、夜間照明の整備をすべきと思うのですが、町長の考えを伺

います。以上に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。 

○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） まず一番目のご質問について、私の方から答えさしていただきたいと思

います。評価されているのか、もっと頑張れと言われているのか、ちょっとその辺は複雑なとこ

ろがあるんでございますけど、この場でこういう話をするのはいかがなものか、という若干のも

のはあります。ありますが、あえて申し上げたいんですが、私が町長にさしていただく前、いろ

んな皆さん方にご挨拶を致しました。その時に、ある地域に行ったんでございますけれども、お

ばあちゃんが一人いらっしゃいました。そのおばあちゃんとついつい話し込んだわけでございま

す。そのおばあちゃんは、一番最初に嫁いだ長男の人は、戦地へ行かれました。そして１、２年

経った時に戦時広報で死亡したという通知がきたと。子どももいたわけですけれども、途方にく

れてしまったと。そうすると、義理のお母さんがあなた大変だろうと、これから。義理の弟さん

がいらっしゃって、弟さんと一緒になったらどうかと。それもそうだなということで、義理の弟

と一緒になって、ずっと暮らしてきたと。前の旦那さんのことを忘れたわけではないけれども、

複雑な気持ちをずっともって、そして新しく生まれた子どもと一緒に、田んぼと畑を一生懸命家

族で耕してきたと。もうお歳の方でありました。大変な苦労をされました。もう年齢的にかなり

の方でございますから、このおばあちゃんの人生、いわば第４コーナーでございます。第４コー

ナーを振り返った時に、ああやっぱり内子の町で住んでよかったんだな。内子の町でがんばって

きていろんなこと、大変なこともいっぱいあったけども、やっぱりよかったんだな。いろんな人

と巡り会えたんだな。この町で良かったと思ってもらえるような町にしないといけないんだな、

というのを私は実感としてそのおばあちゃんと話した時に感じたわけでございます。それは、そ

の地域に住む水の問題でもありましょうし、道路の問題でもありましょうし、生きがいの問題で

もありましょう。農業や医療や保険の全ての問題そこにかかっている。そういう意味では、いっ

ぺんにはできませんけれども、一つ一つ積み上げながらそのおばあちゃんがよかったと思っても
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らえるような町を、一生懸命作っていかなくちゃならないなというのが、私の基本的な考え方、

今日もずっと続いているわけでございます。下野議員にお答えを申し上げたいというふうに思い

ます。今までたしかに行政改革を一生懸命やって参りました。それは議員言われましたように、

１６０億の借金があったわけでございます。これは内子町の一般会計からの規模から言いますと

やっぱり大きすぎます。もっと絞り込まないといけません。内子町の人口等の状況から財政規模

を考えますと私は、だいたい８０億前後くらいが内子町の財政規模としては、適正なんではない

かなというふうに今でもそれは思っているところです。ただ今まで言われましたように、学校で

ありますように、あるいは幼稚園でありますとか、どうしてもやらないといけない問題が、課題

が、たくさん課題がたくさんありました。議員の皆さんのご協力を得てもちろん借金もしたわけ

ですけれども、トータル的には９０億くらいの借金でおさえられるかなというふうに思っており

ます。これは国の財政規模が非常に、ああいうふうに１，０００兆円越える大借金をしているわ

けですから、そういうものに非常に地方の財政が左右されるという構造的なものがあります。そ

ういう意味では、小さな町であっても規律をしっかりと守るということは、財政運営をきちんと

守るということは、町の経営にとっては、とても大切なことだと、まず、そこがスタートだとい

うふうに私は思ってます。その上で私が考えております、下野議員に言われました夢というのは、

私は基本構想に基づいた総合計画を、きちんと地道にひとつ一つやり上げることだと。これは４

１自治会の地域の皆さん方の夢の実現でもあるわけでございます。地域づくりをずっと積み重ね

ていって、地域の皆さん方の夢や、希望というものをあの地域づくり計画の中に集約されたと。

もちろんこれからやってくる時代の中で、多少の紆余曲折、ふくらましたり、縮めたりすること

はありましょうけども、これを一つ一つちゃんとやっていく、このことが内子町にとってはとて

も大切なことなんじゃないかなと、私はそう思っているところでございます。これからもそうい

う方針でやらないといけないというふうに私は思っております。以上でございます。あと次の質

問につきましては、橋本課長の方に答弁さしていただきます。 

○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） それでは私どもの方からは、第２期内子町総合計画、小田

川リバーサイド・ふれあい事業として、小田川堤防健康ロード整備はできないかということにつ

いてお答え致します。前回、平成２４年の３月定例議会におきましてお答えしたとおりでござい

ますけれども、五十崎自治センターから山王橋までの堤防上の道路は、歩道のない一般道路とな

っておりまして、歩行者専用の安全が確保されました道路ではございません。また、沿線には広

大な農地が広がっておりまして、夜間照明を設置することによる、農作物への影響、歩行者の安

全性など、問題はありますが、当箇所はウォーキング、ジョギングについての利用は、大変多い

ようでございます。先程の質問の中でですね、３年間検討したのかというようなご質問もありま

した。その中でですね、ちょうど堤防沿いにはですね、水門がございます。その水門はですね、

愛媛県が管理してございまして、その水門を管理すると同時にですね、その照明器具を設置でき

ないかということについてですね、県とも協議して参りまして、ちょうど柿原側のおもての分に

ついては１基設置できました。それ以後についてはまだできておりませんが、おそらくその分に
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ついては出来ないというふうに考えております。そのような中でですね、今年度におきましては、

第２期内子町総合計画の小田川リバーサイド・ふれあい事業の取組にあたりまして「内子町いか

ざき小田川はらっぱ活用検討委員会」というのを設置致しております。今後の計画につきまして、

ご意見を伺うことにしておりますので、頂いたご質問についてですね、利用のニーズ、費用面、

課題等の意見を伺ってですね、今後検討して参ります。 

○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） 再質問をささしていただきます。稲本町長からおほめの言葉か、逆の

言葉かということを言われたんですけど、私も合併する前からの町議会議員でございまして、合

併した時の河内町政の中で、ずっと教育委員、助役としてされている稲本町長の姿を見ておりま

す。間違いなく稲本町長の言われるように、これは大変失礼な言い方かもしれませんけど、この

今の国の財政の中で社会保障費はこれだけ必要になってくるというのは、誰しもが分かっており

ます。人口減少によって、３人、４人で一人のお年寄りをみていた者が、ピラミット型が逆ピラ

ミットになってしまってくるというのが分かっておりますので、どの方が、失礼な話ですけど、

首長になられてもそう簡単にこれもしよう、あれもしようと大きなハード事業ができないのも、

分かっております。もしそれを稲本町長がされたならば、議会も黙っておりませんですし、黙っ

ておりましたら、住民の方が絶対リコール運動が出てくるんではないかと思っております。そう

いった中では間違いなく稲本町長、十二分に今の政府の考え方の中で、ある面では致し方ないと

いうふうには十二分に思っております。ただ、先ほどの同僚議員の質問もありましたように、行

政改革をする中に、やはりどうしても傷みが伴い、職員にも傷みが伴う。それが結果によって、

住民の傷みになってくるということが当然のことであると私は思っております。そういった中で、

この第２期の総合計画の中で、職員の数についてそのまま精鋭主義でいくということがありまし

て、その中に職員の能力向上に力をいれて少数精鋭型役場を目指すとともに、行政職員のＯＢの

能力を活かす仕組みを作るということが謳われておるんですけど、先ほどの同僚議員のお話では

ないんですけど、優秀な職員の方がばっと退職されて、そしたらどういうふうな形がこのＯＢの

職員の能力を活かすということができるのかということについて、質問したいと思います。 

○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） これはその通り行くか分かりませんけれども、考え方として例えばこれ

だけ集中豪雨が発生したりですね、いろんなところで安全安心が叫ばれている昨今でございます

から、例えばでございますけれども、土木を担当したＯＢの職員の皆さん方っていうのは、いら

っしゃるわけですね。そういうＯＢの皆さん方っていうのは、技術的な分野、あるいはどこの道

路を担当したっていうのは、自分の経験としてあるわけでございますから、よく地域の実情が分

かってらっしゃいます。それから技術的にも若い職員よりは、もしかしたら経験を積んでいる分

だけやっぱりこなせるかもしれません。そういう職員に声をかけてですね、何かあった時に応援

隊として助けていただけるような、カバーしていただけるような、サポートはできないだろうか、

そういうＯＢの皆さん。また保健婦の皆さん方も資格をもった人達が何人かいらっしゃいます。

そういう人たちもなんかあった時には加勢してもらえるような仕組みができないだろうか、そん
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なことを考えているところでございます。 

○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） 大変すばらしいことでありまして、現在おられる職員の方は今そうい

った状況の考えの中で、一心同体の中で、離れて行かれて今後各自治会等とかそういったところ

で活躍していただけるものと思っておりますけれども、それまでに辞められた地域の方々もおら

れると思いますし、そういった考えがどれだけ浸透していくかというのは、普段の職員に対する

教育や町長の考え方に対して、大きく変わってくるのではないかというふうに思っております。

そういった中でですね、地域の思いや夢をかなえるためにも、各地域に職員を貼りつけておりま

すということでございます。ただ、職員の中にもですね、やはり温度差があると思うんですよ。

そして年齢差もありますし、そういった中で職員の先ほどの波があるように、やはり職員の力に

も波があったら、それがそのまま地域の自治会の方にも出てくると思うんですけれども。今のＯ

Ｂ職員の話とついに、どういった考えの中で職員の教育とか、考え方を夢を実現させるためにも、

されているかをお尋ねしたいと思います。普段の町長の考えをいつの場でどういったところで職

員に教育されているのかということです。 

○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） 新採職員の時には当然町長が約１時間くらいですね、講義もしますし、

また、月々職員会というのもやっておりまから、その中ですべてとはいいませんけれども、機会

をみて、職員のあるべき姿というふうなものも話しているつもりでございます。また、地域づく

り懇談会の中でも、全部関係する職員が夜出かけていきますから地域に。地域の中でこの職員を

使って下さいね、なんかあったらすぐ呼んで下さいと、夜でもいいですから。地域に３名だった

か、貼りつけておりますから、自治会単位にですね。どんどん使ってそして鍛えて下さいという

話をしているところでございます。 

○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） 続いて、子ども達に夢という形の中でですね、町民、子ども達の夢、

町長の夢という中で、ドイツへの派遣なんか、大変私どもも町長の考えとついに、素晴らしい国

際交流が出来ているなというふうに思っております。これらは、間違いなく子ども達へのある程

度のお金はかかってでも、夢として素晴らしいことだなというふうに思っております。そのあと

これも同じこの中にですね、総合計画の中で、子ども達へのふるさと教育を推進すると共に地域

の伝統や文化を再評価する社会教育活動を推進する。となっておるんですけど、これが子ども達

のどういった夢につながれての構想になっているかをお尋ねしたらと思います。 

○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。子ども達の夢の分でございますけど、この町

に誇りを持つということがとても私は大切だというふうに思ってます。そのために、もう３年く

らいになりますでしょうか、内子座で内子町の伝統芸能の発表の場を持ちましょうということで、
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立川のしゃぎりでありますとか、いろんなものをあそこで一同に会していただいて、発表の場を

持たせていただいている。そして、去年はそこに宜野座村の皆さん方にも来ていただいて沖縄の

伝統芸能を見せていただいた。交流等をとおして内子町もやっぱり捨てたものじゃないぞ、こん

ないいものがあるぞ、もっともっと頑張らないといけないな。何か機会があったらぜひ町のため

にがんばろう、そんな思いを持ってくれる若者に育ってほしいという思いがあるわけでございま

す。と同時に、何年か前まで国立大洲青年の家で子ども達よく合宿をしてたんですけど、それを

返上しまして今、小田深山でやるように致しました。スキーもみんなが体験できるようにしよう、

キャンプもあそこでやろうということで、なるべく地域で、地域のことを学ぶと。そういうこと

を心がけてやっているところでございます。そういう活動がこれからもすぐには効果表れないと

思いますけど、積み上げていく、持続させていくことはとても大切なことなんだろうというふう

に私は考えているところでございます。 

○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） たしかに、そういう考えでいいと思うんですけれども、子ども達にお

金を使うということは、やはり福祉の社会というのは十二分に分かるんではございますけれども、

夢のある子ども達、将来この内子で住んでいて良かったよというふうに思えるのが、この帰って

きてくれる子ども達の精神につながるんではないかと思いますので、そういった分についてはど

んどんと、いろんな発想を、いろんな職員からのいろんな住民からの要望を受け入れた中で、い

ろんな発想が出来ると思うんですけれども、ぜひともそれについては惜しみなく出して事業に活

かしていただいたらというふうに思っております。町長言われるように、この内子で住んでよか

ったと思える先ほどのおばあちゃんの話も出ましたけれども、割と人間というのはさみしいもの

で、どんなところでいても住めば都というふうになってしまいます。そういうんではなくて、住

んで都だったなと言える、内子の町の財政の中で夢のあることを町長にもう少し、今後ともどん

どんと語っていただいたらというふうに私は思っております。そういった中で、続いてランニン

グ、ジョギングの照明の道路のことですけれども、今回も前回も約３年くらい前に、前向きに検

討すると建設デザイン課長は言っていただけましたが、今回もまた検討するということで、前向

きではあるんですけれども、結局また検討委員会でありますので、そこのところにはたたき台と

して、建設デザイン課長の方から十二分に調整、調べられまして、これだけのたたき台の分が何

メーターにどれだけのものを布設したら、農作物に影響なくて、住民が明るく夢のある散歩が出

来るというふうになるような提案は作られて、ある程度それを議題に上げていただきたいと思う

んですが、それについての考えはどのようかお願いします。 

○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） 今もですね、農作物に影響があるかないかは一応調べてお

りまして、あれから３年経っておりますから、少しそのようなことも審議しとるようでございま

す。その中で検討委員会もですね、公募の５名ということで、ホームページなり広報で募集して

おりますし、また専門の方、それから自治会の方ということでやっておりますので、その中で今

後ですね、ワンダーランドについてもですね、２．１キロ区間を考えておりますが、もともと旧
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五十崎についてはですね、川で町おこしをしていたという経緯もありますから、そこらの復活も

ですね、考えております。その中でなお、整備するということになればですね、例えば照明だけ

じゃなくて、安全性も確保できないといけないと思っておりますから、そういうものについては、

たたき台を作りながらですね、そういうこともご提案もしていくというふうに考えておりますの

で、ご理解をいただいたらというふうに思います。 

○議長（池田洋助君） 次に、山本 徹議員の発言を許します。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） ６番、山本です。 

〔山本 徹議員登壇〕 

○６番（山本 徹君） 次の二点について質問致します。小・中学校に保存されている歴史的資

料の調査について。平成２１年９月定例会で質問致しましたが、再質問であります。２番目に内

子町の簡易水道事業統合化についての質問を致します。 

平成２１年９月定例会において、次のように質問しました。「各小・中学校に保管されていると

思われる、各地区の文化や産業の歩み等の歴史的資料と価値ある書籍の保全、保存と活用につい

て伺います。１８７２年、明治５年の学制公布、１８８６年明治１９年学校令の制度、それ以来、

全国に小学校が開校され、１３０年を経過しました。内子にあっても地域教育の中心として栄え

てきました。その間、地域の文化や産業の歩みが記録されている歴史的資料、書籍、その時代に

あっては、非常に大切な貴重な資料として保存されてきました。しかし、時の経過と共に人の世

も移り変わり、その重要性も変化することが考えられます。過ぎ去った時代に時の人々が懸命に

力いっぱい生きた証拠がその記録であります。そのような歴史的資料や書籍の保存について力を

入れるかどうか伺います。」その質問に対し、教育課長の答弁として、「今後、学校統廃合等にお

いてそういった資料が失われないよう、また学校に残していくべきどういう資料があるのか、学

校と教育委員会において調査、協議していきたいと考えています。」との答弁がありました。そこ

で、次のような質問を致します。どのような方法で調査をおこない、どうまとめたのか。２番目、

今後この資料をどのように活用するのかです。 

 次に移ります。私自身、平成６年から平成９年までの３年間、飲用水が無くなり、内子の水源

地から毎日１．５トンを運び、生活用水として利用しました。平成９年に水道施設が完成し、４

月から水道の蛇口から水がいっぱい出た時の感激は今も忘れません。今でも朝、洗顔の時、両手

を合わせ感謝の気持ちを表しています。水のことは、特に気にかかります。簡易水道事業は、経

営基盤がぜい弱であることや、地域住民に対するサービスの向上等を図る観点から事業の統合

化・広域化を推進し、効率的な経営体制の確立が進められています。このような状況をふまえ、

厚生労働省は、簡易水道に対する支援制度を維持しながら、簡易水道の統合を重点的に促進する

ため、補助制度の見直しをおこない、平成１９年６月に「簡易水道等施設整備費国庫補助金交付

要綱及び同取扱要領」を一部改正しました。これに沿って、簡易水道事業等を平成２８年度末ま

でに上水道事業へ統合する「簡易水道事業統合計画」を策定しました。これを受けて、内子町で

も１４ある簡易水道の統合、上水道への一元化を進めています。まず、五十崎地区簡易水道の統

合をおこない、残っている内子・小田地区の簡易水道について平成２７年度末、統合完了、平成
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２８年度から上水道による運営開始に向けて準備が進められています。そこで、事業完了まで半

年程になり、その進み具合や課題等について質問致します。１、統合は計画通りに完了するのか。

２、統合後の運用管理体制は十分に確保されているか。３、各簡易水道組合は、統合の準備を進

められているが、解決すべき課題は残っていないか。４、統合後の水道料金が値上げになること

の住民への説明は十分に出来ているか。５、先に統合が進められた五十崎地区では本年度から水

道料金が値上げされ、住民が戸惑われている状況も聞くが、どの様に対処しているのか。以上、

質問致します。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡教育長。 

〔亀岡忠重教育長登壇〕 

○教育長（亀岡忠重君） それでは、山本議員の質問に対してお答え致します。 

 平成２１年９月の議会において、小・中学校にある歴史的資料や貴重な書籍などの保存につい

ての質問に、学校、教育委員会で調査すると答弁をしております。ご承知のように、内子町立学

校文書管理規程があります。保存年限基準に基づいて学校ではその整理しておるのが現状です。

ご質問のですね、どのような方法で調査を行い、どうまとめたのかというご質問についてですが、

書籍、展示物、活用について学校への聞き取り調査をしました。しかしですね、詳細な調査、ま

とめについては、出来ておりません。大変申し訳なく思っております。早速、調査について協議

し、退職された先生方のご協力も戴きながら、遅くとも来年度末までにはまとめをおこない、活

用についても検討して参りたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。なおですね、

今の現在、資料の把握しておるのを少し申し上げますが、書籍がですね、ふるさと参川、それか

ら、上浮穴教育の前進に尽くした人々、ただ人道に、創立５０周年記念誌、それから創立１００

周年記念誌、わがさと立川、つなぎ、大正徳行録、文集などでした。それから資料の展示ではで

すね、上岡美平氏、中川八郎氏の絵画、大江健三郎氏の手紙、これは兄にあてた手紙です。それ

から御祓小学校跡地のまこと館、この御祓小学校跡地のまこと館にはすごい膨大な資料がありま

す。たぶんですね、議員さんも見られたと思いますが、明治からのですね、教科書から始まって

素晴らしいものがたくさんあるんです。ここのはすごい価値感もあってですね、ちょっとまた知

恵をいただいてですね、調査もせんといけんのかと思っております。それから、歴代校長方の写

真とかですね、学校の沿革年表等でした。活用についてはですね、大江健三郎さんの手紙、本当

にずいぶん古くて見えなくなって来ておるわけですが、それをですね、再生しまして、大きくし

てですね、額縁にかけて玄関にかけております。町民やですね、子ども達がですね、読めるよう

な形にしております。それから、上岡美平氏とか中川八郎氏の絵画ですが、それには功績がずっ

と書いてあります。で、子ども達がですね、そこで職員室に入ってきてですね、職員室にかけて

ありますから、それをですね、功績を紹介するという形を取っております。それから、高畑誠一

さんやですね、高橋龍太郎の功績については、学校の副教材で取り入れられております。そうい

うことで学んでおります。それから、大久喜鉱山のですね、写真の紹介というのは、これは当時

働かれておった人たちがですね、自分達の写真を撮っておる、そういうものを提供されて、そう

いうもので学んでおる。それから木蝋の体験活動をですね、今も現在も続いてやっております。
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これは内子中学校がやっておりますが、それから、文化財めぐり、それから、旧町の町誌などを

使ってのですね、活用ということです。そういうことで、今後、先ほど言いましたようにですね、

早急に取り組んで参りたいと思いますので、ご理解をいただきますことをお願いしまして、答弁

とさしていただきます。 

○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） 私どもからは、内子町の簡易水道統合化についてお答えを

致します。まず、１点目の統合は計画通り完了するのかというご質問でございますが、簡易水道

事業への上水道事業の統合につきましては、計画通り平成２８年４月１日からを予定しておりま

す。このことは、今後の施設の維持管理方法及び水道の料金の案ですね、等につきまして、去る

第５回のですね、簡易水道事業統合推進委員会におきまして、最終的な基本合意をいただいてい

るところでございます。 なお、今後におけるスケジュールと致しましては、水道事業変更認可

申請等及び、統合に伴う条例改正など関係議案の１２月議会への提案、その後、各組合へ今後の

施設管理及び、新料金等の説明・周知等をおこなうような計画としています。 

続きまして、統合後の運用管理体制は十分に確保されているのか、というご質問でございます

けれども、統合後の施設維持管理につきまして、基本、直営で管理してまいりますが、運営を軌

道に乗せるため、当分の間、地元の方の協力を得まして、管理方法を踏襲し、各施設の状況把握

を行い、直営管理に移行して参ります。特に、施設管理、運営に重要な役割を担います施設の管

理人、それから検針員さんにつきましては、施設状況を熟知されております各組合の方に引き続

きお願いをし、今後の維持管理に努めて参りたいと思っております。 

次に、各簡易水道組合は統合の準備を進められているが、解決すべき課題は残っていないか、

というご質問でございますけれども、今後の課題と致しましては、人口減少等による水事業の減

少傾向もございますので、施設の統合や管理業務に関する広域委託化など、なお一層運営の効率

化に取り組み、経営の安定化に努めると共に、耐震化等の施設の更新や施設の老朽化対策等も取

組み、安定した水の供給を図りたいと思っているところでございます。 

 統合後の水道料金の値上げになることについて、住民への説明は十分に出来ているのか、とい

うご質問でございますが、統合後の水道料金につきましては、基本として水道法にある公正な水

道料金の確保、差別的取り扱いの禁止などが定められておりまして、合理的な理由がない限り、

統一料金が要求されていますので、今回、上水道の料金に統一し、経営の安定と公平性を確保す

ることとしています。そこで、検討の結果、今回の統一料金、現在の上水道の水道料金になりま

すけれども、それより高い料金の組合につきましては、統合時に統一料金に合わせる。統一料金

より低い料金で比較的、料金差が無い組合につきましては、３年後に。特に開きの大きい組合に

つきましては、２段階の緩和措置を講じながら、５年間をかけて統一料金となることで合意を致

しているところでございます。なお、今後の住民周知につきましては、条例改正の議会承認後、

各組合等への説明会、また「広報うちこ」や、ホームページで周知すると共に、企業関係及び町

外の方には料金改正への文書等での対応をする予定としているところでございます。 

 次に、先に統合が進められた五十崎地区での料金の値上げの状況の、対処の方法でございます
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けれども、今回の五十崎地区の水道料金の改正につきましては、平成２４年４月１日からの上水

道統合に伴う水道料金の急激な負担増加をさけるため、激変緩和措置の３年間が経過したことに

伴うものでございまして、新料金は、平成２７年４月水道使用分からとなります。この料金改正

の皆様への事前の周知方法と致しましては、「広報うちこ」これは、平成２７年の２月号でやっ

ておりますけれども、また、内子町のホームページ等でお知らせをしているところでございます。

また、企業関係や町外にお住まいの方につきましては、料金改正のお知らせについて文書等での

通知を致しております。なお、水道料金の改正についての問い合わせは、改正後数件ございまし

たが、問い合わせに対しまして、改正理由、先ほどの激変緩和措置の３年間で改正しております

ということでございますけれども、そのようなことにつきましてですね、ご説明を致しまして、

皆様にご理解をいただているところでございます。以上、答弁とさしていただきます。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） 先ほど、教育長さんから報告がありましたですが、２１年度から丸６年

が経過しておると。そういった中で調査が出来ていないということですが、これ大変残念に思い

ます。その間に学校統合もあり、そして校舎の改築ですか、それもあったりして、私、覚えとる

んですが、１９７３年に内子中学校が統合しまして、満穂中学校、立川中学校、池田中学校が統

合しました。その時に段ボールに、統合される方は書類を大切にします。それを校長室の横の物

置に全部入れたんです。それが３０年間あるのは私確認をしておりました。その貴重な資料は、

今はどうなっておるのかなと思ったりします。というのは、図書室の整理で一回整理されたんで

すね。そしたら牧野富太郎博士の植物図鑑が１００円ですよ。これどこから買うてきたんですか

と言うたら、こういう、ここでこうしました。それが１００円です。私びっくりしました。だか

ら、きちんとですね、資料というものは、やっぱ精査することも大切ですが、しまっておくとい

うことが大切に思います。司馬遼太郎が小説を書く時に、神田かいわいの古本屋の資料がいっぺ

んに無くなる。だから次はどの題材で書こうかというのがすぐ分かるんだそうですね。１行の公

文書のある所で小説が書けたりもします。ですから、できるだけ早く資料をですね、集めていた

だきたいなと思います。で、学校にお願いして学校で調べて下さい。これはだめです。現在の先

生方も我々が勤めておった時もそうですけど、とにかく今の諸問題について対応でいっぱいです

から。そういうものは腰をゆっくり落ちつけて、学校の隅ずみ、物置、いろんなところから探し

て、みられたら。それは教育委員会の責務として。これから資料の写真とか記録本、説明書の作

成を統一的におこなって、整備すべきであると考えますが、いかがでしょうか。 

 

○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、質問があったようにですね、６年が経過しておりますが、大変、

先ほど言いましたように申し訳ないと思っております。で、本当に山本議員言われたように現職

の先生もいっぱいです。言われた通り。ですから、どういう調査をしていくかということもある

と思いますので、組織的なものをつくらんといけんと思っております。もちろん、現役の先生も

入ってもらいますが、退職された先生方にもですね、一緒に入ってもらってですね、情報をもら
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いながら。どういうふうなものを集めて、どうしたらいいのか。ある程度歴史的なものについて

はですね、ある程度町誌も集められている状態です。で、普通の年限があって１年から永久保存

まであるんです。そういう基準に基づいて書類も処理しておりますので、どういう残され方をし

ておるのかというのが一番じゃと思いますので、そこら辺、また１年少しかけてですね、やって

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） 次の活用についてでありますが、地域教育の資料として、活用すると。

ふるさと教育が一つ出来るんですね。教師だったらこのことで、一つ発見することで教材が書け

ます。教材を書いて事業をすることで、身近なことで子ども達はすぐ反応します。道徳教育の一

番いかんのは、身近な教育でとってつけたようなことを言うから反応しないんです。自身の経験

から申しましたら。ですから、ふるさと教育で一つのことが、例えば、申しましたら内子座が１

９１５年、世界や日本の国際的なことでみたら、１９１４年が第一次世界大戦ですね。それから

日本国内の戦勝気分というのがありましょう。それが大きな事で、内子のこともあるんですね。

例えば、内子の内子座を作った時の心意気や、いろんなところの資料が出てくることは最高だと

思うんです。そしたら、この建物はこうして出来たんだと、そういう思いが子ども達にでるだろ

うと思うんです。そういうことでふるさと教育に一段と進めていただきたいなと思います。どう

でしょうか。 

○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） 今のお話にありましたようにですね、地域の教材を使って行く、生き

た教材を使って行くというのは大切であります。やっぱりこの子ども達がですね、自分の誇りを

持てるということですから、町長も言っておりますようにですね、ふるさと教育をすることでで

すね、その子ども達が地元に帰ってきてくれる。まちづくりをよくしていけばですね、住もうと

思うという町が出来ていきますので、子ども達のですね、将来のためにそういうものを活用でき

るような形を作っていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） いろんな資料が各地区でがんばって現在まで活躍されとるご老人の方も、

歴史が好きな方も、元公務員であった方も、学校の先生であった方もいらっしゃる。そういう方

にも協力を願って、生きがいとしてですね、自分が調べた、自分がつくったものが後世まで残る

という思いになればですね、私だったら本に致しますが。一つそういうことも活かしていただき

たいなと思います。どうでしょうか。 

○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、町誌の編さんにかかっております。３年かけてやるということで、

今、文化編が終わってですね、今、民俗編、それから歴史編に入っていきます。ですから、そう

いう中でずっと聞き取り調査もしてきよるんです。ですから、今聞いとかんとだめだろうなとい
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う状況の中でですね、過去にもずっと聞いてきとるわけですが、今、そういう聞きとり調査をし

て今まとめをしております。ですから、今の町誌の編さんにもですね、関わってくることなので、

そこらあたりがうまくですね、町誌の中にも反映出来たらいいのかなということもでてこうと思

います。あと、資料編も最後になってきますので、そこら辺りもどういうふうに載せれるかとい

うこともこれからの中でですね、検討できたらいいなと思っております。以上です。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） ちょっと前後したんですが、活用面で大江健三郎さんとか、美平さんと

かいろいろ名前が出ましたが、そのことではなくて、歴史的資料を活用するということで、私言

いましたので、ひとつそういうことも大切でしょうけど、ひとつぜひ来年度いっぱいでというこ

とですので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

○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） 歴史的資料がですね、うまくまとめられればいいなと思っております

ので、ぜひですね、山本議員さんの方にも入ってもらって、協力いただいたらと思います。よろ

しくお願いします。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） それでは簡易水道のことについてですが、水道料金が変わる以外に変わ

るといいますか、違った手続きはしないんでいいんでしょうか。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 西川上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 水道料金が変わりますが、それ以外に上水に上がるという

ことで特別な手続きは要りません。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） 広報で知らせていると。２７年２月号ですか。答弁いただいたんですけ

ど、年金暮らしの人なんか大変なんですね。広報いいましてもね、みんなは読めるけど、読まな

い人もあるんですよ。活字を見たら嫌になるという人。実際ね、８０代のおじいちゃんや、おば

あちゃんに話をいろいろしてみて下さい。それは、全部の人は見てません。ですから、一番いい

のは声の届く範囲、例えば地区の総会とか、いろんな集まりの時に行って話してみると。そした

ら、よく分かる。役場の仕事大変で、特にある課は一番忙しい、他の課はとは言いませんけど、

大変でしょうけれどですね、公共料金の値上げということになると。きちんとそういう広報と言

いますか、それをお知らせするということをしていただきたいなと思いますが、どうでしょうか。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 西川上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 議員さんの言うとおりでございます。料金につきましては

ですね、周知をするというのが町の方の責任になっておりますので、今回、五十崎の料金の値上



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

- 55 - 

げの改正に関しましては、皆さんに周知する方法が足りなかったところもあるかもしれません。

今回、また水道料金の改定になりますので、その分は議員さん言われた通り、なるべく各簡水に

行って直接声をおかけしてですね、なるべく広報以外にもパンフレット等を利用しまして、皆様

に周知したいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本徹君） 次に行きます。水の確保というのは生活のとにかく原点だろうと思います。

今回の事業統合は、大きな歩みではありますけれども、町内全てを網羅するものではありません。

山間部の地域や、小さな集落では、それぞれの水道組合や、数個のグループ、あるいは個人で水

の確保をおこなっておられるところは、まだまだたくさんあります。そこで、町長さん、町民の

安全と安心を守ることを政策の一つに掲げられていますが、これからも町民の暮らしを守る水道

事業へのお考えをお聞かせ下さい。 

○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） 水の問題というのは、本当にとても大切な問題だと私は思ってます。私

自身、山間部の方で暮らしておりますからよく分かります。やっぱり蛇口をひねった時に十分な

水が使える、安心できる水が使える、これほど幸せなことはありません。そういう意味でまだま

だ内子町内には、水道の恩恵に浴せない地域がたくさんあるのもまた事実でございます。そうい

う意味で、麓川沿いのあの満穂石畳地区、全部でだいたい１５億くらいかかると思うんですけど、

まだ６、７年かかるかもしれません。これもやりあげないといけないし、中土の地域もですね、

やっと拡張が本格的に動き出すんじゃないかなと思ってます。また、議員言われましたように、

周辺部の小さな、自分達で管理していらっしゃるようなところもあるかと思います。そういうも

のについては、町単の補助制度がありますから、十分これも活用していただいてですね、対応し

て参りたいというふうに思います。何よりも水の問題大事ですから、これからもしっかりやって

いかなくちゃいけないというふうに思っております。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 

○６番（山本 徹君） ありがとうございました。城廻での水道が引いてないところや、赤土の

問題、そして石畳の今回の問題。着々と水道事業が完成に近づいておりますことを大変うれしく

思っております。 

 最後に繰り返しになりますが、夏場など水の確保が厳しい状況にある地域もあります。また、

高齢化の地域や世帯が減少している地域では、水の確保、水道施設の維持管理が住民の重労働に

なっています。そのことが世帯流出の要因となり、地域の崩壊につながらないよう、町民にみん

なに優しい水道事業の推進をお願い致しまして、私の質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩をします。５０分から再開します。 

 

午後 ３時３３分 休憩 
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午後 ３時５０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

本日の一般質問は終結します。明日は、休会とし、明後日９日は午前１０時から本会議を開き

ます。日程は引き続き一般質問、ならびに全議案に対する審議であります。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 ３時５０分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２７年 ９月 ７日（月） 

○開会年月日   平成２７年 ９月 ９日（水） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  宮 野 照 三 君     住 民 課 長  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１０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 一般質問 
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日程第 ４ 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 ５ 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（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ６ 発議第 ５号 内子町議会会議規則の一部改正について 

日程第 ７ 報告第 ５号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書類の

提出について 

日程第 ８ 報告第 ６号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

日程第 ９ 報告第 ７号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の提出

について 

日程第１０ 報告第 ８号 健全化判断比率の報告について 

日程第１１ 報告第 ９号 資金不足比率の報告について 

日程第１２ 報告第１０号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

日程第１３ 議認第 ４号 平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１４ 議認第 ５号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 議認第 ６号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１６ 議認第 ７号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１７ 議認第 ８号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１８ 議認第 ９号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１９ 議認第１０号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第２０ 議認第１１号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２１ 議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第２２ 議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第２３ 議案第７４号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 

日程第２４ 議案第７５号 内子町手数料徴収条例の一部改正について 

日程第２５ 議案第７６号 内子町手数料徴収条例の一部改正について 

日程第２６ 議案第７７号 内子町保育所条例の一部改正について 

日程第２７ 議案第７８号 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の共同処理する事務の変更及

び規約の変更について 

日程第２８ 議案第７９号 大洲・喜多衛生事務組合規約の変更について 

日程第２９ 議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 
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日程第３０ 議案第８１号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第３１ 議案第８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第３２ 議案第８３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第３３ 議案第８４号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（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３３ 

 

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、３番菊地 幸雄議員、

４番泉 浩壽議員を指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第１０号のとおりであります。

本日の一般質問に入ります前に、７日の山上議員の質問に対する答弁で一部誤りがあり、訂正し

たい旨、申し出がありました。 

理事者の発言を許します。 

○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） ９月定例議会、９月７日本会議の一般質問におきまして、山上

議員さんの再質問に対する答弁に誤りがございました。訂正を議長に申し出た所、訂正の機会を

設けていただきましたので、この場を借りて訂正致します。 

役場職員の防災士数は何名か、の質問に対しまして、１名と答弁したところですが、その後小

田地区の役場職員の防災士３名につきまして、集計確認漏れが発覚致しました。従いまして、訂

正後の役場職員の防災士数は、合計４名ということになります。その他年代別、男女別、職種別

等の防災士等につきましては、先般の答弁に変更はございませんが、先ほど述べました役場職員

の防災士数のみ訂正いただきますよう、よろしくお願い致します。行政側と致しまして、責任の

ある正確な答弁をおこなうことが大原則ですが、この度の答弁内容に一部訂正があったことを深
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くお詫び致します。失礼致しました。 

○議長（池田洋助君） ただ今の訂正答弁に対し、山上議員の発言を許します。 

  日程第 ３ 一般質問 

○議長（池田洋助君） それでは、日程第３、７日の会議に引き続いて 一般質問をおこないま

す。本日の質問者は２名であります。受け付け順に質問を許します。 

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） ９月議会にあたりまして、私は町民の暮らしと命にかかわる２つの点

について質問を致します。理事者の前向きなご答弁をお願いを致しまして、質問に入ります。さ

て、まず最初に、伊方原発再稼働問題であります。先般、大洲市と西予市で開かれました、原発

周辺５つの市町主催の説明会は、再稼働否定的質問目立つ、安定性への懸念次々。と報じられて

おりますように、周辺６市町での到達点は、ここに集約をされているのではないかと思うわけで

あります。福島第一原発事故から４年半が経た今日、今なお１１万人以上の住民が避難生活をし

いられ、先祖伝来、営々と築いてきたふるさとを追われ、家族がバラバラにされた生活を強いら

れている福島の人々の姿を見て。 

○議長（池田洋助君） 宮岡議員、マイクを。 

○１５番（宮岡德男君） 改めて原発事故と安全神話の恐ろしさを感じると同時に、事故の責任

もあいまいにして、新たな安全神話を作ろうとしている電力会社と国に対して、憤りさえ覚える

のであります。原発がなくなれば、日本の経済が成り立たなくなるとか、化石燃料による環境汚

染からの救世主のように思い込まされて参りましたけれども、福島第一原発事故後、４年半の電

力会社や国の対応を冷静に見て、再稼働問題に当たることが今強く求められていると考えるわけ

であります。国や電力会社は、福島原発事故の十分な検証もせず、原発推進政策や規制機関のあ

り方の検証もしないまま、世界で一番厳しい規制基準の審査を経た原発は安全だと、今、新たな

安全神話を出してきております。その審査をした規制委員会の委員長自らが、新規制基準に基づ

く適合性審査は、安全を保証するものではないと、こう言っておられるのであります。新規制基

準は、福島原発で実際に起きた燃料が、格納容器の外に溶け出したにも関わらず、新規制基準で

は、溶け出した燃料を受け止めて冷却をする、コアキャッチャーの設置も求めておりませんし、

格納容器の二重化も、そして免震重量等の即時整備の義務付けもしておりません。自身への対応

も従来の考えを踏襲をしていることなどが、専門家から指摘をされております。先の説明会にお

いても使用済み核燃料の保管や、最終処分等のあり方等についての質問が出ておりましたけれど

も、私たちが納得できる回答、理解出来るような回答は何一つなかったと思うのであります。さ

て、翌日の新聞では、主催されたそれぞれの首長のコメントが出ており、住民合意へ向けての今

後の取組みについて、慎重な姿勢の発言が多い中で、稲本町長は「分かりやすい説明だった。住

民に不安はあるが、ある程度納得してもらえたのではないか。」と言っておられました。このコメ

ントに対して、私は強い違和感を覚えたのであります。そして、町民の方々からも同じような声
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を多く聞かされて参りました。住民への説明会を開こうとしない国や県に働き掛けて、あの説明

会を開催をされたことに対しては、私は敬意を表しますけれども、一般住民への参加、公募もお

こなわず、限られた団体だけの、代表だけを選別をして集め、傍聴も一切認めず、質問も再質問

を認めないという一方通行の説明会で、住民合意へのアリバイ作りと受け止められても仕方のな

い会ではなかったかと考えるわけであります。ある防災組織の代表者は、会への報告で再稼働あ

りきの説明会であったと報告をされている文を見せていただきました。再度、あの説明会で町民

に納得をしてもらえたのではないか、と受け止められた町長の真意を再度お伺いをするものであ

ります。原子力の平和利用として安全神話が広まり、そんな中で原発事故が起き、その処理にこ

れから数十年もかかると言われておりますし、その処理費用も天井知らずであり、その多くが国

費が使われるのであろうと考えます時に、安全性が１００％得られないままでの再稼働への納得

はないものと考えるわけであります。しかし今、賛否両論があることも承知を致しております。

しかし、その判断材料であるための知識を得る場としての、原発再稼働に対しての批判的立場の

専門家を交えてのシンポジウムなどが求められているのであります。住民運動の皆さんの中から

も、この要請が県にもなされました。私は、この住民の皆さんの声を町長が県や国に対して、伝

える事と同時に、強く求められることを要請をするわけであります。もし、そういう場がないな

らば、内子町独自ででもそういう場を作られるお考えはあるか、ないか。そのことについて町長

のご所見をお伺いをするものであります。 

次に、国保行政についてお伺いを致します。払いたくても払えない。国保税のために貧困者が

増えているなど、近年国民健康保険制度の崩壊が言われておりまして、国民の貧困化が進行する

中で、制度の見直しが求められております。このような声に押されて政府は、低所得者対策とし

て２０１４年度５００億、２０１５年度１，７００億を投入して、低所得者対策を講じようとし

ております。今回の国による財政支援策は、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象とな

る、低所得者に応じた自治体への財政支援を拡充することを目的として実施されるものと聞いて

おります。内子町では、この支援の対象となる世帯と被保険者数はどのようになっておるのか。

また、政府が説明をしております、この支援策で被保険者一人当たり、５，０００円の財政改善

が出来ると説明をしておられるわけでありますが、当町ではどのような対応を考えておられるか

についてお伺いを致します。また、低所得者対策としての法定減免はありますけれども、申請減

免については、特別な事情が無い限り、恒常的に活用できる制度がありませんので、生活困窮の

ために、やむを得ず保険料の滞納を生み出す要因にもなっているようであります。先般、町内の

住民団体の皆さんが町長と面談をされ、申請減免の制度を設けてほしいとの要請がなされた時、

町長は前向きな検討を約束をされましたが、今後、どのような方向で検討をされるのか。時期を

含めて町長の所見をお伺いを致しまして、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） 宮岡議員にお答え致します。８月２０日、大洲市で開かれました説明会

について、町長はどの様に受け止めているかという質問でございますけれども、ご案内のように、



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

‐ 62 ‐ 

８月２０日に大洲市で開催を致しました説明会というのは、原子力規制委員会が７月１５日に、

四国電力伊方原子力発電所の３号炉の再稼働に向けた、安全審査の合格証となる審査書を正式に

決定したわけでございます。この８月２０日の説明会は、伊方原子力発電所の安全性等について

日頃から心配されているであろう、また疑問に思っていらっしゃるであろう事柄を率直に国に投

げかけ、国からも専門的な議論を理解できるよう、丁寧な説明をしていただくよう、ＵＰＺ圏の

５市町、宇和島市、西予市、大洲市、内子町、伊予市が国・県に対して求めていたものでござい

まして、大洲市でおこなわれたものは、内子町と大洲市と伊予市の共催という形で実施したわけ

でございます。内子町からは、議員の皆さん方、また自治会の役員の皆さん方、各種団体の役員

の皆さん方等々、７５名の皆さん方にご案内を差し上げたと、出席していただいたということで

ございます。資源エネルギー庁からは、エネルギー政策における原子力発電について。また内閣

府からは、原子力防災対策の取組みと国の支援体制について。原子力規制委員会からは、伊方原

子力発電所３号炉の設置変更に関する審査書の概要について。また、愛媛県からは、伊方原発に

係る原子力防災対策について。四国電力株式会社からは、伊方原発３号炉の安全対策についての

説明を受け、参加者が質問をし、それに応えるというものでございました。あの場を持つまでに

は、さまざまな国・県、関係市町との調整、すり合わせをやって、積み重ねをしてきたわけでご

ざいます。たしかに時間的な制約もあったと思いますし、また説明する側にとっても、限られた

時間内のことでございますから、完全だったということではないかもしれません。ただ、新聞に

載っておりました私のコメントについては、これは国・県の説明を受けて、国のエネルギー政策

はこういうものなのか。また、伊方原発の３号炉の安全審査は、このような視点でおこなわれた

んだな。使用済み核燃料の処理の問題は、まだまだ時間がかかる問題なんだな。こういったこと

が一定、参加者の皆さんには理解できたんではないかなという視点で、私はコメントしたわけで

ございます。ただ、もしかしたら、その件について多少の、やっぱり理解がうまくいかなかった

ということかもしれません。そういう意味で、私はコメントをしたわけでございます。先程、申

しましたように時間的には少し短かったという感はありますけど、私は開催できてよかった、そ

ういうふうに受け止めておるところでございます。それから、２つ目の専門的な原発に批判的な

専門家の意見も聞き、判断材料にすべきではないかというご質問でございますけれども、私は今

申し上げましたように、決して一方通行の説明会ではなかったという捉え方をしておりますし、

宮岡議員言われるように、批判的な専門家の方も意見もということでありましたら、ああいう形

式の説明会ではなくですね、シンポジウムとか、討論会とか、別の視点でそれはやらないと。あ

あいう場ではなかなか難しいのかなという捉え方をしております。現在のところ、開催する考え

は持っておりませんけれども、そういう多様な意見があるということについては、国の方に伝え

ないと行けないというふうに私は思っております。あと国保につきましては、また担当課長の方

から説明を致させますけれども、先般町民の皆さん方来られまして、懇談をさせていただきまし

た。その中で、私も前向きと申し上げましたのは、もうすでに国の運営主体が県になろうという

今、移行期に入っております。ですから、そこの中でもしこういったもので救えるようなシステ

ムが、みんなで共有できれば、私前向いていけるんじゃないかなというふうに思ってますけれど

も、そこのところは少し内子町でここが問題なんだ、制度設計した時にはこういうことなんだと

いうことをみんなで共有する、その時間もいるんではないかなというつもりで私は申し上げたわ
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けで、ご理解をいただきたい。細部に渡っては、担当課長の方が答弁さしていただきたいと思い

ます。以上でございます。 

○住民課長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

〔亀岡 弘住民課長登壇〕 

○住民課長（亀岡 弘君） 失礼致します。それでは、宮岡議員の質問にお答えを致します。ま

ずですね、１番目の国は低所得者対策強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた

財政支援を拡充し、約１，７００億円を予算化をしております。内子町の支援策の対象となる世

帯と被保険者数は、６月時点の数字で次の通りでございます。まず、２割軽減が３６５世帯、７

７６被保険者。５割軽減４８５世帯、９２８被保険。７割軽減１，０６３世帯、１，５０７被保

険者。合計１，９１３世帯、３，２１１被保険者が対象となっております。これは、全体の約６

割を占めております。 

次に２番目のですね、１，７００億円の財政支援は、保険基盤安定事業に充てられます。市町

村国保における低所得の被保険者に対する保険料軽減に対し、公費による助成を行うことにより、

国保財政の安定を図ることを目的としております。保険基盤安定事業は、「保険料軽減分」とそれ

から「保険者支援分」があり、１，７００億円の財政支援は、保険者支援分に充てられます。保

険者支援とは、保険料軽減の対象となった被保険者数に応じた保険者への財政支援について、国

が２分の１、県が４分の１、町が４分の１が公費で負担をします。平成２６年度の国の財政支援

は、８４７万２，０００円でしたが、平成２７年度は見込額ですが、２，３８５万３，０００円

で、前年度比１，５３８万１，０００円の増となっております。平成２６年度は、対象が７割、

５割でしたが、平成２７年度は、対象が７割、５割に加え、２割分が追加され、被保険者対象も

６９８人増加致しました。 

続いて、３番目の国民健康保険の保険税及び、病院窓口の一部負担金の減免につきましては、

制度は設けてはおりますが、災害等により生活が著しく困難になった場合などの、特別の事情の

場合に限られます。また、国保税については、現在、低所得者の軽減措置として、２割、５割、

７割の軽減措置を実施しており、その対象は、全体の約６割を占めております。平成２７年度か

らは、保険料の軽減判定所得の基準を見直し、２割と５割の対象者を拡大したところでございま

す。ご承知のように内子の国保財政は、赤字でございます。そのため、平成２７年度より１４．

５％アップをさせていただいたところです。県内市町もほぼ赤字傾向であり、国の財政支援によ

り、平成３０年度から国保財政の安定化を目指し、愛媛県による広域化が予定をされております。

保険税及び、一部負担金の減免につきましては、黒字会計が続いていれば別ですが、現在の状況

では、今後の黒字化を見通す事はできません。県の広域化と県内の他市町の動向を見極めながら、

今後さらに検討させていただきたいと思います。以上で、答弁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） それでは、一問一答に入らせていただきます。まず、最初に町長先ほ

どのご説明では、分かり易かったというのは国の取組みとか、会社がどういうことをやったかと

いうのが、分かり易かったというふうにご説明をされたわけでありますが、私どもも含めて町民
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は、そうは受け取ってないわけであります。そのことは今、いみじくも防災組織の代表者が会議

報告をされていたように、再稼働にありきの説明会であったというふうに、だいたいの人が受け

とられたんではないかと思うわけであります。それで、私は町長にひとつ、ぜひそういう部分に

ついて納得をしてもらえるような対応をとっていただきたい。それは、やはり安全が実際に確保

されないままに今、国や電力会社が拙速に再稼働に突き進もうと致しておるわけでございます。

今、この４年半でどんなに猛暑であっても、電力が不足したという事態は起きておりませんし、

だいたい９割前後で余裕をもった中で、電力事情は推移をしてきたと思うんであります。そうい

う中で、ぜひ町民が本当に納得できるという、私は、これはいくら説明しても今の現実、原子力

発電所の科学的な知見からしても、そういうことはできないと思うんであります。というのは、

使用済み核燃料をはじめとした放射能の処理技術というのは完成しておりませんし、そういう点

では、あの六ヶ所村の処理施設ももう長い間、機能不能になっているような状況であります。伊

方原発についても、行き先のない使用済み核燃料が多く貯蔵をされていると、そういう状況の中

で、私は再稼働ができるような状況ではないと思うんでありまして、そういう部分を本当に町民

の皆さんがどうなんかという判断のできるような会。町長も先ほど申されましたように、やはり

別の会でよろしゅうございますが、やはり批判的な専門家を交えたシンポジウム、これは実は今

までも、あの伊方原発３号炉のプルサーマル問題の時に、前加戸知事がそういうシンポをやられ

まして、加戸元知事のコメントでも非常にやってよかったということを言っておられるようであ

りますが、そういうような場を私は設けるべきではないかと。先程も申しましたように、国や県

がやろうとしない住民説明会をやるように持って行かれた、６人の首長さんには敬意を表するわ

けでありますが、しかし、それが住民からやったというアリバイ工作に使われるような会で終わ

らせてはいかんと思うんであります。そういう立場で、町長は先ほど申されたシンポジウムなど

の開催を、国や県に対して強く求めて行かれることが、町民の声を代弁することにもなるのでは

ないかと思うわけでありまして、そういうことに関しての町長のお考えを再度お聞きを致します。 

○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） シンポジウム等々のですね、話につきましては先ほど答弁したとおりで

ございます。町としては、その開催の考えはございません。また、住民の皆さん方がそういう多

様なご意見をお持ちだということについては、県の方へしっかりとつないでいかないといけない

というふうに思っているところでございます。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） そのようなシンポなどの開催を県などに求めるというような姿勢はお

持ちでないわけでしょうか。伝えるとは言われましたが、要求をしていくというような。それは

私は、町民に対する判断材料を提供していく責務が町にはあろうかと思うわけでありますが、再

度その点について。 

○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） 町としてもですね、いろんなことのできる範囲、限界というのがあると
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思うんですね。町民の皆さん方にそういう場を設けることは、とても大切だと私も思いますけど、

しかし、もう物理的にですね、どういうふうな人選をしていくのか、どういうふうな角度から開

くのか。これはもうそれぞれの団体組織等でやってもらわないとですね、行政でそこまでは出来

ないというふうに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） 町独自では出来ないと言われるわけでありますが、私が今言っておる

いのは、国や県に対して、以前プルサーマルの時に県が主催をして伊方と松山でやられた会があ

りますが、そのような会を私は、あの時以上に今は必要ではないかと思うわけでありまして、そ

の点について町が出来ないのであれば、せめてこのシンポについても説明会と同じように国や県

に働き掛けていく、その姿勢は持たれるべきだと思うわけでありますが、どうでしょう。 

○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） ですから、今、申し上げましたように、そういう意見も含めて多様な意

見があるということについては、申し上げるというふうに申したわけであります。 

○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） そういう意見があるということだけではなしに、やっぱしそういう場

を設けてほしいという要請のその姿勢が、私は、今は必要ではないかと思うわけであります。そ

れに関連してでありますが、今いろんなところで出ております。先の請願審査の委員会の審査の

中でも出ておりましたように、この安全基準というのは、世界一厳しい安全基準なんだから、大

丈夫だと。だから、再稼働を認めてもよいという意見もあることも承知しております。しかしな

がら、規制委員会の委員長自らがこの規制基準というのは、安全を保証するものではないと。聞

くところによりますと、あの基準というのは原発の操業に対する基準であって、安全性を保証す

るものではないということが言われておるわけでありますから、そういう点では、安全が１００％

保障される。そこまでちゃんとした説明なり、責任が取られない限り私は、再稼働をやってはな

らないと思うわけであります。今の規制委員会が言っております、規制委員会自身は言ってない

ようでありますが、政府や電力会社が世界一厳しい基準だと言っておる点については、どう町長

は受け止めておられるか。 

○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） 宮岡議員もこの間の説明会に参加されておられましたから、たぶんお分

かりいただいていると思うんですが、今の原子力では、絶対安全ではないという説明をしている

んだという質問に対してですね、国からは絶対安全であるとすれば、これ以上の対策は止まるこ

ともあるので、このような言い方になるという説明だったと思うんですね、ですから、国はこう

いうふうな考え方を持っているということだと思うんです。それで私は、規制委員会の委員って

いうのは、皆様方ご存知のように、これは法律に基づいて設置された行政委員会です、国の。そ

して、その委員は、衆参両委員の同意を得て内閣総理大臣が任命した委員でございます。その委
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員の皆さん方が専門的な視点等々も含めて真剣に議論をされ、一つの方向を出されたわけでござ

います。それらに基づいて今度県もですね、二重に三重にチェックをかけて今審査をし、一定の

方向が導き出されようとしているわけですね。私たちはこのことをちゃんと受け止めないといけ

ないという面もあろうかと思います。それ以上の反証すべき材料っていうのは、私たちにはない

わけでございますから。そこところは冷静に受け止めないといけないいうふうに私は思っており

ます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 電力会社とか、国が説明するというのは言わば、推進をするための発

言だと私どもは受け止めております。でありますから、一般町民も含めて、私どもも含めてであ

りますが、やはり批判的な専門家の意見も聞きながら、どう判断をしていくかと。その判断材料

の場を設けてほしいというのが、やはりそのシンポジウムなどの要求でありますから、これは私

は真摯に受け止めていただきたいと思うんであります。そのことを強く求めまして、原発問題に

ついては終わります。 

次に、国保行政についてお伺いを致します。先程、課長からご説明をいただきましたように、

２０１４年度の５００億円の使われ方と、それから本年度の１，７００億の追加された支援策の

中で、新たに７割、５割軽減から２割軽減も出来たんだということであります。しかし今、国保

行政の中で一番問題なのは、やはり払いたくても払えないような被保険者が数多くおられるよう

であります。私先般、税務課からいただきました国保世帯の所得階層についての統計資料をいた

だきました。それを見ておりますと、内子町でも所得なし層、これが全体の２９％おられるわけ

であります。それから、３３万の課税対象外の方を合わせますと、約４４％なんであります。そ

れから、国が示しております相対的貧困と言われる部分がどうも今、１２２万だと言われておる

ようでありますが、１２２万未満の世帯と言いますと、内子町で約７４％にのぼっているんであ

ります。そういう状況の中で、私は内子の滞納者の数を見ておりますと、非常に町民の皆さん、

努力をされてよく納めていただいておるなと。これに対する職員の皆さんのご努力に対しても敬

意を表しておるわけでありますが、しかし、今のような状況の中で、ちょっとした問題起きた時、

病気をするとか、いろんな時に滞納をするというようなことが起きておりまして、こういう低所

得者対策、法定軽減は先ほど説明いただきましたように、国の支援があるわけでありますが、実

際にそういう中で暮らしておられる皆さんが、いざという言う時に助けてもらえる制度。これは

やはり申請減免であろうと思います。しかし、今の制度の中では、やはり恒常的にそれを援助す

る減免制度がないわけであります。これについて先般の住民の団体から、町長とお話し合いをさ

れているのを私も横で聞かせていただきました。そういう中で町長自身もなんらかの返答をしよ

うという、非常に前向きなご発言でありましたので、そういう立場からしますと、私は今度の国

の支援策、一つにはこういう中で新たなそういう申請減免の制度を返答するというのは、他県で

も新潟の新発田市とか、それから広島三原市あたりでも、そういう動きがあるやに聞いておるわ

けでありますが、ぜひそのことを具体的に対応をしていただきたい。やはり、これは国の制度を

変えていく運動にもつなげていかなければならんと思うんでありますが、そういう立場でのご努

力をぜひお願いをしたいと思うんであります。と同時に、私この過程の中でお伺いをするわけで



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

- 67 - 

ありますが、実は今年１，７００億のこういう支援策がきております。しかし、内子町では予算

化その時点で出発しておりましたから、１，７００億の２，０００数１００万というのが内子に

来るというご答弁でありましたので、その金についてはどのように対応されるのか。国が言うそ

ういう低所得者に対する支援策としてどう活用をされるのか。これについてお伺いをしておきた

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も、一応ですね、２７年度の分につ

きましては、２割分が追加されまして、被保険者も６９８人増加したわけですけれども、それに

対して、いわゆる１，５３８万１，０００円の増につきましては、いわゆる被保険者支援分、い

わゆる内子町の低所得者層に対する２割から７割の、いわゆる低所得者に対する財源に充てられ

るということでございます。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） しかしその支援策については、私の記憶では間違っておれば指摘をし

ていただきたいと思うんですがありますが、予算化の段階でそういう説明はあったと思うんであ

りますから、１，７００億の金額がまだあの当時は表に出ておりませんでしたので、言わばその

金額は、そのあと出てきた金額でありますから、その時点までにそういう支援策というのは、予

算化されていたんでありますから、その部分の差額といいますか、１，７００億の分については

浮いているんじゃないかと思うんでありますが、それはどう使われるのか。 

○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） 予算の中に基本的には、組み入れられております。先程申し上げま

したように、一応、町の財源措置の中に一応入れてあるということでございます。 

○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） そういう申請減免などを進めておられる団体などの資料をみておりま

すと、平成２７年度については、その国から来た金というのは、使われないまま次に繰り越され

るんではないかというような危惧があるというような記事も見るわけでありますが、内子町では

そういうあれはないんでしょうかね。 

○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） そういうことはございません。 

○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） そういう中で、新たな支援策などについてどう対応されるのか。言わ

ば１，７００億の部分については、規定内中で予算化されて７割、５割、２割の減免をやるとい

う予算が組まれていたわけでありますから、その時点でもうほとんどその部分は、予算化されて
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いるわけでありまして、実際に１０月くらいに金額が明記されて、内子町へ正確な数字が出てく

るわけでありますから、それの言わば使われ方がどうなのか。再度、この点について伺っておき

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） 現在は見込みでございますが、たしかに先ほどおっしゃられました

ように、一応１０月時点できちんとした確定になると思いますけど、一応この見込みのはそのま

まで１０月の段階で最終確定をすると思います。 

○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） 最後に町長にお伺いしますが、先ほどから聞いておりますように、新

たなそういう支援策について。今後の方向も含めて、そういう部分について町長のご所見をお伺

いをしておきたいと思います。 

○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） 住民の皆さん方が来られた時に私も申し上げたんでございますけれども、

やっぱり社会的な格差っていうんですかね、これがやっぱり広がっているという認識は私自身も

持っております。どうしようもできない人に対して、税金をつぎ込んでいてもですね、きちんと

フォローしていくという社会制度設計そのものは、私はとても大切だというふうに思っておりま

す。そういう意味で、今の内子町の国保会計の中では、議員ご承知のようにこれは赤字でござい

ます、実質的にですね。なかなかそれを対応するというのは、非常に難しゅうございます。です

から、財源は当然、国に出してもらわないとですね、出来ないわけでございますね。そうします

と、先ほど申し上げましたように、事業主体が、運営主体が県の方に移行しようとする過渡期で

ございますから、そこの中で県内町村等々もですね、こういう問題、議論をして、新しい制度設

計を国に求めていくような、財源を含めてですね、これは努力して行かなくちゃいけないなとい

うふうに思っております。以上でございます。 

○議長（池田洋助君） 次に、泉 浩壽議員の発言を許します。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉浩壽君） ４番、泉です。 

〔泉 浩壽議員登壇〕 

○４番（泉 浩壽君） 通告書に基づきまして、２項目につきまして質問を致します。内子町は

町域の７７％を森林が占める林業の町であります。林業は、数十年単位で先を見通さないといけ

ない産業でもあります。昭和３０年から５０年代、木材需要が旺盛で、働く人もたくさんいまし

て、木が売れるので、資金も循環をしておりました。当時、小田地域には、１０カ所ほどの製材

所があり、住民の３軒に１軒くらいは何らかの形で林業に携わっていました。木材を切り出しま

したら、出しただけ売れ、山の資産価値は今の数倍であります。後継者も多く、地域は潤ってお

りました。現在、木材の低迷に比例して過疎化、高齢化が進行している現状であります。町は、
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国の地方創生事業を活用して、「林業６次産業化」の取組みをおこなっております。株式会社トビ

ムシと連携して、内子町における林業の現状や課題など、町内外林業関係者始め、キーマンとな

る方々とのヒアリングをおこない、平成２８年度を目処に「地域商社」を目指そうとしています

が、現在の進捗状況及び、今後の方向性をお伺いしたいと思います。 

 次に、自治区、自治会の再編についてですが、全国的な農山村部の共通の課題は、人口減少で

あります。様々な会合等へ出席しても、「少子高齢化」「限界集落」という言葉が冒頭のあいさつ

で話されることが常であります。昨年５月に日本創生会議の発表は、衝撃的でありました。この

まま少子化が進行すれば、２０４０年までに全国で８９６の市町村が消滅する恐れがあるという

ことであります。わが内子町も平成１７年１月１日に、内子町・五十崎町・小田町が合併して、

新内子町が誕生しました。町民の多くの方は、まちの将来に大きな期待をし、合併を喜びました。

この１０年間で病院誘致や学校、幼稚園等の統合、建設、観光施設整備など多くの事業が出来た

のも事実ではありますが、一方で町の原点である人、人口の減少は急激なスピードで進行してい

ます。合併当時、人口２万７９７人、世帯数７，３０６戸であったものが、１０年が経過して、

人口１万７，８６７人、世帯数７，２９２戸になりました。これは、合併時の予想をはるかに越

えるものであります。合併で、地域組織も大きく変化しました。「まちづくりは地域づくり」、「足

腰の強い地域をつくる」を基本テーマとする旧内子町の自治会制度に、五十崎も小田も移行し、

地域づくり計画書も策定してきました。しかし、人口減少、特に若者の減少等により、地域は地

域を維持することで一生懸命であります。地域の足腰は強くはならず、弱くなっていく一方であ

ります。内子町は、まちづくりの原点である地域が、自治会制度が、存続の危機に至っているの

ではないでしょうか。学校や幼稚園は、統廃合がおこなわれたのに対しまして、自治会・自治区

の統合は進んでいるのでしょうか。また、人口の町外への流失が数字として表わされていますけ

れども、町内での増減も進行しているように感じます。山間部から中心地へという人の流れによ

り、内子町内での地域格差が広がり、新たな町の課題になっていると思います。そこで、１点目、

自治区・自治会の世帯数、人口についてお尋ねします。自治区・自治会の数、そして人口、世帯

数の状況、また平均数、最大と最小の数、増加減少数も教えていただいたらと思います。２番目

に自治区・自治会で、現在統合の協議や検討をされているところはあるのか。あるとしたらその

見通し、また統合の話し合いで課題となっていることがありましたら、お聞かせ願いたいと思い

ます。次に、それぞれの町から支出している運営費の総額、平均、最大と最小の額、また算出根

拠をお教えいただいたらと思います。４番目に自治会・自治区が統合した時に、それぞれの運営

費はどのように変わるのか、統合優遇措置はあるのかをお尋ねします。最後に、自治会・自治区

の再編について、町長・教育長の基本的な考え、今後の政策、取組みについてお答え下さい。内

子町の町づくりは自治会制度でありまして、そのシステムは全国から注目をされてきましたが、

自治会制度の根幹は地域であります。その地域の元気、きらりと光る地域づくりを続けていくた

めには、地域の再編が今後必要なことと考えます。以上、質問とします。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽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。 

〔小野植正久産業振興課長登壇〕 
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○産業振興課長（小野植正久君） 私の方からは、林業の六次産業化についての、現在も調査し

ておりますけど、進捗状況等についてお答えをさせていただきます。林業を取り巻く環境は、依

然厳しい状況にございますけれども、この状況を何とか改善したいとの思いから、現在、林業の

活性化を目指し、森林資源を活用した六次産業化の方策を探るために、実績のある業者に委託し

調査を行っております。調査の進捗状況でございますけれども、町内にある未利用資源の発掘及

び活用方法を明らかにするため、４月から８月の５ヶ月間にわたり、町内外の林業・木材業、木

材加工業、観光・サービス業など、いわゆる第一次産業、第二次産業、第三次産業関連事業者、

約５０名へのヒアリングをおこない、実態の把握をおこなってまいっております。今後は、これ

らの成果を元に、地域の総合的な活性化を実現するため、地域に存在する森林を中心とした様々

な資源を活用し、消費者ニーズに対応した商品開発や販路の検討をおこないます。また、事業を

推進していくための母体となる組織のあり方や、参画者の整理を行い、事業推進上必要となる施

設や機械等の整備、事業資金の調達等についても検討し、本年度中には、地域内外の人が地域に

根付き、新たな産業の創出を図るための計画及び戦略を策定したいと考えております。また、来

る１０月１日には「林業６次産業化を目指して、里山資本主義から学ぶ」と題しまして、里山資

本主義でお馴染みの、株式会社日本総合研究所の、藻谷浩介さんらをお迎えを致しまして、講演

会を開催する予定にしておりますので、これらのことも参考にしながら、その取り組みを推進し

ていきたいと考えております。 

○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） それでは、私の方からは自治区・自治会の再編についてお答

えさしていただきます。まず、自治区・自治会の構成、世帯数ですけれど、今年の４月１日現在

の住民基本台帳による数字で申し上げます。自治区につきましては１５１で、一番少ない自治区

は山鳥坂で５戸の９人、多い自治区は西沖の２３６戸の６３７人となっております。自治会にお

きましては、４１の自治会ありまして、一番小規模なのが上田渡の２８戸６８人と、池田の２９

戸４９人。一番大規模なのが、城廻の４７９戸の１，７１３人でございます。増減があるかとい

うようなご質問もあったかと思いますが、ほとんど高齢化率は増えておるような状況です。ちな

みに、全町の平均ですけれど、平成２０年度と今年の分を比較しますと、３３．１％だったのが、

今年は３６．５％の高齢化率が増加しているというようなところです。内子町の場合は、小規模

高齢化集落というふうに呼んでおりますけれど、手元の資料で平成２３年が２５の集落がござい

ましたが、今年は４０集落という形で増加している様な状況でございます。行政区平均人口とし

ましては、今年１１７人でございます。 

次に、再編・見直しについてでございますが、昨年度まで取り組んできました行政改革におい

て、自治区おおむね２０戸未満、自治会においては５０戸未満を再編に向けた取り組みをしてい

こうという方針を立てましたけれど、あくまでも強制するのではなくて、自治区・自治会の自主

性に任せるというようなことで、取り組んで参りました。その結果、自治区におきましては、長

田１と長田２が統合して「長田」へ。池田１と池田２が統合して「池田」へ。臼杵１と臼杵２が

再編して「臼杵上」へとなりました。自治会におきましては、池田、上田渡などにおきまして、
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自治センターを中心にそこら再編の意向があるかどうかの協議を進めてきましたけれど、「やれる

ところまでは頑張るよ」というようなところで、単独の道を選択されて、現在に至っているよう

な状況でございます。しかし、現実に「どこまでやれるか」というような不安を持たれている自

治会もございますので、今後はこういった自治会と話し合いを進めていく必要があるかなという

ふうに考えております。 

次に、補助金の算出方法でございますが、４１自治会に「自治会運営費補助金」を交付してお

ります。この基準なんですが、固定額３０万円と住民基本台帳に登録されている世帯数に１，８

００円をかけた合計額を支給してます。平成２３年度までは、固定額を２０万円。世帯割を２，

３５０円をとしたもので算出しておりましたけれど、行政改革推進委員の方からの答申を受けま

して、３年をかけて現在の算出方法に変えたのは、議員も承知されてると思っております。自治

区におきましては、固定額５万円と世帯割１，９６０円をかけた合計額を自治会に交付をしてお

ります。 

次に、統合後の補助金でございますが、現行制度では統合しても固定分、現在は３０万なんで

すが、減少となる見込みでございます。そういったところで、取り組んでいきたいというふうに

算出方法となっております。 

最後に、このことについて教育委員会は、どう考えているかということですけれど、教育委員

会だけではなくて、行政全体として今までにも役場等から提出する書類の作成を簡素化したり、

役場からの依頼文書の回数を削減するなど、自治会等の運営支援をおこなってまいりました。し

かし、小規模高齢化集落、先ほども申しましたけど、現在４０の自治区と９つの自治会が５０％

を越えておりますので、こういったものが年々増加傾向にあることから、今年度は臼杵、池田、

御祓の３自治会をモデル的にどんな支援ができるか、どんな取り組みができるかなどを各部署で

対応しているところです。このような取り組みをおこないながら、自治区・自治会が合併・再編

が進まない原因はなぜか、また地域コミュニティが継続するためにはどうしたらいいのかという

ことを、関係住民と協議を進めたいというふうに考えております。できれば、１、２年後にはそ

ういたところ具体的な制度が設けられないかというところを考えておりますので、今後ともご指

導、ご協力をいただきますよう、お願い申し上げまして、答弁と代えさせて頂きます。よろしく

お願い致します。 

○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） 私の方にふられましたので、私の方からもお答えをしたいと思います。

自治区、そして自治会等々の統合につきましては、今、担当課長が申し上げた通りでございます

けれども、これは非常に大事な問題でございますし、厳しい問題でもあります。ただ、町としま

しても、それぞれ強制はできませんけれども、可能であれば、お互いに違った習慣の中でやって

きた組織が一緒になるわけでございますから、なじむためには若干の時間、いろんなものが必要

なのかなというふうに思ってますから、もしそういう動きになれば、弾力的にそこは運用してで

すね、地域の皆さん方がなじめるような環境はつくっていけるように応援しないといけないなと

いうふうに思っております。と同時に、やっぱり地域の皆さん方が元気を出して、やっぱり人数
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は少なくなったけど、がんばるぞと、まだまだやるぞというような、元気が出せるような、いろ

んな人たちの、役場だけじゃなくて大学等々も含めてですね、応援をしていくような仕組みとい

うのはもっともっと、やっぱりやらないといけないんだろうなというふうに思っておりますから、

いずれにしても、町づくりは地域づくりでございます。地域づくりはベースでございますから、

タッグを組んでこれからもしっかりやっていく必要があるというふうに思っております。以上で

ございます。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） それでは再質問で、最初の分ですけれども、今回の林業六次産業化事業

ですけれども、町民はおおいに関心を、そして期待を持っております。地方創生事業を活用して

株式会社トビムシと連携しまして、アドバイスを受けるわけですけれども、この交付金事業を申

請するにあたりまして、町として独自に、やはり最初に基本構想をもっておられたんではないか

と思いますが、その点お聞かせ願えたらと思いますが、よろしくお願いします。 

○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） 現在の調査を取り組むにあたってですね、町として基本構想

をということでございますけれども、これについては、林業については非常に厳しいというよう

なことがございましてですね、以前からそのことについて、林業の六次化ということについては

全国的にもあまり事例が無い状態であったんですけれども、西粟倉村でですね、木材を全て使い

つくすというようなことでの取組みがなされているということであることと、おととしのですね、

６月に職員がそちらの方に出向きまして、そこで研修を終えて、その取組みについて勉強して帰

ってきております。そういうようなこともございましてですね、ちょうど町の総合計画を策定す

るに当たりまして、ぜひ、そういうことをですね、位置付けてしっかりやっていこうというよう

なことで、プロジェクト１０の中にですね、森業として位置づけまして、今言われておりますよ

うな加工施設でありますとか、あるいは森業でいう、うちこんかいというようなことの取組みで

すね、そういうようなことも合わせて取り組んでいこうということで進めておる時にですね、ち

ょうど今の地方創生で、そういった事業が事業として取り組めるというようなことがありました

ものですから、かねて内子町でですね、そういった取り組みができないものかということを考え

ておりましたので、その事業を使わせていただいてですね、取り組んでいるというような状況で

ございます。一概にですね、六次化といいましてもなかなか非常に難しい問題が、おそらくとり

まとめて行くにしたがってですね、出てくるのではないかと予測はしております。また、そのあ

たりにつきましてもですね、またご相談なりさしていただきながら、前に向かっていきたいなと

いうふうに思っておりますので、どうかよろしくお願い致します。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉浩壽君） その事業の中に平成２７年度４月以降に、地域商社において２０人程度の

雇用を２０２０年を目処に目指すとあります。実は内子町には約２万３，０００から５，０００

ｈａの山林がございます。１ｈａあたりざっと計算しまして、２００から３００㎥の木材がある
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としましたら、５００万㎥の木材が眠っております。そうするとやはり、年間１０万㎥使用する

くらいな施設を作っていただきまして、そうすると５０年間安心して木材には心配がございませ

ん。ある程度そうすると、１００人規模の雇用が生まれるんじゃないかなと思っております。あ

る程度規模の大きなものにするべきではないかと思いますが、町長どうでしょうか。その点お伺

いしたいと思います。 

○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） 非常に規模的なものというのは、大事だと私は思ってますけど、ただ、

現実の問題としてですね、どの程度の規模になるのか。これから詰めないといけないんですけど、

ただ私は、林業を考えた時に、やっぱり場外満塁ホームランというようなものは、なかなか難し

い現状にある。ですから、一つ一つクリーンヒットでもいいですから、地道に一つ一つ技を出し

てですね、併せて１本というようなものがやっていく以外にないのかなというふうにも思ってお

ります。今後、今言われました計画を少しずつ詰めて行かないと。地域の人とも膝を交えながら

ですね、決めていきたいというふうに思っております。以上です。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） その点はよろしくお願いしまして、次の項目ですが、自治区・自治会の

人口世帯数の実態ですけれども、自治区においては、１００世帯を越えるところが数カ所あるの

に対しまして、１０世帯以下の自治区も５箇所あるようです。また、自治会においては、５００

世帯の自治会が２箇所あるのに対しまして、５０世帯以下の世帯が３か所。地形的な条件や生活

形態などがあることは十分に理解しておりますけれども、現状について行政、教育委員会ではど

のように考えておられるのか。特に、１０世帯以下の自治区はこのままでいいのか。地域条件等

によりそれぞれ世帯数の均等化は難しいとは思いますけれども、行政、教育委員会として概ね理

想とする、あるいは目指すべき世帯数があるとすれば教えていただいたらと思います。 

○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） まず、お断りをしておかなくちゃいけないんですけど、先ほ

どの答弁で１番大規模なのが城廻、４７９戸というふうに私の方言ってしまったんですけど、６

７９戸の誤りですので、訂正を申し上げたいと思います。 

ご質問の件なんですけど、１０戸未満の世帯について教育委員会、行政としてどう考えている

かというところのご質問なんですけど、この辺りが補助金というか、固定額等々の問題で、今の

現行では、合併をしたらいくぶんだけ減ってくるというところが、それが問題、その関係で統合

が進まない、再編が進まないようなことがあるようでしたら、それは見直していかなければなら

ないかなというふうに考えておるところです。基準となるような世帯とか戸数は持っているのか

というようなご質問ですけど、先ほど行政改革の大綱というか、そういったところで申しました

けれど、概ね２０戸未満ですとか、自治会においては５０戸というようなところが数字として出

てますので、そういったところを基準に、今後考えていきたいなというふうに考えております。

よろしくお願い致します。 
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○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） それでは３番目のですね、運営費の算出方法が固定額と世帯割額でおこ

なわれておると思うんですが、その固定額というのはどういう考え方があるのか。具体的には何

の経費なのかを教えていただいたらと思います。 

○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） 固定額、３０万円という数字を出させていただいております。

これはあくまでも自治会なんです。自治会にはさまざまな事業を抱えておったりとか、運営をす

るために必要だということで、当初は２０万という、これはあくまでも旧内子町時代からの自治

会制度の数字を入れた数字をそのまま使わせていただきました。でも、先ほども申しましたけれ

ど、行政改革推進委員から山間部の自治会については、やっぱり草刈ですとか、家が離れておる

ので移動時間、移動するのにも燃料代ですとか、いろんなところが必要だよと。市街地の自治会

は歩いてでも行けるけれど、山間部は車でも行かなくちゃならないとかいうような、そういった

ご意見等、やっぱり不均衡だというところもありましたので、そういった２０万から３０万とい

うような基準をさせていただいてます。算出はどんなものかということですけど、概ね自治会が

使っているものというふうにご理解をしていただければいいかなというふうに思っております。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 世帯割額においては、さまざまな活動費ではないかなと思うわけですけ

れども、固定額には施設の維持費が含まれているんだろうとは思うんですけど、ただ、ここで施

設のない自治会・自治区があるんではないかなと思うんですよね。そうするとそこらの考え方は

どう捉えたらいいのかをお教えいただいたらと思います。 

○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） 議員が言われた施設のない自治会というのは、おそらく自治

センター内に共有している自治会のことを言われておられるんだろうと推察しておるんですけれ

ど、たしかに東自治センター内に城廻自治会が併設されておりますし、大瀬自治センター管内に

大瀬自治会というのが中に入り込んでおります。たしかに、それぞれ残りの自治会につきまして

は、自治会館の維持管理等々もいるというようなところでしておるんですけれど、ただ、電気代

ですとか、汲み取り料等々については、町の方の負担で見さしていただいてますので、ほぼ施設

があろうが、なかろうが、あまり変わらないのじゃないかなというふうに考えておるところです。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 施設がある、なしで固定額が同額ということは、なかなか住民には説明

がしにくいんではないかなと思うんです。そうすると、やはり今後においてはですね、十分に検

討していただき、施設維持費的なものを自治会、公民館があるところには、移さしていただくと

いうようなことでいいんじゃないかと思うんですが。どうでしょうか。 
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○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） 自治会館をお持ちの自治会につきましては、当然、町の施設

ですので、修繕等々も町で見さしていただいてますので、十分今のままで、担当としてはいいん

じゃないかなというふうに考えております。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 運営費の格差においてはですね、やはり世帯数の多い所では補助金が多

く、そして世帯の負担は少ないと思うんです。そして世帯数の少ないところでは、補助金が少な

く各自の負担金が多いということになると思うんですね。これは、二重の格差となっているんじ

ゃないかなと思うわけですが、今後の運営費の算出についてはですね、ぜひ検討をいただきたい

というふうに思います。 

○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） 先ほど言いましたけど、２０万から３０万と世帯数を変えた

というところで、それぞれの自治会の負担というのも調査をささしていただきました。たしかに

市街地の自治会に住まれている方は負担が低いようですし、山間部の自治会に住まれている方に

ついては負担が多いと。そういったところをにらみながら、今回の改正をささせてもらって、ま

だ暫定的に３カ年で緩和措置をしながら、やっと今年から今の３０万と現行の世帯割にささせて

いただきましたので、そういったところを見計らいながら、もう少しそこを進めさしていただい

たらなというふうに考えてますので、ご理解いただいたらと思います。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 課長言われましたように平成２４年から３年にかけて、おぞらく２３年

度が２０万でして、固定額が。世帯割が２，３５０円。２６年に固定額が３０万の世帯割が１，

８００円となりました。これはですね、やはり固定額を増額、世帯割額を減額しました。ここが

大事なんですが、補助金の総額は変わってない。中でいろっとりますらいね。僕はそのパイを破

って、ある程度お金を入れてでも変えるべきではないかというふうに思います。必要な組織には、

増額するというような考え方をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○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） 議員も表をお持ちでお話をされていると思うんですけど、市

街地部分については、トータルとしてはマイナスになって、山間部の自治会については、増とい

う形になっておりますので、先ほどの繰り返しになるかも分かりませんけど、当面、まだ２６年

度で今現行制度が発したということですので、しばらくこのまま行かせていただいたらというふ

うに思ってますので、ご理解いただいたらと思います。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 
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○４番（泉 浩壽君） よろしく検討をお願いしまして、それでは４番目なんですけど、先ほど

課長言われましたけれども、自治区・自治会が合併、統合がおこなわれた場合、現行のままでは

ですね、その補助金が減額になりまして、そうするともう少しがんばってみるかと。やれるとこ

ろまでやってみようやと、いうことになると思うんですよね。やはり統合しても、補助金が減額

しない制度、むしろ、統合したら優遇措置、統合しても変わらんと、そうすると、先輩たちが築

き上げてくれた伝統、文化そういったことも継承できるんじゃないかと思うんですが、そこのと

ころどうでしょうか。 

○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） 議員からのご提案の部分は、十分承知しておりますので、そ

ういったところも含めまして、次年度の制度が改革できるようなところに取り組めればいいなと

いうふうに考えておりますので、もうしばらくお時間をいただいたらというふうに思ってます。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） やはり町が合併した時に、合併特例債があったと思います。そういった

ことで、５年とか１０年、そういった形で補助をしていただければと思っております。そこらま

たご検討いただいたらと思っておりますけれども。 

 それでは最後にですね、内子町の町づくりの基本は、自治会制度であると思うんです。しかし、

制度や補助金は策定したり、改正したり、廃止することには出来ますけれども、自治会の根幹で

ある地域は一度失ってしまうと、復活されることは不可能であります。基本理念である足腰の強

い地域を作る為に、地域の再編にやはり積極的に取り組むべきだというふうに思います。町が大

きく一つで輝くことより、地域、地域が小さくてもキラリと輝き、その小さな輝きが集まってこ

そ、町の輝きになる町づくりが出来るんではないかなと思っております。最後に、町長の答弁を

いただきまして、私の質問とします。 

○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） まさに、泉議員のご質問のとおりだというふうに私は思っております。

地域が頑張ってこそ町があるというふうに思っておりますから、今までも可能な範囲ご支援申し

上げましたけれども、これからもですね、やっぱりそれはその精神で、やっぱり町もやっていか

ないかんだろうというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（池田洋助君） 以上で、一般質問を終結します。 

 ここで１２分間休憩をします。午前１１時３５分から再開します。 

 

午前１１時２３分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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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 ４ 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４ 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。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、７月２４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、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。委員の意見において、「内子町の地元企業を考えたならば、アベノミクスの効果も表れてお

らず、時給１，０００円への賃金アップは、中小企業の経営を圧迫する危惧がある。すでに国に

おいて、中小企業支援基本法改正により中小企業を積極的に支援する方向にある。」との意見。ま

た、「経営者側から見るのか、一般労働者側から見るのかであるが、労働者の立場に立って、議会

として意見書を国にあげて、中小企業の支援を拡充、加速させていくべきである。」との意見。さ

らに「地域に若者を残すためには、賃金を上げて行くことが必要である。田舎から国に要望書を

あげて発信していくべきである。」などの意見がありました。採決を行った結果、この請願の採択

に賛成、反対が同数となりましたので、委員長の判断により不採択と裁決致しました。よって、

「受理第２号」は、不採択とすべきものと決定致しましたので、ここに、ご報告申し上げ委員長

報告を終わります。 

○議長（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。 

 山本委員長、席にお戻りください。 

 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） 私はこの請願を採択すべきという立場から委員長報告に反対の表明を

おこないます。この請願の趣旨について私はこの中身をここで再度読ませていただいて、やはり
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このことが、やはりこの内子町の暮らしや経営をどう支えていくか、そのためにも非常に重要な

必要なものという立場から発言をするものであります。この請願の趣旨を再度読まさせていただ

きます。 

 日銀の異次元の金融緩和によって株価が上昇し大企業の内部留保は増えましたが、労働者の実

質賃金は１７カ月連続で後退し、消費支出も減少し続けております。雇用も不安定な非正規労働

者が２，０００万人を越えました。雇用の流動化が推し進められ、非正規労働者が全労働者の４

割に達し、労働者の４人に一人が年収２００万円以下のワーキング・プアになっております。低

賃金で不安定な仕事にしか就労できず、自立も出産も出来ない人が増え、少子高齢化がますます

進行し、親の貧困が子ども達の成長・発達を阻害するという貧困の連鎖も社会問題化しておりま

す。 

今の最低賃金は、最も高い東京で自給８８８円、本愛媛県では６８０円、最も低い地方は６７

７円であります。毎日フルタイムで働いても、月１０万から１３万円の手取りにしかならず、こ

れでは健康で文化的な最低限の生活はできません。しかも、時間額で２１１円にまで広がった地

域間格差が労働力の地方からの流出を招き、地域経済をさらに疲弊させる要因となっています。

地域経済を再生させる上で、地域間格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要です。 

中小企業への助成や有志、仕事起こしや単価改善につながる施策を拡充すると同時に最低賃金

を改善することは、景気刺激として有効です。さらに公正取引の確立の面からみても、最低賃金

を生活保障水準に引き上げ、企業間取引の力関係の中で単価削減・賃下げが押し付けられないよ

うにして、適正利潤を含んだ単価を実現させることが大切です。 

 最低賃金法第３条には「最低賃金の原則」として「労働者の生計費」と同時に「類似の労働者

の賃金」や「支払い能力」が併記されています。大企業の経済活動に大きく左右される、「雇用者

一人あたりの雇用者報酬」「１就業者あたり年間販売額」「１就業者あたり年間事業収入額」など

が地域ランクの判断要素とされ、政府や使用者側は、これらを盾に劣悪な労働条件の多い小零細

企業の労働者との賃金で比較をしています。それが「生計費」原則を無視した地場賃金を低くお

さえ、地域間の賃金格差を固定・拡大しているのです。 

 憲法では「すべて国民は、法の元に平等」「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利を有する」とされ、労働基準法は第１条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を

営むための必要を充たすべきものでなければならない」としております。そして低賃金法第９条

は、最低賃金は生活保護を下回ってはならないとしております。最低賃金の地域格差をなくして

大幅に引き上げ、中小企業支援策の拡充を実現をするということは、私は内子町の置かれている

働く全ての皆さん、そして中小企業で苦労しておられる皆さん方の支援につながると思いますの

で、この請願は当然採択し、国に対して意見を上げるべきという立場で委員長報告に反対を致し

ます。以上です。 

○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。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 私は、委員長報告に賛成の立場で討論致します。地域で雇用の大半を占

める中小企業は、地域経済の重要な担い手であります。国もそのような中小企業の活性化対策や
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振興策に力を入れております。今、景気は上向いていましても、まだ地方では実感できていない

状況であります。この本請願では最低賃金の大幅な引き上げを言われておりますが、賃金が中小

企業の生産性の伸び以上となれば、今の経営環境が安定していない地方の中小企業には負担が重

くなり、逆に雇用にも影響が出るのではないかと考えます。この事からも私はこの本請願につい

ては不採択に賛成致します。以上です。 

○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「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」の採決に入ります。 

本案に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を委員長報告のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（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 ５ 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（総務文教常任委員会付託のも

の） 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 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。 

この請願は、６月定例会において、総務文教常任委員会に付託し、閉会中の継続審査となって

いたものであります。総務文教常任委員長から審査結果の報告をお願いします。 

泉 浩壽委員長、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） ご報告を申し上げます。まず、平成２７年６月１９日、

閉会中の当委員会に付託されました「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」について、８月５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、伊方原発３号機が新規制基準に適合しても安全性が確保さ

れるとは思えない。南海トラフ大地震が起きても安全が保障されるまで再稼働をしないよう国に

意見書を提出することを求めています。協議において、委員から「核燃料の最終処分、行き先が

決まっていないままで再稼働することは、危険性が今後も増えて行くことを容認することとなる。」

とし、請願に賛成する意見。また、「国が示した規制基準は世界トップレベルだと信じる。伊方原

発３号機はその基準に適合していると判断された。」との反対意見。他の委員からは、「再稼働し

てもしなくても共にリスクはある。むしろ運転しないと事故対処技術が継承されない。」との反対
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意見がありました。採決の結果、この受理第３号の採択に賛成する委員は少数であり、不採択と

すべきものと決定しました。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。 

○９番（才野俊夫議員） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫議員） 私は請願者の紹介議員として審査に参加さしていただいた者としてで

すね、委員長に何点か質問させていただきます。８月５日の審査においては、本人の都合もあっ

てですね、請願者が出席できませんでした。たまたま今日の地方新聞でですね、福島事故を受け

て内子にＩターンした方の思いが書かれております。ぜひですね、この思いを再度、委員会とし

て取り上げていただいて、審議をしていただいたらと思うんですが、委員長のお考えをお伺いし

ます。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 先ほど、結論を出しました。ですので、それについては

発表を控えさしていただいたらと思います。 

○９番（才野俊夫議員） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫議員） 反対が少数、賛成が多いということで委員長採択ということになって

おるんですが、しかしながらですね、平成２４年にこの議会において、同じような同種の請願が

あって結果は否決されました。しかしですね、その時にですね、内子町議会として脱原発を目指

して、町に意見書を出そうという総意で意見を作成し、提出した経過があるんですが、それにつ

いて委員長のそういう今後、お考えはあるかないかをお伺いします。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） その質問につきましては、発言を控えさしていただいた

らと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 委員長に１点質問をさしていただきます。先程安全基準の問題はご説明

があったんですけど、当町では３０キロ圏内に黒内坊の一部がかかるということですが、ひとた

びですね、福島のような事故が起こった場合には黒内坊の人たちだけじゃなく我々も含めて被害

の対象になろうかと思いますが、万が一の場合の避難の関係等は議論されたのかお伺いします。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 先ほど発表さしていただきましたので、その点につきま

しても発言は控えさしていただいたらと思います。その点については議論してないです。 

○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） この請願を不採択にする理由として、２点ほど挙げられたと思うんで

す。１点は世界最高基準の規制基準で審査をしたから安全だと。それからもう一点は動かしても

動かさなくてもリスクがあるんだから、動かした方が今後の対応としてはやりやすいんではない

かという意見の２点が出されておりまして、これは新聞報道でも出されております。私も委員会

傍聴さしていただいておりましたので、この２点について、私は総務委員会でどう合意といいま
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すか、思いが一つではなかったように思いますが、委員長として取りまとめにあたって、この問

題についてどういう対応で取りまとめられたのか。その点だけ。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 委員で慎重に議論した結果、皆さんの意見を聞いてそう

いう決断を致しました。 

○議長（池田洋助君） これにて質疑を終結します。 

 泉 浩壽委員長、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） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 本請願は再稼働反対という強いものではなくて、東南海地震が起きて

も大丈夫だと、それが保障されるまでの間、再稼働しないようにという非常にゆるやかな請願で

あります。特にこの請願者は栃木県からこちらの方に移住をして来られて、今朝の新聞でも報道

されておりましたけれども、栃木県の足利というところは福島原発の事故の当時、放射能のスポ

ット地域としても名前が挙がっていた地域ではないかなと思うわけでありますが、そういうとこ

ろからこちらの方へ移住をして来られて、内子の、町づくりの環境を大切にするまちづくりを、

非常に自分の気持ちと一致するというようなことで来られたと思うんでありますが、そういう流

れの中での採択であります。反対という強い立場での請願ではなくて、安心できる保証がされる

まで、再稼働についてはさせないでほしいという、非常に請願者の気持ち、これは私は内子町民

として大事にしていく必要があるんじゃないかと。私自身は再稼働に反対の立場でありますが、

しかしそういう緩やかな形での請願でありましても、それは町民として大事にして、やっぱこの

ことは国や県に対して伝えていくいうことは大事ではないかと思うわけであります。そういう立

場から委員長報告には反対をするものであります。以上です。 

○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。 

○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） 私は委員長報告に賛成の立場で討論致します。この請願審査をおこな

うにあたりまして、前段で全員協議会、四国電力関係職員等々、説明者を招きまして多くの説明

を受けました。そういった中から委員会では不採択というような判断をしたわけでございます。

現実的に東北大震災、あそこに関してはプレートとプレートの重なりあった分、それが変動した

時の隆起によって地震、津波が発生した。しかしながら、伊方原発が立地している場所っていう

のは岩盤の上でもあり、下には横並びの構造線、横並びの線が入っていたと。東南海、南海トラ

フ大地震が起きた際にでも、最高津波到達地点がおそらく８ｍというふうな説明もあったかに思

われます。立地している場所は、海抜１０ｍ。その上にですね、今回、原子力規制委員会におい

て事故発生時における安全対策、並びに現地の状況、つぶさに勘案した中で、再稼働に問題はな

いだろうというふうな結論も出されております。先程の宮岡議員の一般質問にもありましたが、

全ての原発が停止した状況の中でも電力は十分供給できたのだから、原発の再稼働は必要ではな

いというふうなご意見もありました。しかしながら、国のエネルギー政策を考える上で、一番必
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要なのは宮岡議員もおっしゃられた安全性の確保、並びに安定的な電力供給、安価な料金、そし

て環境への負荷を総合的に考慮する必要があろうと思います。発電方法には、水力、火力、自然

エネルギーを利用する最近増えてきた太陽光、風力等がありますが、それぞれ発電方法には強み

も弱みもあります。特に火力発電においてはＣＯ２を多量に発生し、地球温暖化の原因にもなっ

ております。近年の異常気象が、地球温暖化が原因だとも言われております。今後、全体的なリ

スクを分散させるためにも、特定のエネルギーに偏ったことなく、快適な電源構成を構築する必

要があると思います。原子力発電も古くなった部分もあります。古くなった部分に関しては、ま

た国の方で廃炉計画とかいろんな計画も組まれております。将来的には私も原子力発電にとって

変わる発電方法が構築されれば、将来的には原子力発電、全基停止という方法も採れようとは思

いますが、現段階では国がします２０％程度の発電機能は必要だと考えております。最終的には、

立地自治体の伊方町、及び県の判断にゆだねる事になろうとは思いますが、それまで我々として

は、現段階では再稼働も致し方ないのじゃないかというふうな判断にたちまして、委員長報告に

賛成を致します。 

○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「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」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。 

 本請願を委員長報告のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（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。 

 

○議長（池田洋助君） ここで５５分休憩します。午後１時より再開します。 

 

午後１２時０３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。 

 

日程第 ６ 発議第 ５号 内子町議会会議規則の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 発議第５号 内子町議会会議規則の一部改正について」を

議題とします。 

提出者であります、議会運営委員長に趣旨説明を求めます。 

中田議会運営委員長、登壇願います。 

○議会運営委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田議会運営委員長。 
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〔中田厚寬議会運営委員長登壇〕 

○議会運営委員長（中田厚寬君） 内子町議会会議規則の一部改正について。内子町議会会議規

則の一部を改正する規則を別紙のように定めることにつき、地方自治法第１０９条第６項及び内

子町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。平成２７年９月７日提出。提出の理由、

議会における欠席の届け出の取扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席の届け

出について新たに規定するものである。 

 内子町議会会議規則の一部を改正する規則。内子町議会会議規則（平成１７年議会規則第１号）

の一部を次のように改正する。第２条に次の１項を加える。「２ 議員が出産のため出席できない

ときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。」附則、この規則は公

布の日から施行する。 

以上です。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑をおこないます。質疑はありませんか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） この規則の改定、これは非常に大変喜ばしいことだと思うわけであり

ますが、その中で日数を定めてとありますが、だいたい出産の場合の欠席が出来る日数というの

はどのくらいを予定しておられるのか。 

○議会運営委員長（中田厚寬君） この日数のことまでについては、把握をしておりません。 

○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） 非常にこれ重要なことではないかと思うんでありますが、この分、私

どもとしては、やはり十分休養が出来る、母体が休養が出来る部分いうのが必要ではないかと思

うわけでありますが、答弁をいただいたら。 

○議会運営委員長（中田厚寬君） 産前が６週間、産後８週を規定するものでございます。 

○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） 一般の労働者と同じような形と受け止めてよろしゅうございますか。 

○議会運営委員長（中田厚寬君） はい、そのようです。 

○議長（池田洋助君） これにて質疑を終結します。 

 中田委員長、席にお戻り下さい。 

これより討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 これより採決をおこないます。「発議第５号 内子町議会会議規則の一部改正について」原案の

とおり決することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「発議第５号」は原案のとおり可決されました。 
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  日程第 ７ 報告第 ５号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書

類の提出について 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 報告第５号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営

状況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第５号、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明す

る書類の提出についてでございます。この案件につきましては、その内容を産業振興課長に説明

致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（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） それでは資料ナンバー２の１ページをお開きいただきたいと

思います。会社全体の所から入らせていただきます。総売り上げは、対前期比０．１％減の６億

８，７８８万円でございましたが、目標達成率、９４．６％と目標を越える事ができませんでし

た。各部門の売り上げを見ると、８月の冷夏の影響を顕著に受けたシャーベット工房、拡張工事

による製造休止をしていた燻製工房などにおいて、売上減となりました。一方で人件費や原材料

などについて各部門のコスト削減意識が強化され、経営状況は堅調に推移をしております。最終

的な経常利益は約５００万円となっております。具体的な内容につきましては、次の２ページか

ら１２ページにかけてそれぞれ部門ごとに載せておりますので、お目通し頂きまして、決算内容

について説明をさせていただきます。 

１３ページからの決算報告書をお開き下さい。ここから決算報告書でございます。１４ページ

の貸借対照表でございますけれども、左側の資産の部から説明をさせていただきます。まず、流

動資産ですが、現金、預金、売上債権、棚卸資産、その他流動資産合わせまして、中段の流動資

産の合計が１億３，３３９万９，７８８円でございます。その下の段、固定資産でございますが、

有形固定資産、無形固定資産、投資等を合わせた固定資産の合計が２，１９９万６，９２８円。

流動資産と合わせまして、資産の部合計、１億５，５３９万６，７１６円でございます。次に右

側の負債の部等について説明をさせていただきます。流動負債の部合計が６，０５３万６，０８

５円でございます。次に資本金などの純資産の部合計が、９，４８６万６３１円。負債・純資産

の部の合計が資産の部合計と同じでございまして、１億５，５３９万６，７１６円となっており

ます。 

続きまして、１５ページの損益計算書について説明をさせていただきます。売上高でございま

すが、上の方からレストラン売上、直売所売上など、それぞれの売り上げを含めました売上高の

計が中段にございます。３億７，８３７万９，０１６円でございます。次に、売上原価等でござ

いますが、中段から下でございます。期首商品棚卸高が２，９０８万８，１６５円。レストラン



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

- 85 - 

の原材料、シャーベット材料仕入れ、燻製工房仕入れなどの当期商品仕入れ高が１億４，７０１

万９，６３９円でございまして、合計が１億７，６１０万７，８０４円でございます。これから

期末商品棚卸高を差し引いた売上原価の計が１億５，００３万７６２円でありまして、売上の最

終の総利益は、２億２，８３４万１５４円でございます。その中からさらに下の方の販売費・一

般管理費計２億２，８５０万２１７円を差し引きました営業利益は、マイナス１６万６３円に。

営業外収益等を加え最終の経常利益が、次のページでございますが、１６ページの右の方にござ

います、５００万８，２７３円ということで、さらにそこから法人税、住民税などを差し引きま

した最終の当期の利益が３８８万２，０２１円となっております。また先ほど申し上げました販

売費及び一般管理費の内訳につきましては、１７ページを見ていただいて、その他の計算書等に

つきましては、１８、１９ページに載せておりますので、お目通しをお願い致します。以上で、

説明を終わらせていただきますけれども、今期の最終の売上目標額は、７億２，５００万円を掲

げ、今売上増に鋭意努力しているところでございます。議員各位におかれましても、からりの売

上営業にぜひともご協力いただきますことをお願い申し上げまして、決算報告とさしていただき

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。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） この決算書には、たぶんからりは松山へ出店を、店を構えてするとい

う話を聞いておるんですが、今回の決算書には一切どこにも書いてないんですが、あれはどがい

になっているのか、説明だけでもお聞かせを願いたいと思うんですが。 

○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） 椿店のですね、概要についてご説明させていただきます。今

回報告させていただきましたですね、決算書の中には入ってございません。今年のですね、８月

１０日に椿店オープンをしておりまして、営業に関しましてはですね、日曜日を除く週６日とい

うことの営業になってございます。午前１０時から午後７時という状況になっております。カッ

ト野菜とかですね、あるいは惣菜の量り売りということを目玉にしながら、計画をしておるとこ

ろですけれども、現在のところはですね、すべてのまだ機械、量りとかですね、一部そろってお

りません。そういう状況で１０月にはですね、本来目指しておるような運営・営業が出来るかな

ということの状況でございます。今のところ、聞きますところでは、順調に進んでいるというよ

うなことをお聞きはしております。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） だいたいのことは分かったんですが、椿店を出すことにおいて総額い

くらくらいかかるのか。聞かれるんですよ。私もからりに出店をしよるので。おたく議員さんだ

から分かっておるでしょうと。聞かれるんですが、一切分かりませんということを今言っておる

んですが、できれば店を出すのに総額、おおよそいくらというのさえ分かれば教えていただいと

ったら、からりの出店者の皆さんに、おおよそこのくらいかかるのよという話ができるんですけ
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ど。今のところは一切できません。ですから、分かるだけでかまんので。おおよその金額を教え

ていただいとったらと思うんですが。 

○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） 当然新しい店舗、コンビニエンスストアの後をですね、建物

そのものがある所に入っております。当然、什器、備品とかですね、先ほど言いましたいろんな

ちょっとした、そういう量り売りの機械ですとか、あるいは会計システムみたいなそういったも

のが必要になります。で、約それらの経費がですね、１，０００万弱かかっております。これに

つきましてはですね、からりさんの方で国の補助事業に申請をされてですね、その事業の中で動

かれているということで、３分の２の国費を受けながらその整備をされているというような状況

にございます。あとはですね、私の知っている限りでは、当然家賃がかかって参りますので、そ

の家賃が当然かかるということでございます。これはちょっと定かではないんですけど、数十万

というふうに聞いております。今の費用につきましては、先ほど申し上げました１，０００万弱

というふうに聞いております。 

○議長（池田洋助君） 他にありませんか。 

〔「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。 

 本件は報告事項であります。 

よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第 ８ 報告第 ６号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 報告第６号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明す

る書類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第６号、小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出

につきましては、その内容を小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申

し上げます。 

○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  正岡小田支所長。 

〔正岡和猶小田支所長登壇〕 

○小田支所長（正岡和猶君） 報告第６号、小田まちづくり株式会社の経営状況についてご報告

致します。資料２の黄色い表紙からになります。この小田まちづくり株式会社の第１４期経営状

況につきましては、去る８月２４日に定時株主総会が開催され、承認されたところでございます。 

それでは、１ページをお開き下さい。第１４期の営業報告でございますが、小田の郷せせらぎ
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の管理運営業務と致しまして、特産品販売施設「せせらぎ」の利用客数、７万９，００６人。対

前年度比９８％。売上額６，２８１万６，４７７円で対前年度比１００％となっております。ま

た、特産品加工販売施設「かじか亭」の来客数１万３，６６１人。売上額９７１万４，１２５円

で対前年度比、１０３％と増加しております。売上別出荷数につきましては、２ページの表のと

おりとなっておりますのでご覧いただいたらと思います。 

次に、３ページ、事業報告でございます。今年度は小田の郷せせらぎがオープンして１０周年

を迎え、１２月に記念イベントを実施しております。その他、内子町が東京巣鴨でおこなってお

ります内子フェアの出店。せせらぎデーの開催。また、県内のイベントや小田深山のイベント等

に参加して、商品販売と同時に小田の郷せせらぎのＰＲ活動をおこなってきました。 

次に、５ページをお開き下さい。貸借対照表でございます。まず、資産の部でございますが、

流動資産が現金、預金、売掛金、棚卸資産等を合わせまして、１，９４０万３，１９８円でござ

います。次に、固定資産の合計が１，３５２万７，３６１円。その内訳は有形固定資産１，３１

８万８，０１１円。無形固定資産３３万９，１５０円。投資その他資産２００円でございます。

資産の部の合計は３，２９３万５５９円となっております。次に負債の部ですが、流動負債は買

掛金、未払い金などを合わせて４６４万１，４９６円となっております。固定負債はございませ

ん。次に純資産の部につきましては、資本金３，５３５万円に利益剰余金のマイナス、７０６万

９３７円を加えた純資産の部合計は２，８２８万９，０６３円となっており、負債・純資産の部

の合計は３，２９３万５５９円となっております。 

続きまして６ページ、損益計算書です。売上高の合計が２，５０８万３，０６２円。売上原価

の合計１，１２５万２，１４６円を差し引きまして、売上総利益は１，３８３万９１６円です。

販売費、及び一般管理費が１，３７４万６，８０４円でございます。これは７ページに詳細を載

せております。売上総利益からこの販売費、一般管理費を差し引いた８万４，１１２円が今期の

営業利益です。この営業利益に営業外収益９万６，９３９円を加えて、営業外費用７万円を差し

引きまして、営業利益が１１万１，０５１円でございます。これに本年度は特別受益と致しまし

て、５５８万４００円ございます。これは今期、電気自動車の急速充電器を設置しました。この

事による補助金収入でございます。なお、この事業は費用後の全額を国庫補助金及び自動車会社

による合同会社負担となっており、内訳と致しまして、国庫補助金分、３５５万円。残額が自動

車４社の合同会社分が２０３万４００円でございます。国庫補助金分は当該年度において圧縮償

却ということから、次の特別損失において３５５万円を償却しております。種々の税額１８万３，

３１８円を差し引きました、１９５万８，１３３円が当期の利益となっております。 

次の７ページには先ほど申し上げました販売費、一般管理費の内訳を。８ページから９ページ

は株主資本変動計算書。利益剰余金内訳書でございます。 

１１ページからは第１５期の事業計画及び収支予算書となっております。内容につきましては、

お目通しをいただいたらと思います。第１５期は、施設全体の売上を前年度比３％増を目標とし

て、収益事業に伴いますイベントの開催や、農産物のブランド化、加工品開発を通じまして、加

工施設そよかぜの再開を目指しながら、この道の駅、小田の郷せせらぎの健全経営におきまして、

取締役会、生産組合、職員が連携し、より一層の努力をすることを確認しております。以上、簡

単ではございますが、小田まちづくり株式会社の経営状況の報告とさせていただきます。 
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○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。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 一点だけ、お聞きします。電気自動車用急速充電器を設置したとありま

すが、これまでの利用状況を分かれば教えていただきたいと思います。 

○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  正岡小田支所長。 

○小田支所長（正岡和猶君） ４月から６月の分でございますが、３２件の利用者がございます。 

○議長(池田洋助君)  他に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。 

 本件は報告事項であります。 

よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第 ９ 報告第 ７号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 報告第７号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況

を説明する書類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第７号、公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書

類の提出につきましては、その内容を自治・学習課長に説明いたさせますので、よろしくご審議

の程、お願い申し上げます。 

○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） 報告第７号、公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を

説明する書類の提出についてご報告申し上げます。ナンバー２のオレンジ色の次をお開き下さい。

まず、平成２６年度の事業報告ですが、財団法人設立２０周年という節目を迎えたことによりま

して、国際理解、異文化交流などを実施しながら、将来を担う人材育成や活力ある地域社会に寄

与する各種事業をおこなってきました。事業は大きく広域目的事業と４ページにあります法人管

理部門の２種類に分かれます。 

まず、１ページの広域目的事業からご報告申し上げます。１の促進交流事業についてですが、

１ページから４ページ中段の事業をおこないました。その中で３ページから４ページにかけてあ

ります（４）の財団設立２０周年記念事業、アからウの事業を取組みましたので、ご確認をいた

だいたらと思います。 
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次に４ページ中段のところの２の助成事業と致しまして、横田光敏教育委員を団長とする第２

０回青少年海外派遣事業を１０月２７日から１０日間の日程で、１３名の中学生をローテンブル

ク市とフィンランドのヘルシンキへ派遣させました。また、ライオンズクラブから１名分の派遣

費用分として、１５万円もいただいております。次に２の分については、お目通しをいただいた

らと思います。 

 次の５ページにあります、法人管理につきまして、１の理事会及び評議員会、２の特定資産運

用管理委員会、３の研修・会議等の出席、４の職員の状況、６ページ、７ページにあります、役

員等の状況については、お目通しの方をよろしくお願い致します。 

 次に、収支決算書類についてご報告申し上げます。まず８ページの貸借対照表、真ん中どころ

の当該年度の欄をご覧下さい。科目の大きいⅠ、資産の部で１の流動資産ですが、普通預金と未

収金を合わせました合計が２７６万９，６５０円で、２の固定資産の特定資産合計が２億４，１

０７万１，４３５円。流動資産と固定資産を合わせました資産合計が２億４，４２９万９，００

５円です。大きな２の負債の部で、１の流動負債は未払金の負債合計１７万９，５７２円。大き

なⅢの正味財産の部の１の指定正味財産の合計が２億４，１０７万１，４３５円。２の正味財産

の合計が２億４，４１１万９，４３３円で、一番下の負債及び正味財産の合計が２億４，４２９

万９，００５円となっております。 

次の９ページ、正味財産増減計算書、会社でいいます、損益計算書となっておりますが、真ん

中どころ、合計（Ａ）の欄をご報告申し上げます。まず、大きなⅠの一般正味財産増減の部１の

経常増減の部の（１）経常収益の特定資産運用益６４９万９，２２８円で、事業収益の外国語講

座及び、各種事業会費等の合計が９６万１，８００円。先程申しました、ライオンズからの寄付

金を含めまして、受取寄付金等が３０万６４０円となります。経常収益合計が７７６万４，９２

４円です。次に（２）の経常費用の事業費の主なものとして、職員の給与手当、青少年海外派遣

助成金１３名分ですが、その分等を含めまして、事業費合計が６６４万５，６９７円となります。

次に、管理費の合計が１２０万９，６９９円で、経常費用の合計が７８５万５，３９６円となり、

経常収益と経常経費を差し引いた当期経常増減額が９万４７２円のマイナスとなります。 

次に１０ページにあります、前年度繰越金にあたります、一般正味財産期首残高が３１３万８，

４７０円で、一般正味財産期末残高が３０４万７，９９８円となっております。次に大きなⅡの

指定正味財産増減の部の指定資産評価損益等の合計の当期資産増減額が２８５万８，０１４円と

なっており、以上のことにより大きなⅢ、一番下の分ですが、正味財産期末残高が２億４，４１

１万９，４３３円となっております。 

続いて１１ページは、財産目録となっておりますので、この貸借対照表にあります資産及び負

債の内容を掲載したものですので、お目通しの方、お願い致します。 

最後に、１２ページから１５ページにかけまして、平成２７年度の事業計画、１６、１７ペー

ジが収支予算となっておりますので、ご参照いただいたらと思います。以上、報告第７号につい

ての報告とさしていただきます。よろしくお願い致します。 

○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。 
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 本件は報告事項であります。 

よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第１０ 報告第８号 健全化判断比率の報告について 

  日程第１１ 報告第９号 資金不足比率の報告について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１０ 報告第８号 健全化判断比率の報告について」及び「日

程第１１ 報告第９号 資金不足比率の報告について」以上の２件を一括議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第８号、健全化判断比率の報告について及び、報告第９号、資金不

足比率の報告について、この２つの報告案件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律により議会に報告するものでございます。内容につきましては、総務課長に説明致させ

ますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○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） 報告第８号、健全化判断比率の報告と、報告第９号、資金不足比率

の報告について説明を致します。地方公共団体の財政の健全化に関する法律により財政の健全化

判断、財政の早期健全化判断、財政の再生判断の３つの指標につき、監査委員の審査に付し、そ

の意見をつけて議会への報告及び公表が義務付けられております。 

議案書１の１０ページをご覧下さい。その指標を報告第８号の一覧表で示しております。実質

赤字比率と連結実質赤字比率、実質公債費比率のフロー指標と将来負担比率のストック指標でご

ざいます。企業会計には、１１ページの報告第９号の一覧表に示しているように資金不足の比率

を示す指標ということになります。これらの５つの指標によって財政運営の健全化等を示すこと

になっております。 

 報告第８号、健全化判断比率の報告について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第

３条第１項に規定する平成２６年度の実質赤字比率及び連結実質赤字比率は黒字となっているた

め該当なしで、実質公債費比率は８．６％、前年度は１０．３％でした。１８％を越えますと、

新たな財政計画や、起債発行にあたって、県との協議が必要となってまいります。将来負担比率

の該当がございません。前年度も同じで基準内となっております。また、それぞれの項目にある

カッコの数字は、イエローカードにあたる早期健全化基準の数字となっております。報告第９号、

資金不足比率について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第２２条第１項に規定する

平成２６年度の資金不足比率は、３つの事業会計において資金不足は発生しておりません。参考

数値、イエローカードにあたる経営健全化基準の数字が入っております。以上、報告第８号及び

報告第９号は、７月３０日、役場本庁会議室におきまして、片岡代表監査員、下野監査員の審査

を終えましたので、議案説明資料ナンバー８の８月２４日付け審査意見を付して、本日内子町議
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会９月定例会に報告するものでございます。よろしくご審議の程、お願いを致します。 

○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。 

よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第１２ 報告第１０号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１２ 報告第１０号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の

提出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１０号、内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出についてで

ございますが、その内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申

し上げます。 

○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、報告第１０号、内子町教育委員会の点検・評価の書

類の提出についてご説明申し上げます。まずはじめに、ちょっとお断りを申し上げます。この法

律、１２ページの法律第２７条第１項となっておりますが、４月１日から２６条へと変更になっ

ておりますので、申し訳ございませんが、２６条に訂正をお願いしたいと思います。ただ、内容

につきましては、現行の２７条でいっておりますので、報告書の方は２７条の抜粋ということに

なっておりますので、説明をさせていただきます。 

それでは、資料ナンバー３の１ページをお開き下さい。趣旨でございますが、平成１９年６月

に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、各教育委員会は、毎年その教育行政の

管理執行状況について自己点検及び評価をおこない、その結果に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに公表することとされました。中ほどに、先程の地方行政の組織及び運営

に関する法律の抜粋とあります。第２７条が平成２７年３月３１日まで２７条となっておりまし

たのが、４月１日から２６条となっております。内容につきましては、まだ教育長とそこら辺の

組織が経過措置でございますので、変わっておりません。で、２の点検評価の対象でございます

が、平成２６年度の主な施策事業等としております。３の点検評価の方法につきましては、点検

評価にあたっては、施策事業の進捗状況を明らかにするとともに、課題等を分析し、今後の対応

方法を示しております。４の点検評価の結果の構成につきましては、（１）主要施策、点検評価の

対象は学校教育の方針と施策、社会教育の方針と目標、人権・同和教育基本方針に位置付けてい

る主要施策を基本とし、個別事業ごとに評価点検をしております。 
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２ページになりますが、（２）実施教育につきましては、個別事業、施策名、個別事業の目的を

説明しております。（３）になりますが、自己評価の課題と問題点。自己評価におきましては、平

成２６年度の取組みの進捗状況などを踏まえ、教育委員会内の自己評価をおこなっております。

評価基準につきましては、ＡからＤの評価となっております。（４）の外部評価委員会の意見でご

ざいますが、内子町外部評価委員会委員の意見を掲載しております。外部評価委員でございます

が、その下にあります、１の佐伯惇之氏から以下５名でございます。外部評価委員会は、第１回

目を平成２７年の７月８日におこないまして、教育委員会事務局より内容の説明、質疑等を受け

付けて持ち帰り検討していただきました。第２回目におきまして、平成２７年７月２９日各事業

について評価をおこなっていただいております。それを受け、平成２７年８月３１日、教育委員

会定例会で承認を受けております。教育委員会の活動報告でございますが、３ページからになり

ます。 

 ３ページが教育委員会の組織、教育委員会の会議等開催状況、その他の活動でございます。 

４ページが教育委員の学校訪問について記載しております。教育委員が学校を直接訪問し、授

業の様子、学校の現状や教育委員の考え等を把握するとともに、教職員の町教委に対する要望等

を聴取し、教育行政の充実に資することを目的として毎年実施しております。１１月１１日から

２０日までの間で全学校をまわっております。 

 ５ページからが施策・個別事業施策名でございます。学校教育課が５ページから２５ページ。

主要施策におきましては、６施策２１事業。自治・学習課分が２６ページから４３ページ、主要

施策、実施施策１８事業となっております。内容につきましては、８月２１日の議員全員協議会

で説明致した通りでございますので、省略さしていただきます。以上で、報告とさせていただき

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。 

よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第１３ 議認第 ４号 平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１４ 議認第 ５号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

  日程第１５ 議認第 ６号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

  日程第１６ 議認第 ７号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第１７ 議認第 ８号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

  日程第１８ 議認第 ９号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 
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  日程第１９ 議認第１０号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第２０ 議認第１１号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１３ 議認第４号 平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算

の認定について」「日程第１４ 議認第５号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について」「日程第１５ 議認第６号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」「日程第１６ 議認第７号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」「日程第１７ 議認第８号 平成２６年度内子町介護保険サービス

事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１８ 議認第９号 平成２６年度内子町簡易

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１９ 議認第１０号 平成２６年度内子

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第２０ 議認第１１号 平成２６

年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上の８件を一括議

題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○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） 議認第４号、平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算、他７件の会計

決算の認定についてでございますが、一括上程をさしていただいております。平成２６年度内子

町一般会計歳入歳出決算の認定及び、７件の特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、一般

会計が歳入額で１０９億４，１４５万７，５８６円。歳出額が１０４億５，６６３万６，６８８

円となっており、特別会計を含めますと、全会計では、歳入総額が１６７億７，５８０万４，４

９８円。歳出総額が１６０億２，８５５万８０２円となっております。その内容を会計管理者に

説明致させますので、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○会計管理者（三原美津夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 三原会計管理者。 

〔三原美津夫会計管理者登壇〕 

○会計管理者（三原美津夫君） それでは、まず議認第４号の一般会計について説明致します。

ナンバー４の資料、平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算書をご覧いただきたいと思います。 

 まず、２ページ、３ページをお願い致します。歳入です。１款、町税の収入済み額、３ページ

の左端になります。１４億２，６４６万５３４円です。この金額の歳入総額に占める割合は、１

３．０％、前年度比２９０万円余りの増となっております。税目ごとに見ますと、町民税・固定

資産税・軽自動車税は増えていますが、町たばこ税は減少致しております。その右側に不納欠損

額が６３４万円余りございますが、２１８人分を処理したものです。次に、収入未済額の３，３

５６万円余りは、１，１０２人分の滞納額で、前年度と比較し３０８万円余り減少しております。 

また、町税の調定額に対する収入率は、９７．３％で、前年度と同率となっています。これらの

詳細につきましては、ナンバー「７」の決算資料６ページから８ページに載せておりますので、
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後ほどご覧いただきたいと思います。２款から７款につきましては、収入済額、記載のとおりで

す。８款の地方交付税の収入済額は、５４億７，６２８万６，０００円で、前年度と比較します

と、７，６６５万８，０００円の減となっております。また、その歳入に占める割合は、５０．

１％です。１０款の分担金及び負担金の１項、分担金の収入未済額１７１万６，０００円は、災

害復旧費分担金の事業繰越によるもので、２項、負担金の収入未済額の４６２万９，３４０円は

保育料等の未納額です。１１款の使用料及び手数料の収入未済額１，０９６万５，３５８円は、

町営住宅使用料等の未納額です。その詳細は決算資料の１０ページに掲載しておりますので、後

ほどご覧いただきたいと思います。 

次に、４ページ、５ページをお願い致します。１２款、国庫支出金の収入未済額１億９，５７

５万１，０００円は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、社会資本整備総合交付金、

伝統的建造物群保存対策費、学校施設環境改善交付金事業に関する事業繰越等によるものです。

１３款、県支出金の収入未済額、１億３，１８０万７，０００円は、農林水産業費、土木費、災

害復旧費に係る事業繰越によるものです。１５款寄附金、収入済額、４２４万２，８００円につ

きましては、４１名からいただいた、ふるさと納税寄附金と健康づくりの寄附金によるものでご

ざいます。１８款諸収入の３項、貸付金元利収入の収入未済額１，８３６万８，９００円につき

ましては、住宅貸付金と奨学金の未収分です。その詳細は決算資料の１１ページから１２ページ

に掲載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。１９款、町債ですが、収入済額

は４億４，５８０万円で前年度比、１億３，８０９万６，０００円余りの減となっております。

収入未済額６，０００万円につきましては、事業繰越によるものでございます。歳入の合計です

が、収入済額が１０９億４，１４５万７，５８６円で、前年度比２億３３０万円余り、率にして

１．８％の減になっています。 

 次に６ページ、７ページをお開きください。歳出に移ります、その主なものを説明させていた

だきます。まず１款の議会費、支出済額は、８，９４７万４，８７９円で前年度と比較し、２２

６万円余りの増になっております。２款の総務費、支出済額は、１３億６，９５５万２，５１６

円で前年度と比較し、１億６，４４５万円余りの増となっております。総務費の翌年度繰越額に

つきましては、地方創生事業の内子町版総合戦略策定の事業繰越によるものです。３款の民生費、

支出済額は、２４億６，６６０万９，１２６円で前年度と比較し、１億３，１１２万円余りの減

となっております。民生費の翌年度繰越額につきましては、児童福祉総務費及び、児童福祉館費

工事請負費の事業繰越によるものです。４款の衛生費、支出済額は、７億３，９３８万６，２２

１円で前年度と比較し、３，０１７万円余りの減となっております。６款、農林水産業費ですが、

支出済額は、７億３，０８７万４，７５６円で前年度と比較し、３億４，８３９万円余りの減に

なっております。翌年度繰越額の主なものは、農業振興費・林業振興費及び、林業施設費の委託

料・工事請負費等の事業繰越しによるものです。７款の商工費、支出済額は、８，８１６万８０

３円で前年度と比較し、６万円余りの減となっております。翌年度繰越額は、商工総務費の負担

金、補助金及び交付金、観光費の委託料等、観光施設費の工事請負費等です。８款土木費、支出

済額は、７億５，９８０万７，９３５円で前年度と比較し、９，０９４万円余りの増になってお

ります。また、繰越額につきましては、道路橋梁新設改良費、河川及び防災費、公園費関連事業

等の事業繰越によるものです。９款消防費、支出済額は４億５，２８６万５６０円で前年度と比
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較し、６８万円余りの増となっております。 

 次に、８，９ページをお願いします。１０款、教育費、支出済額は１５億４，３８１万７，４

５７円で、前年度と比較し、１億１，７０１万円余りの減となっております。繰越額につきまし

ては、教育諸費、学校建設費、社会教育総務費、伝統的建造物群保存地区保存対策工事請負費等

の事業繰越によるものです。１１款災害復旧費、支出済額は、１億２，０３９万６，３２８円で

前年度と比較し、１１８万円余りの減となっております。また、翌年度繰越額につきましては、

農林業施設及び、公共土木施設災害復旧工事請負費等の事業繰越にかかるものです。１２款 公

債費、支出済額は、１３億２，７１０万２，３７６円で、前年度と比較し、６，７６９万円余り

の減となっております。なお、歳出総額に占める割合は１２．７％でございます。１３款、諸支

出金の基金費は、７億６，８５９万円余りで、公共施設整備基金、一般廃棄物処理施設維持管理

基金、災害対策基金等に積み立てをおこなっております。１４款、予備費の支出はございません。

そして、一番下の歳出合計の支出済額ですが、１０４億５，６６３万６，６８８円で、前年度比、

１億７，７９１万円余り、率にして１．７％の減となっております。なお、各款の委託料、工事

請負費、補助金等の主なものにつきましては、決算資料の２６ページ以降に記載しておりますの

で、後ほどご覧いただきたいと思います。以下１１ページ以降の事項別明細につきましては、説

明を省略させていただきまして、この資料の最後の方になります、１６４ページをお願い致しま

す。実質収支に関する調書です。平成２６年度の一般会計、歳入歳出差引額は、４億８，４８２

万８９８円、翌年度への繰り越すべき財源は、１億６，９６１万３，０００円で、実質収支額は、

３億１，５２０万７，８９８円になりました。 

次のページの公有財産ですが、これにつきましては、別の資料で説明致しますので、後ほどに

させていただきまして、１６９ページをお願いします。出資による権利です、異動のあったとこ

ろのみを説明させていただきます。３番の久万広域森林組合出資金に３万３，０００円を追加出

資して致しております。以上、異動により決算年度末の差引残高は、２億４，８８２万４，４９

５円になっております。  

次に、１７１ページをお願いします。物品の異動です、普通乗用車から軽貨物自動車までの車

両の増減は、総体では前年度より５台の増、普通特殊車１台増、一番下のパーソナルコンピュー

ターは８８台の減となっております。 

 次に１７３ページをお願いします。奨学資金の貸付による債権です、返済の状況につきまして

は、枠外の備考欄にありますように、２６年度中の貸付額は９３４万２，０００円、返済は８２

１万円で、年度末の貸付現在高は５，８９２万５，０００円になっております。 

次に１７５ページをお願いします。基金の決算です、利息以外に異動があったものを主に説明

させていただきます。表中左側の番号２番、減債基金に積立てと有価証券分を合せ、２億６，３

８４万４，０７２円を将来の起債返済財源に積み立てております。４番、土地開発基金は、有価

証券分と合せ、１億５，０４８万２，３２０円を積み立てております。７番、公共施設整備基金

は、債権分と合わせ２億３，５５７万２，４５３円を積み立てております。小田まちづくり基金

は、１００万３，３２０円を小田深山観光施設の管理に関する協定書に基づく積み立てを致して

おります。１５番、快適環境整備基金は廃止し、災害対策基金、一般廃棄物処理施設維持管理基

金に原資を配分致しております。１７番、いかざき小田川はらっぱ基金は、１００万円を榎木保
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全・保護事業に充てております。 

次に１７６ページをお願いします。１８番、国民健康保険特別会計財政調整基金は、１億１，

０００万円を運営費に充てております。１９番、介護給付費準備基金は、１，５００万円を運営

費に充てております。２１番、「エコロジータウン内子」ふるさと応援基金は、ふるさと納税の寄

附金を基金とし管理運用するもので、４０４万７，２１６円を積み立て、１００万円は各幼稚園、

小・中学校の上杉文庫図書購入費に充てております。２２番、農山漁村地域マネージメント支援

事業基金は、愛媛大学農学部農山漁村地域マネージメント特別コースに進学する町内学生への奨

学金として管理運用するもので、４８万円を充てております。２３番、文化創造基金は、３５０

万４，５１４円を内子座１００周年事業及び、文化創造事業に活用するため積み立てを致してお

ります。２４番、教育振興基金は、平成２５年度に創設されたもので、２５４万１，５４５円を

積み立て、３２９万４，０００円は朗読と音楽のしらべ事業に充てております。２５番、一般廃

棄物処理施設維持管理基金は、平成２６年度に創設されたもので、積立金と快適環境整備基金の

原資で、４億７０２万６，６４１円となっております。最後に、２６番、災害対策基金も、平成

２６年度に創設されたもので、快適環境整備基金の原資で、１億円を積み立てております。以上、

２６の基金の平成２６年度末の現在高は１億６，９８７万円余り増加し、５４億４，２０３万９，

４９６円になっております。なお、この基金の利息合計は、４２５万円余りです。 

 それでは先ほどの公有財産の異動につきまして、資料ナンバー７の決算資料、１２４ページを

お開きいただきたいと思います。公有財産異動一覧表がございます。異動のある主なものを説明

させていただきます。まず、左半分の土地の異動です。上から、宅地２６５㎡、雑種地では、２，

１４７㎡が減少し、合計致しますと、２，４１２㎡の減少となっております。次に、右側の建物

です。消防詰所の３３㎡が増加し、小田小・中学校体育館、中組団地一期分、高橋邸管理人室解

体で７，４９８㎡が減少し、合計で７，４６５㎡の減となっております。以上で一般会計の決算

についての説明を終わります。 

 次に、議認第５号から第１１号までの特別会計に移りますので、資料ナンバー５をお願い致し

ます。まず２ページ、３ページをお願い致します。 

 小田高校寄宿舎特別会計です。まず、歳入です。１款の寄宿舎事業収入の収入済額、７０９万

８，９２０円は、寄宿舎使用料収入です。その使用料は、１部屋が月２万６，７００円で、利用

者は２３名です。３款の諸収入１７０万７０５円は利用者から徴収した各部屋の光熱水費を受け

入れたものです。歳入の合計は、一般会計からの繰入４０６万２５９円を含めまして、１，２８

５万９，８８４円です。 

 次の４から５ページをお願い致します。歳出です。１款の寄宿舎事業費のみで、１，２８５万

９，８８４円になっております。その内訳は、寮長ほかの人件費等２６０万円余りと、寮生の給

食費６４９万円余り、施設の管理費３７５万円余りです。 

次に１２ページをお願いします。実質収支に関する調書です。ご覧のように実質収支額０でご

ざいます。 

次に、１４ページ、１５ページをお願いします。内子町国民健康保険事業特別会計です。まず、

歳入です。１款、国民健康保険税、収入済額が３億９，４４８万６，１６０円で、前年度比１，

３３６万円余りの減となっております。また、調定額に対する収入率は、８７．１％で、前年度
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と比較し０．２％上がっております。不納欠損額は、１３６人分の１，１４６万３，６８６円で

す。収入未済額は、４，７１０万５，０３６円ですが、その内容につきましては、決算資料５７

ページに記載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。次の３款、国庫支出金以

下、７款、共同事業交付金までは、保険給付費に対するそれぞれの負担率による支出金、交付金

の収入ですので、お目通しをいただきたいと思います。歳入合計は、２４億８，７２９万６，４

１３円で、前年度比では４６７万円余り、率にして０．２％の減です。 

 次に１６ページ、１７ページをお願いします。歳出です、２款、保険給付費１５億３，５１３

万４，９６９円が主なものでございます。前年度比３，７３１万円余りの減となっております。

項の欄に明細がございますが、４項の出産育児諸費７０９万４，０００円は、出産育児一時金１

７人分でございます。５項の葬祭諸費５８万円は、葬祭費で１人当たり２万円の２９人分です。

また、次の３款、後期高齢者支援金等と、４款、前期高齢者納付金等につきましては、後期高齢

者医療保険制度の創設に伴うものですが、それに代わって、５款の老人保健拠出金は大幅に減額

となっております。歳出合計ですが、２３億４，３５６万３，３９６円で、前年度比で８３２万

円余り、率にして０．４％の増となりました。 

 次に、４２ページをお願いします。実質収支に関する調書です、ご覧のように１億４，３７３

万３，０１７円です。実質単年度収支は、１億２，３０８万円余りのマイナスとなりました。 

次に、４４ページ、４５ページをお開きください。内子町介護保険事業特別会計です。まず、

歳入です。１款の保険料収入済額は、３億６，０１２万８，４１０円です。その保険料を納めて

おられる第１号被保険者の数は、２６年度末現在で６，４５４人です。また、不納欠損額が２９

万３，９００円、収入未済額は、１，１９８万円になっております。その詳細は、決算資料の６

９ページに載せておりますので、ご覧いただきたいと思います。以下、４款からはそれぞれの負

担率による収入で、金額は記載のとおりです。１０款の繰入金は一般会計からの繰り入れで、３

億６，０５９万円余りとなっております。歳入の合計が、２４億６，１０１万７３７円で、前年

度比９，８８４万円余り、率にして４．２％の増です。 

次に４６ページ、４７ページをお願いします。歳出の主なものは、２款の保険給付費で２２億

９，９１３万５，４８１円になっております。なお、２６年度末の要支援・要介護者数は１，３

６３人、そのうち居宅サービスの利用者が７３９人、施設入所者が３００人、地域密着が１２７

人です。認定を受けたがサービスを受けていない方が１９７人となっております。歳出の合計は、

２３億９，０６８万６，６４７円で、前年度比６，７２９万円余り、率にして２．９％の増です。 

 次に８０ページをお願いします。実質収支に関する調書です、ご覧のように７，０３２万４，

０９０円です。 

次に８２ページ、８３ページをお願いします。内子町介護保険サービス事業特別会計です。ま

ず歳入の１款サービス収入は、２３１人、２，６４５件のケアプラン作成にかかる収入１，１３

１万７，４４０円。２款の繰入金は、記載の通り一般会計からの繰入金６５５万７，６１０円で、

歳入合計は１，７８７万５，３８２円です。 

 次に８４ページ、８５ページをお願いします。歳出です。１款、総務費の支出済額は、８１４

万２，８７２円で、ほとんどが人件費です。２款、事業費は、ケアプランの外部委託等の経費で

記載の通り９７３万２，５１０円で、歳出合計は１，７８７万５，３８２円です。 
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 次に９２ページをお願いします。実質収支に関する調書です、ご覧のように実質収支ゼロとな

っております。 

次に９４ページ、９５ページをお願いします。内子町簡易水道事業特別会計です。まず、歳入

です。２款の使用料及び手数料の１項使用料、５，３７６万２，４２２円は、各簡易水道施設の

水道使用料で、その徴収率は９９．８％。収入未済額は２２件の１２万４，０５２円です。その

詳細につきましては、決算資料の８９ページに記載しておりますので、ご覧いただきたいと思い

ます。その他、５款繰越金が３，６６３万８，０８７円、６款繰入金が１億３，７７５万５，０

００円となっております。そして、歳入合計は、２億８，８７６万１８１円になっております。 

 次に、９６ページ、９７ページをお願いします。歳出です。１款の簡易水道費は、１億２，７

６７万３，０９５円です。２款公債費は１億１，９８３万８，８３４円で、歳出合計は２億４，

７５１万１，９２９円です。 

 次に１２６ページをお願いします。実質収支に関する調書です。ご覧のように３，７７１万１，

２５２円となっております。 

次に、１２８，１２９ページをお願いします。内子町公共下水道事業特別会計です。平成２６

年度の公共下水道事業の状況です、普及率は２，１２２戸、５，１５１人の２９．１％、水洗化

率は、１，７５３戸、４，３０２人で８３．５％となっております。それでは、まず歳入です。

１款の分担金及び負担金の３９万１，１３０円は、受益者の負担分です。次に、２款の使用料及

び手数料は、６，４８０万６，２８３円で、収入未済額の２２万５，７９６円は、２５人分です。 

４款、繰入金の２億３，７８４万６，０００円は、一般会計からの繰入金で、歳入に占める割合

は６８．７％、歳入合計は、３億４，６３５万５，４１１円です。 

 次に１３０、１３１ページをお願いします。歳出です。主なものは、１款、管理費の８，２５

８万７，６５６円で、維持管理委託料等でございます。３款の公債費は、１億８，１６０万９，

７８６円で支出に占める割合は、５２．４％になっております。そして、歳出合計は、３億４，

６３５万４，００２円でございます。 

 次に、１４６ページをお願いします。実質収支に関する調書です。ご覧のように１，４０９円

になっております。 

次に、１４８、１４９ページをお願いします。内子町後期高齢者医療保険特別会計です。７５

歳以上の方々を対象とした医療保険制度の創設によるもので、その事務は県下で統一した広域連

合で行われ、町としては、保険料の徴収が主な業務でございます。まず歳入です。１款の後期高

齢者医療保険料ですが、収入済額は、１億２，９０３万３，９６０円で、年度末の被保険者数は

３，８８２人です。収入未済額は、７万３，１１０円です。３款の繰入金、８，７４６万１，０

１４円は一般会計からの繰入れで、歳入の合計は２億２，０１８万８，９０４円です。 

次に１５０ページ、１５１ページをお願いします。歳出です。その主なものは、２款、後期高

齢者医療広域連合納付金で、２億１，１５０万４６０円で、歳出の合計は、２億１，３０６万２，

８７４円です。 

 では、最後に１６２ページをお願いします。実質収支に関する調書ですが、ご覧のように７１

２万６，０３０円となりました。以上で、平成２６年度の一般会計及び特別会計決算の説明を終

わらせていただきます。ご認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、お手元の資
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料の中に、「わが町の家計簿」という資料があると思います。これは、ナンバー７の決算資料に加

え、より具体的に説明する資料として、作成したものでございます。こちらもご覧いただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） 監査委員から審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査員登壇〕 

○代表監査員（片岡安男君） それでは、平成２６年度における一般会計・特別会計の歳入・歳

出決算審査について、その結果をご報告申し上げます。審査は、会計課作成の、先ほど管理者の

方から説明がありましたこの決算資料でございますが、ナンバー７ですね。これを中心に、行政

監査の考えを加味しましておこないました。結論を申し上げますと、各会計の決算書及び、関係

調書等は、予算並びに関係法令に準拠し作成されており、誤りのないものと認められました。ま

た、これまで県下各町の財政情報の関係でございますが、先ほど、総務課長からの説明もありま

したが、これはネットなどで公表されております。「財政の健全化」に関する「実質公債比率」に

つきましては、繰上償還や発行抑制などによりまして、昨年度の１０.３％から１.５ポイント減

少し、８.６％となるなど改善されております。これは、新たな借金の知事許可１８％、借金制限

の２５％を下回った健全な水準となっております。それでは、今回の決算審査を通じまして、所

見を何件か申し上げたいと思います。 

ナンバー８ピンク表紙の「一般会計・特別会計決算審査意見書」で、これで３９ページ、ここ

に「総括意見」として、一応述べておりますので、一応見ていただいたらと思います。まず、上

段１の「一般会計予算額に対する収入増減額と不用額について」でありますが、収入増減額と不

用額発生の主な理由でございますが、国・県からの交付金等の交付時期が遅く繰越を前提とした

もの、実績による交付決定で、時期的に補正が出来ないというもの。それから節約あるいは、競

争原理による入札減少金など、いろいろありました。こういう多様な理由が見受けられたわけで

ございますが、ここで申し上げたいことは、この理由が予算策定時の精査・検証が十分ではなか

ったことによる過大や過小見積。あるいは、先日の一般質問で下野議員から言われた住民サービ

スの低下、今日も泉議員さんもいろいろとこう言っておられましたが、考え方によってはそれも

関連するのかなと私は聞いておりました。そのようにサービスの低下などがその原因としてなら

ないように、特に留意をしていただきたいと思います。また、今回の審査で視点を変えて、会計

課が作成した先ほどの調書、これをよく見ますと、この調書には「予算に対し決算がどうだった

か。」そういうことではなく、町民のための大切な予算について、策定、執行、あるいは決算、

これらをよく検証し、次年度に役立ててほしい、その思いが私は強く感じられました。また、不

用額については、今後の交付税減少傾向の中で、繰越や基金として、今後の事業と運営に役立つ

のだなと思うと、この調書の奥の深さを感じ取れました。この調書につきましては、またそれぞ

れ予算決算特別委員会の審議資料として活用されると思います。次にですね、２の「委託料及び

工事請負費について」でございますが、原資が税金であることに鑑み、競争原理をとり入れた競

争入札、比較見積等による適切な事務執行が行われた決算内容となっております。次に、３の「滞

納について」でありますが、町税をはじめとした貸付金、負担金、使用料等の滞納は、４０ペー
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ジの上の一行目のとおり、２６年度は対前年度比で、１，１９７万６，０００円の減少となって

おります。昨今の厳しい経済状況を考えますと、これは、職員の皆様方が日々頑張られた成果で

あると思うわけであります。今後とも徴収事務は、自主財源の確保、公平な負担、行政への信頼

に繋がるんだと、そういう思いと視点で徴収に努めて頂きたいと思うわけでございます。ただ、

この審査を通じて強く感じましたことは、現年度分の徴収を最重点に、しかも最優先し取り組む

ことが、滞納減少と後々の事務の軽減に繋がると強く感じました。次に、４の「利子収入につ

いて」でありますが、平成２６年度の利子収入は、前年度の３８６万４，０００円から

８６万２，０００円増の４７２万５，０００円となっております。この増加の要因は、

歳計現金のこまめな定期での運用、それから長期債券、つまり国債などの積極的姿勢の

ある運用が考えられます。今後とも関係課との緊密な連携によりまして、安全でしかも

有利で確実な運用を期待したいと思うわけでございます。次に、５の「長期継続契約につ

いて」でありますが、会計には、会計単年度主義、会計年度独立の原則があり、例外的に認めら

れているのが、債務負担行為、継続費、繰越明許費、町条例による長期継続契約であると思うわ

けでございます。これらの中で、特に外注、つまり委託業務に関連した長期契約については、事

務の効率化となり、今後は活用が多くなると思うわけであります。この活用には、発注者・受注

者双方にとってメリットがあり、ケースによっては双方協議の上で、契約額の割引が可能ではな

いかとも思われます。これは、町財政運営の一助にも繋がりますので、条例に則りまして、今後

の検討と活用を期待したいと思うわけでございます。終わりに、他町から注目されている内子町

でありますので、今後とも多様化する地域課題に取り組みながら、「内子町の良さと個性が生かさ

れた内子町形成と更なる進展」のために、なお一層努められますことを望み、決算審査報告と致

します。 

○議長（池田洋助君） 議認第４号から議認第１１号までの平成２６年度各会計歳入歳出決算認

定についての説明と報告が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） 初めの方じゃったので、聞き洩らしとると思うんですよ。ちょっとで

すね、保育料と給食費の滞納、たぶん９ページだったと思ったんですけど、あそこのところだけ

もういっぺん説明してもらえんでしょうかね。ちょっと聞き洩らしとると思うんです。最初の方

じゃったので、ちょっと分からなんだんですけど。滞納について。それと人数。保育料と給食費

のところだけ分からないんですよ。 

○会計管理者（三原美津夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 三原会計管理者。 

○会計管理者（三原美津夫君） 先ほどのですね、保育料費負担金徴収状況でございますが、決

算資料７のですね、９ページに載せております。収入未済額、保育料の負担金の未済額を載せて

おります。４６２万９，３４０円ということでご理解をいただきたいと思います。それから給食

費でございますけれども、給食費につきましては、私費会計でございまして、ちょっと発表は致

しておりませんので、ご了承いただきたいと思います。 
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○議長（池田洋助君） 他にありませんか。 

〔「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。 

 それでは、お諮りします。 

 「議認第４号」から「議認第１１号」までの決算認定８件は、予算決算特別委員会に付託し、

開会中に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、「議認第４号」から「議認第１１号」の決算認定８件は、予算決算特別委員会に付託し、

開会中に審査することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） ここで２時５５分まで休憩します。 

 

午後 ２時４２分 休憩 

 

午後 ２時５５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第２１ 議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第２２ 議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２１ 議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」及び、「日程第２２ 議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定

について」以上の２件を一括議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○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年度内子町水道事業会計剰余金の処分について及び、平成２６

年度内子町水道事業会計決算の認定につきましては、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、ご認定賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○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、議案第７３号、平成２６年度内子町水道事業会

計剰余金の処分について。議認第１２号、平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定につきま

しては、関連がございますので、一括説明させていただきます。資料につきましては、議案第７
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３号は議案書１の２１ページから２２ページでございまして、議認第１２号は、資料ナンバー６

の決算書となってございますので、ご用意をお願い致します。 

それでは、議案第７３号、平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分についてご説明致し

ます。 

議案書１の２１ページをお開き下さい。平成２６年度内子町水道事業会計では、利益剰余金が

生じましたので、その処分について議会の議決を求めるものでございます。 

次ページの２２ページをお開き下さい。水道事業剰余金処分につきましては、地方公営企業法

第３２条２項によりまして、毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除く他、

条例に定めるところにより、または議会の議決を経ておこなわなければならないというふうにな

っております。よりまして、未処分利益剰余金、１億２，６０１万１，６４４円すべてを議決に

よる処分額と致しまして、その積立先と致しまして、企業債の償還に充てる目的の減債積立金に

２，８５４万９，７９１円。欠損金を埋める目的の利益剰余積立金に１億円を積み立てまして、

自己資本金には今回、地方公営企業会計の制度改正による移行処理上生じました、その他、未処

分剰余金変動額、このことにつきましては、また決算の損益計算書でご説明申し上げます。この

８，７４６万１，８５３円を補助金等が充てられました、固定資産が事業運営にとって重要な構

成資産でございますので、資産の安定性を確保する必要がございますので、自己資本金に組み替

えて処分するものでございます。 

次に第１２号、２６年度の決算認定についてご説明致します。資料ナンバー６、別冊でござい

ますが、ご用意を願います。 

２ページをお開き下さい。まず、収益的収入でございます。平成２６年度の水道事業収益は、

２億６，０９４万１，１３３円。前年比１８．７％増となっております。まず１項の営業収益に

おきましては、２億３７６万１，４０１円で昨年より０．９％、１８４万８，０２８円増加致し

ました。この大きな要因は、消費税の引き上げによるものでございまして、給水件数、有収水量

とも大きな変化はなく、現在安定した状況となってございます。２項の営業外収益は、一般会計

補助金、雑収益等で、５，７１５万５，８１０円。昨年より２１８．１％。金額に致しまして、

３，９１８万７，６０６円増加となっています。これは、今年度から新会計基準適用に伴いまし

て、補助金、負担金による取得した資産分の原価償却に相当分を、長期前受金、戻入益として新

たに計上したものによるものでございます。 

次ページ３ページの支出でございます。水道事業費用においては、全体費用２億２，１２９万

６８１円で対前年比、１８．２％、金額で３，４０４万６，１３５円の増となっています。新会

計基準の適応に伴うみなし償却廃止により原価償却費が増額し、昨年度より２１．１％、３，１

１２万６，５９４円の増となっていますけれども、１億７，８５３万５，４０１円となってござ

います。次に２項の営業外費用は、企業償還金が消費税等で消費税引き上げによりまして、昨年

度より４％、１５７万３，９９３円増加しております。 

続いて、４ページをお願い致します。資本的収入及び支出でございます。まず、収入の部でご

ざいます。１款の資本的収入でございます。２項の工事負担金は、給食センター前排水管布設工

事に伴うものでございます。５項の出資金の起債償還金に対しての一般会計が、５項については、
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載っております。以上、それぞれ合わせました、資本的収入の合計は、４，２６１万２，５９０

円。対前年比４．６％増となってございます。 

支出は、次ページの５ページとなります。１項、建設改良費と致しましては、安心快適な給水

維持のための給食センター前排水管布設工事、３工事を施工致しております。詳細につきまして

は、次の２２ページに記載を致しておりますので、またお目通しをお願い致します。３項の投資

有価証券につきましては、有効な資金運用をおこなうため、共同発行市場公募地方債を購入した

ものでございまして、これらを合わせました資本的支出合計は、１億９，３１９万２，０８４円。

前年度比１２３．７％の増となっております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまして

不足する額、１億５，０５７万９，４９４円は記載の通りでございまして、その補てん財源の詳

細につきましては、次ページの６ページですね、記載致しておりますので、お目通しをお願い致

します。 

次に７ページをお開き願ったらと思います。２６年度の損益計算書でございます。まず、営業

収益でございます。（１）の給水収益から（３）のその他営業収益まで合わせまして、１億８，９

１３万４，９８５円でございます。次に営業費用でございます。(１)の原水及び浄水費から(７)

のその営業費用合わせました金額は、１億７，５３０万３，０３８円でございます。営業収益か

ら営業費用を差し引きました営業利益は、１億３，０８３万１，９４７円となってございます。

さらに、３の営業収益は、(１)の受取金利息から(４)の雑収益までの合計５，７１５万６，５６

５円。営業外費用として、支払利息あるいは雑支出を合わせました、３，１１１万９１６円とな

りまして、これによる経常利益が３，９８７万７，５９６円になります。次に、特別利益及び特

別損失を考慮致しまして、当年度純利益は３，８５４万９，７９１円になります。先程の議案７

３号で申し上げました、その他未処分利益剰余金変動額でございますが、８，７４６万１，８５

３円。この項目は、新会計基準の適応によるみなし償却制度廃止によります、非減価償却分の措

置でございます。よりまして、平成２６年度の未処分利益剰余金は、１億２，６０１万１，６４

４円となります。 

次に１０ページでございます。この分につきましては、先ほどの議案７３号で説明致しました

内子町水道事業剰余金処分計算書の案となってございます。なお、剰余金計算書は８から９ペー

ジに記載を致しております。お目通しをお願い致します。 

次に１１ページから１３ページの平成２６年度の内子町水道事業貸借対照表でございますが、

資産合計、並びに負債及び資本合計は、同額の３４億４，９２５万９１円となっております。 

１４ページ以下には、事業報告書など関連資料を記載しておりますので、お目通しをお願い致

します。 

以上、簡単ですが、議案第３号、平成２６年度内子町水道事業会計剰余金処分について及び、

議認第１２号、平成２６年度水道事業決算の認定についての説明に代えさせていただきます。よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） 監査委員から審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 
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○代表監査委員（片岡安男君） それでは、平成２６年度における水道事業会計の決算審査につ

いて、ご報告申し上げます。この水道事業の根拠法令であります地方公営企業法は、昭和４１年

以来、約半世紀ぶりに大幅な見直しが行われました。従いまして、２６年度の予算・決算は、新

会計基準で行われております。先程、橋本課長さんの方からいろいろと改正の内容を言っておら

れましたが、一番大きなのは、みなし償却制度の廃止ということで、補助金などをもらって整備

した、改良したものは、減価償却制度がはっきり言って、してもせんでも自由であったのが、こ

れを全部せんといかんというフル償却ということになったことだと思います。 

それでは審査の結果でございますが、決算報告書、財務諸表、それから事業報告書等は、関係

法令に準拠し作成されており、誤りのないものと認められました。それでは、橋本課長の報告と

重複するところもあると思いますが、一応私は私なりの所見として、数点申し上げたいと思いま

す。 

ナンバー８の書類をちょっと見ていただいたらと思います。一番最後の方になるんですが、水

色表紙でございます。これの１６ページ、一番最後の方なんですが、一番最後の方ですね、ここ

に「総括意見」を書いてありますので、これを見ていただいたらと思います。まず、第１の経営

状況についてでありますが、経営成績は、財務諸表である損益計算書の科目、経常利益をみれば

分かります。この経常利益は、金額にして３，９８７万８，０００円となっており、良好な経営

が維持されております。次に２の財政状況についてでありますが、財政の状況を示す貸借対照表

による財政比率は、（１）の固定資産対長期資本比率、それから（２）の流動比率、それから（３）

の負債比率、これはいずれも良好な数値となっております。次に、３の「資本的収入及び支出に

おける不足額の取り扱いについて」でありますが、今回の決算では、資本的収入から資本的支出

を引きましたら、１億５，０５７万９，０００円の不足が生じております。この原因は、議員の

皆様ご案内のとおり、内部資金を有利に活用するということで、国債１億円の購入が大きく影響

しているものであり、これは過年度分損益留保資金、それから減債積立金等で補てんするなど、

適切な補てん処理が行われております。次に、４の工事請負契約及び業務委託契約についてであ

りますが、請負や委託は、公営企業法の基本原則の一つであります、経済性の発揮、これを順守

しまして、競争原理を活かした競争による適正な契約が施行されており、従って、そのような決

算になっております。終わりに、先日の山本議員さんの一般質問にありましたように、簡水との

統合に伴い、今後は変更等の事務手続き、それから条例制定、あるいは料金や維持管理など、多

くの課題が山積しておりますが、今回の法改正の狙いは、経営の自由度を高め、効率的・効果的

な運営、これらが背景にあると思うわけでございます。従いまして、今後とも、中長期視点に立

った自立した経営を目指し、なお一層 努められますことを願い、決算審査報告と致します。 

○議長（池田洋助君） 議案第７３号及び議認第１２号の説明と報告が終わりました。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。 

それでは、お諮りします。「議案第７３号」及び「議認第１２号」の２件は、予算決算特別委

員会に付託し、開会中に審査することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第７３号」及び、「議認第１２号」の２件は、予算決算特別委員会に付託し、

開会中に審査することに決定しました。 

 

  日程第２３ 議案第７４号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２３ 議案第７４号 内子町個人情報保護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） 内子町個人情報保護条例の一部改正についてでございますが、行政手続

きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、内子町個人情

報保護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、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） それでは、議案第７４号、内子町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例について説明を致します。今回の改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行によるものでございます。内子町における

個人情報の保護につきましては、個人情報保護法を基本に、条例によって保護措置を定めており

ます。しかしながら、平成２８年１月から利用が開始される個人番号を含む個人情報は、従来よ

り取扱ってきた個人情報と比較し、悪用された際の危険性が非常に高いと考えられることから、

番号法では、現行の個人情報保護法制よりも手厚い保護措置を定めており、番号法で定めがおか

れたものについては、番号法の規定が優先して適応されることは言うまでもございません。番号

法による保護措置の定め方には、新たに書きおこしの形式で規定する方法と、他の法律を読み替

えて準用する形式で規定する方法が採られております。番号法に新たに書き起こして規定された

定めは、地方公共団体に対しても直接適応がありますが、読み替えの形で規定された定めは、法

律の読み替えに限られており、地方公共団体がそれぞれに定めている条例の読み替えまでには及

んでおりませんので、内子町が制定しております個人情報保護条例も、番号法が要請する内容に

改正する必要があります。簡単に申し上げますと、この度の内子町個人情報保護条例の改正は、

番号法との整合性を取りつつ、番号法第２９条及び第３０条で定められている、読み替え規定の

部分については、行政機関個人情報保護法の規定に準じて、内子町が保有する特定個人情報の適

正な取り扱いを確保するためのものでございます。その改正内容につきましては、議案書１の２

４ページから３０ページに記載をしておりますけれども、説明資料により説明をさせていただき

ます。 
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説明資料１０の２ページをお開き願ったらと思います。それでは、新旧対照表で表しておりま

すので、そちらで説明をさせていただきます。第１条では、この条例において取扱う個人情報の

定義をカッコ書きで追記をしております。町の条例で定める個人情報の範囲と、番号法における

個人情報の範囲が異なっていますので、(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。）を追記す

ることにより、番号法に定義づけられた個人番号を含む個人情報、すなわち、特定個人情報もこ

の条例の適応から外れることのないようにしております。また、従来の個人情報と番号法で定め

られている特定個人情報とでは取り扱いが違う部分、個人情報の利用停止を新たに書き加えてお

ります。これから以降の改正条文においても、これまでの個人情報と番号法で定める特定個人情

報との取扱いについて区分するため、個人情報に該当しない特定個人情報を含むであるとか、特

定個人情報を除くであるとかのカッコ書きを、番号法と整合性を取るために必要に応じて加えて

おります。その部分につきましては、説明を省略させていただくことがありますので、ご了承を

いただきたいと思います。第２条では第２号において、特定個人情報、第３号において情報提供

等を記録、第４号において特定個人情報ファイルの３つの新たな語句の定義付けをおこなってい

ます。 

続きまして、３ページをご覧下さい。第７条の２では、個人情報保護審議会の所掌事項に、番

号法で実施が定められている特定個人情報保護評価に関する項目を。第７条の３では、特定個人

情報ファイルの保有に関する事前通知について。 

４ページの５行目からになりますけれども、第７条の４では特定個人情報ファイル簿の作成及

び公表について。それぞれ追加をしております。第９条では特定個人情報以外の個人情報と特定

個人情報の利用および提供の制限が違うことから、本条においては特定個人情報以外の個人情報

の利用及び提供の制限について。第９条の２において、特定個人情報の利用の制限について新た

に追加し、定めております。 

次に６ページをお願いします。第１５条です。第１５条では第１項において個人情報に該当し

ない特定個人情報も開示請求の対象とすること。第２項では、開示請求をすることが出来るもの

に任意代理人を加えることとしております。 

次に７ページに移ります。第２０条の２では、情報提供等記録を除く特定個人情報の利用停止

の請求について規定しています。第２２条では、請求に対する決定等について。第１項では、番

号法の規定により、読み替えて適応する行政機関、個人情報保護法の規定に準じ、特定個人情報

にかかる開示等の請求にあっては、３０日以内と追記しております。また、第２項では、行政機

関、個人情報保護法、第１９条第２項の規定に準じ、特定個人情報にかかる請求にあっては請求

があった日としております。 

次に８ページの中段をご覧下さい。第２３条第２項では、平成２９年１月から導入予定の情報

提供等開示システムによる電磁的記録の開示について、番号法の規定により読み替えて適応する

行政機関個人情報保護法、第２４条第１項の規定に準じる手入れをおこなっております。以上で

個人情報保護条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

○６番（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹議員。 
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○６番（山本 徹君） ３ページ、（９）の最後ですね、文章、あれで終わりですか。 

○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） ３ページの検索することができるように体のあとのことですか。間

違いございません。 

○議長（池田洋助君） 他、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。 

 お諮りします。議案第７４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７４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２４ 議案第７５号 内子町手数料徴収条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２４ 議案第７５号 内子町手数料徴収条例の一部改正につい

て」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町手数料徴収条例の一部改正につきましては、行政手続きにおける

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、内子町手数料徴収条例の

一部を改正するものでございます。改正内容につきましては、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７５号、内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て説明します。 

議案書１の３１ページからをお願い致します。この度の改正は、行政手続きにおける特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行に伴うものでございます。 

資料の３２ページをお開き下さい。まず第１条において、内子町手数料徴収条例第２条第１項

に新たな１号を加え、次に第２条において内子町手数料徴収条例、第２条第１項中の第２６号か

ら第２８号までを削り、第２９号を第２６号とし、第３０号を第２７号とし、同項に新たな１号

を加えるという２段式の改正条例としております。詳細な内容につきましては、資料１０の議案

説明資料で説明させていただきます。 
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それでは、議案説明資料の方の１１ページをお開き下さい。まず、内子町手数料徴収条例、第

２条、第１項に第３０号として新たに１号を加えるものです。これにつきましては、今年の１０

月５日から住民票を有する全ての住民に対して郵送される、通知カードの再交付にかかる手数料

を新たに加える内容の改正でございます。通知カードは紙のカードで、個人番号の他、住所、氏

名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されております。ただし、

顔写真は掲載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時におこなうために

は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。通知カードは、無料で送付され

るカードですが、再発行については通知カードの追記欄の余白がなくなった時。その他、再交付

がやむを得ないものとして、町長が認める場合を除き、１枚につき５００円の手数料を徴収する

ことと致します。この規定は、通知カードが通知される平成２７年１０月５日から施行すること

となります。 

続いて、１２ページをお開き下さい。次に平成２８年１月より申請による個人番号カードの交

付が開始されますが、それに伴って発行されなくなる住民基本台帳カードの交付、並びに再交付

手数料の規定を削除し、新たに個人番号カードの再交付にかかる手数料を新たに加える内容の改

正でございます。個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証

明する書類や、本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また様々な行政サービスを受

けることができるようになるＩＣカードのことでございます。表面には氏名、住所、生年月日、

性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域、臓器

提供意思表示欄等が記載され、個人番号は裏面に記載されます。個人番号カードの交付を受ける

時は通知カードを市区町村に返納しなければなりません。個人番号カードは、申請をすることで

どなたでも無料で交付が受けることが出来るカードですが、再発行については個人番号カードの

追記欄の余白がなくなった時、その他、再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除

き、１枚につき８００円の手数料を徴収することと致しております。この規定は個人番号カード

の交付が始まる平成２８年１月１日から施行することとなります。以上で、番号法の施行に伴う

内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定

賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○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） カード、全然見たこともないので分からないんですけど、普通のカー

ドをよく持っておって、財布のカード入れに入れておりますと、わりとこすれてしまって、数字

が見えにくくなったり、端の方がヒビが入ったりして、再交付に行くと手数料として取られるわ

けですけど、そういう場合は当然いるということでよろしいのでしょうか。 

○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） 先ほどもご説明致しましたように、追記欄、要するに住所が変

わったりして、追記欄の方に追記をされて、そこに追記をされてそこがいっぱいになったとか。
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それから本人の過失以外にカードが使用ができなくなったこと以外につきましては、再交付の手

数料はいるものと考えられます。 

○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、全くこれちょっと。前回の付託された議案、個人情報保護条例の

一部改正については委員会付託になりましたけど、どちらを聞いてもはっきり言って勉強不足で

何のことやらわからないと。職員の方々はだいたい分かっている人がほとんどかもしれませんが。

こういう状況の中でですね、住民に周知徹底をしないといけない。ごく最近テレビなんか見ると

ですね、カードから個人情報が流出して被害を被る可能性もあるとかいうふうな番組もやってお

られました。ここの議場で即決をするような議運の中ではなってますが、 前議案との関連もかな

りありますので、委員会付託というような形をとっていただいて、審議を深めるべきではないか

と思いますが、理事者側はどのように思われていますか。 

○議長（池田洋助君） 山崎議員、今のは動議でしょうか。 

○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） 議運の中でもらった資料では本会議即決になっとるんじゃないかと思

うんですよ。今回の議案。それで、前議案との関連もありますし、議場で説明を受けただけでは、

判断が付きかねるということです。ですから委員会付託という形をとっていただいて、審議を深

めるべきではないかというふうに私自身は個人的に思っております。分かっている人はおいでる

かもしれませんが、なにぶんにも個人情報保護条例の一部改正について自体が、十分に把握でき

てない状況でありますので。その辺の関連もこの徴収条例の分はあろうかと思うんですよ。その

カードの発行だけではあるんですけど。５００円と８００円。その辺も含めてですね、説明して

いただいたらどうかなと。それで行政部門はどのように考えておられるか、その辺をお伺いした

らと思います。 

○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） これは、議運でご検討していただいた結果でございますので、私の方か

らはどうこうというのはちょっとあまりいいことではないかもしれませんけれども、せっかくの

ご質問ですから。２つ目の手数料条例はですね、金額のことだけなんですね。もちろん前の条例

と関連しとるんですけど、金額を謳い込むということでございますので、その前の条例について

はしっかり議論していただこうということで、委員会付託さしていただくということなんでです

ね、まったく関連がないと言われたら関連が無いことはないんでございますけど、しかし、先ほ

ど言いましたこれは金額だけの話ですから、この場でということで議運で決定していただいたと

いうことでございます。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） たしかに、町長の言われるとおり金額だけのことではあるわけなんで

すが、議運の中でもそういうふうに本会議即決するというふうな形をとっておられますけど。先
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ほど下野議員からもあったように、追記の欄がなくなるとか。そしたら住所変更をすれば、仮屋

住まいで住所変更が頻繁におこなわれる。どのくらい追記が出来るものなのか。そして、町外に

転出した場合はまたよその町で、個人ひとりひとりに特定の番号がつくわけですから。僕が例え

ば内子町から出て行ってですね、松山で住むようになったとしてもその番号は、使えると。それ

でそのカードも使えると。その変わり追記欄に住所変更の記載をしないといけないというふうな

形で使っていくんだろうと思うんですけど、そのような理解でかまんのですか。 

〔「その通りです。」の声あり〕 

○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） 関連するんですが、私も先の条例改正の時に質問しておった方がよか

ったんですが、といいますのは、このカード法と合わせてといいますと、私たちのすべての情報

がつながるということになるんだろうと思うんです。すべての情報というのは、だいたいどうい

うことなんでしょうか。どうもいろんな新聞報道などをみておりますと、自分の健康の問題とか、

そういう部分も全部つながるんではないかというような、あれが出ておったわけでありますが、

その辺については、どういう状況であるか。実は私、総務委員会でありませんので、先ほどのあ

れで言いますと、そこに参加する資格がありませんので、ちょっと、もしよかったらその辺につ

いて、お教えをいただきたいと思います。手数料の徴収条例でありますが、そういう自らのいろ

んな情報が丸裸になる部分でありますから、それがどういう部分であるのか。それは国の審議の

中でもいろいろ議論をされてきたと思うんでありますが、そういう部分とつながっているという

ことでありますので、ちょっとその辺についてお教えをいただきたい。 

○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） お答えをさしていただきます。まず、個人番号カード自体には

ですね、そういったような例えばご心配されている個人年金番号であるとか、そういったような

非常に重要なデータ、そちらについてはですね、記録される事はございません。従来通り年金の

情報につきましては、年金の事務所。税の情報につきましては、税務署等のところでそれぞれ別

に保管をされているということでございます。それをひとつの、唯一無二の個人番号によって紐

付けをして、お互いの利用団体が利用をしていくというような形になります。なので、一つの情

報が漏れてたからといって、全部の情報が丸裸になるということにはならないかと思われますが、

今ご存知のように、いろいろなサイバー攻撃を受けておりますので、そこら辺の情報的なセキュ

リティ、こちらの方はこれから今まで以上にセキュリティを高めていかないと、そういった懸念

がないとも限りませんので、その辺の対応をしっかりとして参るべきの課題は、山積をしている

というふうに考えております。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

 山崎議員、先ほどの議案第７５号を委員会付託とすべきと動議を出されたということでいいん

ですかね。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 
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○１２番（山崎正史君） そう言いましたが、私が説明したようなことだということであります

ので、住所が変更した場合にマイナンバーカードの裏に追記をずっとしていくと。それで番号は

個人が一生涯持つと。そして余白、追記の部分が全部いっぱいになった場合には、再交付の手続

きをしてそれに対する手数料が番号の方は５００円、片方が８００円だったですかね。その場合

はいらないんですか。通知カードの余白がなくなった時、その他再交付がやむを得ないものとし

て町長が認める場合はいらないということですか。そういうふうに読み取るんですかね。ずっと

読みよると第１１条１項１号または、第３号から第７号までの規定に基づく通知カードの再交付

で、それはカッコ書きがしてあるんですが、手数料１枚５００円。いっぱいになって再交付する

時はいらないということですか。この文言だったら、さっき私が言ったのはいっぱいになって再

交付する時には、再交付の５００円とか８００円のがいるんですね。いや、その考えでいいです

よと言われたんですが、そこらもう一度ちょっと説明していただいたら。 

○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） もう一度私の方からご説明をさしていただきます。通知カード

それから個人番号ともに追記の余白の部分がなくなった時、あるいは町長が再発行をやむを得な

いと認める場合を除いては、一枚５００円の手数料が必要というふうに説明させて頂きたいと思

います。 

○議長（池田洋助君） これにて質疑を終結します。 

 本案は委員会付託を省略し、討論・採決をおこないます。 

 ご異議ございませんか。 

〔「異議あり。」「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ただ今委員会付託を省略することに対し、ご異議がありますので、起立

によって採決します。本案は委員会付託を省略し、討論・採決をすることに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数であります。 

 よって、本案は委員会付託を省略し、討論・採決をこの場でおこないます。 

 これより討論に入ります。 

○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） 私はこの条例案に反対の立場で討論を致します。と言いますのも、先

ほども内容が分からないという部分。そういう中身をもったままで、賛成するわけには参りませ

ん。そういう立場でもっと慎重な審議が私は必要と考えますので、この場での賛成は致しかねま

す。反対の立場での討論であります。 

○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） 私は賛成の立場で討論致します。先程の質疑の中で十二分にカードの

折れた場合とかは自分の責任で再交付します。それと行政側の方でいっぱいになった時はちゃん
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と無料で更新してあげますということですので、その料金がいくらであるということが十二分に

理解できましたので、賛成を致します。 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第７５号 内子町手数料条例の一部改正について」の採決をおこないます。本案を原案

のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２５ 議案第７６号 内子町手数料徴収条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２５ 議案第７６号 内子町手数料徴収条例の一部改正につい

て」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町手数料徴収条例の一部改正についてでございます。本議案につき

ましては、鳥獣の保護、及び狩猟の適正化に関する条例の一部改正に伴い、内子町手数料徴収条

例の一部を改正するものでございます。改正内容につきましては、産業振興課長に説明致させま

すので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（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） それでは、議案第７６号、内子町手数料徴収条例の一部改正

について説明をさせていただきます。議案書３３ページから。説明資料１０のですね、１３ペー

ジをお開き下さい。提案理由と致しましては、鳥獣の保護及び、狩猟の適正化に関する法律、（平

成１４年法律第８８号）の一部改正がおこなわれたことによるものでございます。これは鳥獣被

害が深刻する中、従来の鳥獣保護に加えまして、鳥獣の捕獲等の一層の促進を図るため、管理の

定義が新たに規定をされ、法の名称が改められたことによるものであります。このため、内子町

手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように定めることにつき、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。改正する内容につきましては、

次のページ、４ページの通りでございますけれども、詳細につきまして説明資料の１３ページで

ご説明をさせていただきます。新旧対照表でございます。第２条第１項第１３号の鳥獣の保護及

び狩猟の適正化に関する法律を鳥獣の保護及び、管理並びに狩猟の適正化に関する法律に改める

ものでございます。施行につきましては、平成２７年１０月１日でございます。ご審議の上、ご

決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○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。 

本案は委員会付託を省略し、討論・採決をおこないます。 

 これより討論に入ります。 

〔「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７６号 内子町手数料徴収条例の一部改正について」の採決をおこないます。 

 本案を原案の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  日程第２６ 議案第７７号 内子町保育所条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２６ 議案第７７号 内子町保育所条例の一部改正について」

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町保育所条例の一部改正についての議案でございます。本議案につ

きましては、平成２８年４月１日から大瀬保育園の運営を内子町社会福祉協議会へ移管するにあ

たり、公立保育園から私立保育園となるため、内子町保育所条例の一部を改正するものでござい

ます。改正内容につきましては、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３５ページをお願い致します。議案７７号、内子町保育

所条例の一部を改正するものでございます。先程、町長が提案理由を申し上げましたので、早速

ですが、次のページで条例の内容についてご説明をさせていただきます。内子町保育所条例の第

２条の表から、大瀬保育園の項を削るものでございます。この条例につきましては、附則と致し

まして、平成２８年４月１日から施行するとしております。内子町では、すでに３つの保育園を

社会福祉協議会へ移管をしてきております。今回、平成２８年度より大瀬保育園を社会福祉協議

会による民営に移管するものでございます。これまで、内子町社会福祉協議会の理事会、大瀬保

育園の保護者会、大瀬地区住民への説明会等を開催し、それぞれご理解をいただいたところでご

ざいますので、本条例を改正するという提案でございます。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。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○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。 

 本案は委員会付託を省略し、討論、採決をおこないます。 

 これより、討論に入ります。 

〔「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７７号 内子町保育所条例の一部改正について」の採決をおこないます。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２７ 議案第７８号 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の共同処理する事務の変

更及び規約の変更について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２７ 議案第７８号 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の

共同処理する事務の変更及び規約の変更について」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） 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の共同処理する事務の変更及び規

約の変更についてでございます。この議案につきましては、組合長及び副組合長について、それ

ぞれ大洲市長および内子町長の職にある者をもって充てるようにする他、所要の改正をおこなう

ことに伴う規約変更をおこなうため、議会の議決をおこなうものでございます。内容は、保健福

祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（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３７ページでございます。議案第７８号、大洲喜多特別

養護老人ホーム事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についてであります。現在、

大洲喜多老人ホームにつきましては、大洲市のとみす寮、川上荘、内子町のみどり苑、神南荘、

４つの老人ホームで構成しておりますが、今般、事務の迅速化、効率化を図るため、組合長を大

洲市長、副組合長を内子町長とする規約の改正と、その他諸般の改正をおこなうものでございま

す。詳しくは説明資料、１４ページをお願い致します。新旧対照表をつけておりますが、要約を

して説明をさせていただいたらというふうに思います。第３条につきましては、養護老人ホーム

に併設しております短期入所施設につきまして、事務を明確にするため、条文の整理をおこなっ

たものでございます。第５条、組合議員を関係団体の長としているものを副市町長とし、組合議

員が欠けた場合は、関係団体の議会において補欠選挙をおこなわなければならないとするもので

ございます。第６条は、議員の任期は副市町長の任期とするものです。第８条におきまして、組
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合の組合長を大洲市長、副組合長を内子町長とし、次のページでございますが、会計管理者を大

洲市会計管理者とするものでございます。第９条は組合長、副組合長の任期をそれぞれ大洲市長、

内子町長の任期とするものでございます。なお、規約の施行日は愛媛県知事の許可があった日と

しております。ご審議の上、ご決定下さいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（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。 

本案は委員会付託を省略し、討論、採決をおこないます。 

 これより、討論に入ります。 

〔「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７８号 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の

変更について」の採決をおこないます。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２８ 議案第７９号 大洲・喜多衛生事務組合規約の変更について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２８ 議案第７９号 大洲・喜多衛生事務組合規約の変更につ

いて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○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） 大洲・喜多衛生事務組合規約の変更についてでございます。この議案に

つきましては、組合長及び副組合長について、それぞれ大洲市長及び内子町長の職にある者をも

って充てるようにし、並びに組合議員の定数を変更する他、所要の改正をおこなうことに伴い、

規約を変更するため、議会の議決を求めるものでございます。内容は、環境政策室長に致させま

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７９号、大洲・喜多衛生事務組合規約の変更についてご

説明を申し上げます。議案書ナンバー１の４１ページから４３ページ、説明資料ナンバー１０の

１６ページをお開き下さい。 

まず、議案書ナンバー１の４１ページですけれども、大洲喜多衛生事務組合規約を変更するこ

とについて地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。提案理由
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と致しまして、大洲喜多衛生事務組合を構成する、し尿処理施設は大洲市、内子町、伊予市の一

部、及び砥部町の一部を収集範囲とした、し尿、汚泥を共同処理する施設でありますけれども、

南海トラフ地震等に備え、迅速な意思決定が課題となっております。しかしながら、現在の規約

では組合長、副組合長は組合の議会において、関係団体の長のうちから選挙により選出されるも

のとされており、非常時においては迅速な意思決定がされにくいことも想定されることから、組

合長を大洲市長、副組合長を内子町長の職にある者をもって充てることとし、これに伴い、組合

議員の定数を変更する他、所要の改定をおこなうものでございます。議案書の４３ページに改正

内容を記載しておりますが、説明資料の１６ページ、新旧対照表の方で説明させていただきます。

主な改正点、かいつまんで申し上げますと、第５条、議員の定数及び選任方法ですが、組合長、

副組合長を固定化することに伴い、組合の議会の議員から抜けることとなりますので、組合議員

定数を１５人から１３人の２人減とし、関係団体の定数について大洲市７人を６人、内子町４人

を３人とそれぞれ一人の減と致します。第８条組合の執行機関の組織及び選任方法において、組

合長を大洲市長、副組合長に内子町長を充てることとし、会計管理者は組合長の所属する大洲市

会計管理者と致します。その他、関連する箇所について所要の改定をおこなうものでございます。

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。 

本案は委員会付託を省略し、討論、採決をおこないます。 

 これより、討論に入ります。 

〔「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７９号 大洲・喜多衛生事務組合規約の変更について」の採決をおこないます。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（池田洋助君） ここで１０分間休憩します。４時２０分から再開します。 

 

午後 ４時０７分 休憩 

 

午後 ４時２０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２９ 議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 
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○議長（池田洋助君） 「日程第２９ 議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第

２号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２号）についてご説明申し上

げます。平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億７，０８０万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０７億５，５

０５万３，０００円にするものでございます。補正予算の主な内容は、今年６月３０日から７月

１日にかけての梅雨前線豪雨による災害が発生し、農地施設等に被害が発生したために早期復旧

に対応するものでございます。歳入における主なものは、地方交付税で４，６８５万８，０００

円。国・県支出金で、災害復旧費補助金４，７７４万２，０００円。崖崩れ防災事業費補助金５

４０万円。一般寄付金として２，８００万円。町債では、臨時財政対策債、発行可能額確定に伴

い、１，２７８万３，０００円を追加補正致しました。歳出におけるおもなものは、民生費で介

護保険事業特別会計への繰出し金が４３４万７，０００円。農林業で森林そ生緊急対策事業費補

助金で、４９０万円。農道等維持管理事業補助金で４２０万円。土木費で崖崩れ防災事業費で９

４５万円。災害復旧費として先ほど申し上げましたように、６月３０日から７月１日の梅雨前線

豪雨災害農林土木施設補助災害９か所、公共土木施設補助災害７箇所等の復旧費用として８，８

９１万６，０００円でございます。内容は副町長に説明致させますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○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） 議案書の９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２号）でございます。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億７，０８０万３，

０００円を追加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０７億５，５０５万３，０００円

とするものでございます。 

７ページをお開き下さい。債務負担行為の補正でございます。１０ｍの射撃場の賃借料でござ

います。７，４７２万８，０００円減額をするものでございます。 

９ページをお開き下さい。９ページ、地方債の補正です。変更です。臨時財政対策債、１，２

７８万３，０００円増額を致しまして、３億６，２７８万３，０００円とするものでございます。 

１３ページをお開き下さい。歳入の補正です。８款１項１目、地方交付税、４，６８５万８，

０００円追加を致しまして、普通交付税、４７億４，６８５万８，０００円とするものでござい

ます。 

次のページ１４ページをお開き下さい。１２款２項８目、災害復旧費国庫補助金、３，５０１

万７，０００円の補正でございます。下の段、１３款２項４目の農林水産業費県補助金７７８万

円の補正です。主なものは、森林そ生緊急対策事業費補助金４９０万円他でございます。 
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次のページ、１３款２項８目の教育費県補助金、８１７万８，０００円の減額でございますが、

これは、えひめ国体市町等競技施設整備費補助金の減額でございます。内容等については歳出の

ところでご説明申し上げます。１５款１項２目の指定寄附金、２，８００万の補正でございます。

一般管理寄付金、ふるさと納税ですが、２，８００万の補正です。１６款１項基金繰入金、２，

１００万の補正です。ふるさと応援基金繰入金、２，１００万計上致しております。 

１７ページをお開き下さい。歳出です。３款１項９目の企画費、２，０４７万７，０００円の

補正です。主なものは、８節の報償費。１，５５５万２，０００円の補正ですが、ふるさと応援

寄付金に対するお礼でございます。特産品の購入費です。それから１２節の通信運搬費、お礼の

送料でございます。４８３万７，０００円の補正です。 

１８ページ、次のページをお開き下さい。真ん中どころ、３款２項２目、保育所費４３０万の

補正です。電算システム導入補助となっておりますが、これは社会福祉協議会に移管をしました

保育園、保育所の会計処理をおこなうための電算システムの導入費でございます。補助金として

交付を致します。 

次のページ、４款３項１目の給水施設費、１００万の補助でございます。立川簡水、小藪排水

池を改修するための補助金でございます。１００万円でございます。 

２０ページをお開き下さい。２０ページ、７款１項２目の観光費１１９万円の補正でございま

すが、主なものは、１９節の負担金及び交付金でございます。今年は１１月１５日を愛媛サイク

リングの日と定めまして、全県下でイベントを開催されます。内子町でも実施しますので、それ

の補助金５０万円を計上致しております。 

２２ページをお開き下さい。２２ページ、１０款６項５目、国民体育大会費、８１７万８，０

００円の減額でございます。主なものは、１４節の使用料及び賃借料１，１１７万８，０００円

の減額ですが、これは減額の要因が２点ございます。一つは、ライフル射撃場の賃借料の減額で

賃借期間が今年度１０カ月予定をしておりましたけどが、８ヶ月に、２カ月短縮されましたので、

まず減額をしております。それから、２点目がライフル射撃に使います電子標的システム、賃借

料として計上しておりましたが、標的については、愛媛県と平成３３年に三重県で国体が開催さ

れますが、愛媛県と三重県が共同で標的を購入して内子町に無償貸与するということになりまし

たので、内子町の借り上げ料を減額するものでございます。 

２３ページ、１１款１項１目の農業施設災害復旧費、２，１１１万６，０００円の補正ですが、

これは議案説明資料の１７ページに位置図等を記しておりますので、お目通しを下さい。工事請

負費として２，０５０万円。切岩頭首工他、８件の災害復旧に関する予算でございます。真ん中

どころ、１１款２項１目の公共土木施設災害復旧費、６，７４０万の補正ですが、これは議案説

明資料の１８ページに事業実施位置を示しております。主なものは、町道今岡線、大瀬川登地区

にあります、町道今岡線の災害復旧費他でございます。工事請負費として６，４４０万計上致し

ております。次に、１３款１項１目の基金費です。２，８００万の補正でございます。エコロジ

ータウン内子ふるさと応援基金を２，８００万積立金として計上致しております。以上、一般会

計補正予算第２号の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、お願い

を致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 
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○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） ページが２１ページの住宅管理修繕料で２３９万２，０００円。これ

おそらく設計なんかの数字だったんかもしれん。場所を聞きたいのと、それとページ２２ページ

の内子「わ」まつり実行委員会というのは、どういう委員会でどういう活動をされておられるの

か。その２点をちょっとお伺いしたらと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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） 私どもは、２１ページの住宅管理費の修繕料でございます

が、まずですね、旧五十崎地区にあります、古田団地というのがございますけれども、その分の

ですね、屋根の防水の修繕ということを計画致しております。もう一つはですね、内子の護国団

地というのがあるんですけれども、その分のですね、ガスの配管がちょっと漏れておりまして、

その分を早急に修繕したいということでございまして、その２点でございます。 

○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） ２２ページの補助金、内子「わ」まつりの実行委員会の関係

なんですけど、１１月の第一日曜と１１月の３日に町内で６箇所ほどの産業祭りですとか、文化

まつりですとか、ふるさと祭り等々がございます。これを「わ」まつりとしたものは、昨年から

やってるんですけど、ちょっと目立たなかったんですけど、６箇所あるお祭りを町内の皆さん方

または、町外の方々がバスを使っていただきながら、無料の巡っていただこうというようなこと

を企画さしていただいております。今回、２０万３，０００円あげさしていただいてるんですけ

れど、せっかく走るんだったらやっぱり内子の特徴のある、ちゃがまる等やら町営バス等々を走

らせながら対応していきたい。で、巡った所に記録になるようなスタンプを押すようなもの、ス

タンプラリーというふうにやっているんですが、そういったものの印刷代等に充てさしていただ

くために、今回単独財源なんですが、２０万計上さしていただいておるものでございます。ご理

解いただいたらと思います。 

○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） 去年から農業祭関係、よその地区も行って交流を深めるというふうな

意味でバスを借り上げて町が。希望の方は移動して廻るということをやられた。それで、「わ」ま

つり実行委員会という会自体は、構成メンバーはどういう人がなっているのか。役場の職員では

ないと思うんですね、補助金支給する方ですから。何かの実行委員会の母体があって、やられと

ると思うんですけど。去年の成果あたり何かあれば、ちょっとお伝えいただいたらと思います。 

○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） ６つのお祭り、文化祭等には、実行委員会組織が立ちあがっ

てますので、そういった方ですとか、当然、自治センターの職員等も入ってますし、地域おこし

協力隊５人ほど入ってますが、そういった方々によります、実行委員会組織を立ち上げさしてい
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ただいて、６つのお祭りを盛り上げていこうじゃないかというような組織であります。昨年につ

きましては、だいたい町内外なんですけど、約４，５００人の方がそういったお祭りにスタンプ

ラリーの成果から、そこから引っ張ったデータなんですけど、そういった方が参加をしていると

いうようなデータが出てます。それを少しでも広げていきたいというようなところで今回、こう

いう予算を組まさしていただきました。ちなみに、昨年は県の文化協会の補助金を使わせて頂い

て実施をさせていただきました。 

○議長（池田洋助君） 他ございませんか。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） ２１ページの土木公園費なんですけど、これ６月に補正で４００万の工

事費が付いたわけですが、これ委託費の方に変更というようなことですが、テニスコート等を利

用されている方は、改修を期待されておったんだろうと思いますけれども、なぜ、こういう状態

になったのか。現実的には改修を何年度から本格的に始めていくのか、ちょっと見通しをお願い

したいと思います。 

○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） ６月補正でテニスコート及び駐車場、今、子どもの広場とな

っている所の設計及び、テニスコート、トイレ等を改修しますよということで予算をお認めいた

だいたと思っております。具体的に作業を進める中で、仲良し広場、子どもの広場につきまして

は、大幅な変更、駐車場にする為には、どうしてもそこらをする為には基本設計ではなくて、詳

細設計等が必要になってまいりました。国の補助金なんですけれど、最初の段階、６月の段階で

は、そういう設計と工事をセットにしたようなところじゃないと、なかなか採択にならないよと

いうような県からの指導もあったんですけれど、今回、そういう実情を話さしてからに、来年度

テニスコートですとか、子どもの広場、駐車場等を事業を進めたいというところもありますので、

そこは先に先行さしていただいて、実施設計等に費用を充てさしていただくということで、今回

４００万円の組み替えをさしていだきましたので、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） 先ほど、山崎議員が質問された、「わ」まつりについて、もう一つ私も質

問さしていただきたいんですが、先ほど、課長の説明に１１月１日と３日両日、各地で催しが実

施されるという説明があったんですが、２日ともバスの運行があるのか。また、その２日間、ど

こでどういう、だいたい６つくらいじゃろうと思うんですが、やられるんは分かるんですが、こ

のお祭りは何日かというのが分からんので、そこらちょっと教えていただきたいのと、２２ペー

ジの１０款教育費の中の伝統文化施設総務費。１３節、１９節、ここらで現代狂言についての対

応をされておるんですが、一方では委託費を減にされとって、補助金としてまた対応をされてお

る。なぜこういう対応が必要なのかという説明を受けたいのと、もう１点、３点目が２０ページ、

観光費の中に愛媛サイクリングの日のイベント費用を予算化されて対応されとるんですが、内子

町としてどういうイベントを考えておられるのか。説明をいただきたいと思います。 
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○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） 私の方からは内子「わ」まつりのことについてお答えさして

いただいたらと思います。今年につきましては、１１月１日、大瀬の農業祭、柿祭り。同じ日に

小田の郷ふるさとまつり、同じ日に五十崎文化祭等が３つ開かれます。そういったところを３つ

を結んで行こうと。小田川、川下から川上からということですので、町営バスが運行してますの

で、そういった路線を経由しながら、３つの祭りをつなげていきたいなというふうに計画をさし

ていただいてます。３日の文化の日につきましては、内子自治センターで開かれてます、内子文

化祭、それと石畳の水車祭り、それと立川地区の産業文化祭という３つのお祭りがございますの

で、ここにつきましては、それぞれ３つを結んでいきたいというふうに考えておるところです。

よろしくご理解いただいたらと思います。 

○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） 私の方からは、伝統文化施設の現代狂言の組み替えについて

ご説明を申し上げます。現代狂言の公演につきましては、当初、町で予算を組んで現代狂言の公

演先の方に委託という形で考えておりましたが、今回、市町振興協会のですね、補助金を受けら

れる目処がつきましたので、今回この補助金を受け取る為には、町ということではちょっと受け

取れないので、実行委員会という形で編成をし直してですね、そちらの方で実施をするというこ

とで組み替えの今回予算の組み替えをしているところでございます。 

 次に観光費の愛媛サイクリングの日でございますけれども、一応現行の所は、ちょっとまだ多

少修正もするかも知れませんけれども、主にせせらぎからですね、上川の奥まで往復するような

サイクリングのコースをですね、想定して、この補助金の使い道としては、ドリンクサービス、

あるいは保険代、そういったものに充てる予定にしてございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 現代狂言について再度質問したいと思うんですが、課長の方から市町振

興組合ですかの補助金を受けるために、こういう対応が必要という説明だったんですが、ここに

計上されておる金額はすべて、市町振興組合から同額の補助が受けれるんでしょうか。 

○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） １００万円の補助が受けれる予定になっております。 

○議長（池田洋助君） 他、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。 

 お諮りします。「議案第８０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。 
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よって、「議案第８０号」は、所管の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） ただ今、時刻は４時４５分を過ぎております。審議内容から考えますと、

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と延会することを宣告致します。 

 

日程第３０ 議案第８１号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３０ 議案第８１号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、内容を住民課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○住民課長（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） それでは失礼致します。まず、２５ページの次のオレンジ色の表紙

からになります。議案第８１号、平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）についてご説明を申し上げます。 

それでは、１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ２，３７３万３，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億７，１５７万９，０００円とするもの

でございます。今回の補正につきましては、平成２６年度決算に伴います繰越金の額の確定にか

かるもの、及び平成２６年度実績額確定による交付金、負担金の返還金の計上が主な補正でござ

います。それでは、補正内容について歳入からご説明申し上げます。 

７ページをお開き下さい。１０款１項１目、繰越金、２，３７３万３，０００円の増額補正。

これは平成２６年度決算によります繰越金が確定しましたことによりますものでございます。 

次に歳出でございますが、８ページをお開き下さい。１１款１項３目、一般被保険者還付加算

金、２０万１，０００円増額補正。次に４目、退職被保険者還付返還金、４万９，０００円増額

補正。見込み額の増です。５目、退職被保険者等交付金返還金、１９９万９，０００円増額補正。

６目、療養給付費等負担金返還金、９３３万３，０００円増額補正は、いずれも平成２６年度実

績額の確定による返還金でございます。続きまして、１２款１項１目、予備費につきましては、

繰越金等が確定しましたため、１，２１５万１，０００円の増額補正でございます。以上で平成

２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号の説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 
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○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８１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８１号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第３１ 議案第８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３１ 議案第８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第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年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、内容を住民課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

よう、お願い致します。 

○住民課長（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） 国保特別会計の次のページ、薄紫色の表紙からになります。議案第

８２号、平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）についてご説

明申し上げます。 

 １ページをお開き下さい。第１条で、歳入歳出の予算の総額にそれぞれ５７８万７，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億２，５０８万２，０００円とするものでございま

す。今回の補正は、平成２７年度の当初賦課及び、平成２６年度の決算に伴う補正予算となって

おります。それでは歳入からご説明申し上げます。 

７ページをお開き下さい。１款１項１目、特別徴収保険料、当初賦課による額の確定により３

６万３，０００円の減額補正をするものでございます。次に２目、普通徴収保険料、当初賦課及

び滞納繰越分、保険料の額の確定により４６万の減額補正をするものでございます。３款１項１

目、一般会計繰入金、４８万４，０００円の増額補正。保険料の額の変更にともなう基盤安定繰

入金の増でございます。４款１項１目、繰越金、６１２万６，０００円の増額補正。平成２６年

の繰越金の額の確定によるものでございます。 

続きまして、８ページをお開き下さい。歳出でございますが、２款１項１目、後期高齢者医療

広域連合納付金、５７８万７，０００円の増額補正。これは平成２６年度繰越金の確定によりま
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して、歳入の額が確定致しましたので、その分を広域連合納付金として計上するものでございま

す。以上で、平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第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８２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８２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３２ 議案第８３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３２ 議案第８３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、内容を保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（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） それでは、議案第８３号、ピンクの表紙からになりますけれど

も、平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明を致します。 

１ページをお願いします。第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ６，０９８万円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億５，６９８万円にするものでございます。 

内容につきましては、７ページで説明をさせていただきます。まず歳入です。４款２項、国庫

補助金ですけれども、５目の低所得者負担軽減対策事業交付金につきまして、マイナスの２４５

万６，０００円になっております。また、６款３項の県補助金同様のものですけれども、マイナ

スの１３２万８，０００円になっておりますが、当初、国からと県からの補助金が特別会計に入

るということで準備をしておりましたが、厚生省からの指示で一度一般会計に受け入れてから特

別会計に再度出すという指示がございました。そのことによりまして、それぞれマイナス、それ

ぞれの国・県の補助金になっておりますけれども、次のページの最初です。１０款１項、一般会

計繰入金の４目、その他の一般会計繰入金で、４０９万７，０００円のプラスの補正をしており
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ます。先程の補助金のマイナス部分と、内子町の負担金分を合わせてこちらで繰り入れをすると

いうことになりましたので、こういう組み替えをおこないました。続きまして、１１款１項繰越

金でございますけれども、５，９７７万１，０００円の増額にしております。２６年度決算が確

定したことによりますものでございます。 

続きまして、９ページ支出でございます。２款１項１目、高額医療合算介護サービス費、２０

０万円の増額をしております。これは、医療費と介護費の合算で、負担限度額を越えましたもの

を支給する制度でありまして、本年度、対象者の増加によりまして、２００万円の増額補正をお

こなっております。また、６款１項１目の２６年度決算でありますが、２６年度決算額の繰越金

のうち、２，５００万円を介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。現在、この基金

の総額、３２６万４，７１３円でありますので、今回２，５００万円を基金として積み立てるも

のでございます。 

次、１０ページです。８款１項、償還金及び還付金加算金でございますが、一番多いものは２

目の償還金、１，５１０万８，０００円であります。これは２６年度の確定に伴い、国庫補助金

等への償還金でございます。９款１項１目、予備費１，８２７万４，０００円。繰越金の一部を

２７年度の予備費とするものでございます。以上、議案第８３号、平成２７年度内子町介護保険

特別会計の説明でございます。よろしくご審議の上、ご決定下さいますよう、お願い申し上げま

す。 

○議長（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８３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８３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３３ 議案第８４号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３３ 議案第８４号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

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。 
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○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、議案第８４号、平成２７年度内子町簡易水道事

業特別会計補正予算についてご説明させていただきます。資料は水色の表紙になります。 

 １ページにお進みいただいたらと思います。まず１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ、１，７７１万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億１，８

１６万円とするものでございます。主な補正内容と致しましては、２６年度の決算確定に伴う繰

越金の増額の補正でございます。 

内容については、７ページでお願い致します。７ページでございますが、歳入でございます。

５款１項繰越金、１目の繰越金でございますが、１，７７１万１，０００円補正致しまして、合

計と致しまして、６億１，８１６万円になります。この理由と致しましては、２６年度の決算確

定に伴うものでございます。 

続きまして、８ページでございます。歳出でございます。４款１項１目の予備費でございます。

歳入と同じく１，７７１万１，０００円を補正致しまして、歳入歳出同額の６億１，８１６万円

となっております。以上、大変簡単でございますが、平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○議長（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。 

本案は、委員会付託を省略し、討論・採決をおこないます。 

これより、討論に入ります。 

〔「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８４号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について」の

採決をおこないます。本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（池田洋助君） 本日、各常任委員会及び予算決算特別委員会に付託致しました、議案の

審査報告については、９月１８日の本会議でお願い致します。 

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、９月１８日、午後２時に開会

します。 

引き続き、委員会室で議員全員協議会をおこないます。 

 本日は、これをもって散会致します。 

 

午後 ５時０３分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２７年 ９月 ７日（月） 

○開会年月日   平成２７年 ９月１８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１１号） 

平成２７年 ９月１８日（金）午後 ２時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議認第 ４号 平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第 ４ 議認第 ５号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議認第 ６号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ６ 議認第 ７号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７ 議認第 ８号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議認第 ９号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ９ 議認第１０号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第１０ 議認第１１号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１１ 議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１２ 議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１３ 議案第７４号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１５ 議案第８１号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１６ 議案第８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１７ 議案第８３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第１８ 受理第 ４号 伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知事に意見書送付を求める

請願 

日程第１９ 受理第 ５号 「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求める

請願 

日程第２０ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２１ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第２２ 議員派遣の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２２ 

 

午後 ２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 



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

- 131 - 

○議長（池田洋助君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」をおこないます。 

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、５番大木 雄議員、６番

山本 徹議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第１１号のとおりであります。

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議認第 ４号 平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第 ４ 議認第 ５号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第 ５ 議認第 ６号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

  日程第 ６ 議認第 ７号 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第 ７ 議認第 ８号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

  日程第 ８ 議認第 ９号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第 ９ 議認第１０号 平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第１０ 議認第１１号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議認第４号 平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算の

認定について」「日程第４ 議認第５号 平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認

定について」「日程第５ 議認第６号 平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」「日程第６ 議認第７ 平成２６年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」「日程第７ 議認第８号 平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」「日程第８ 議認第９号 平成２６年度内子町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」「日程第９ 議認第１０号 平成２６年度内子町公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１０ 議認第１１号 平成２６年度内子町後期高

齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上の８件を一括議題とします。 

 予算決算特別委員長に審査の経過並びに結果について報告を求めます。 

 山崎委員長、登壇願います。 

○予算決算特別委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎委員長。 

〔山崎正史予算決算特別委員長登壇〕 
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○予算決算特別委員長（山崎正史君） それでは、ご報告申し上げます。去る９月９日の本会議

において、予算決算特別委員会に付託されました、「議認第４号 平成２６年度内子町一般会計歳

入歳出決算の認定について」から、「議認第１１号 平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」の８件について、審査の結果をご報告申し上げます。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、

「議認第４号」から「議認第１１号」までの８件は、原案のとおり認定すべきものとするもので

ございます。去る９月１１日、１４日、１５日の３日間の日程で本委員会を開催し、平成２６年

度各会計の決算について、「歳入歳出決算書」、「決算資料」「わが町の家計簿」、および各課で作成

された説明資料等に基づき、「事業執行にあたり決算が当初の目的を達成しているのかどうか、ど

のような行政効果を得たのか」を基本として審査をおこないました。審査における経過及び質疑

等についてご報告を致します。 

まず、一般会計決算からご報告致します。住宅団地の販売状況ですが、「御祓団地については、

長年の間１区画売れずに残っている。区画形状に問題があると思われるが、利用の方法等を含め、

早急に対処するべきである。」という意見に対し、「対策については、本年度中に結論を出す。」と

のことであります。なお、青葉台団地及び、麓団地の販売についても、ご努力をお願いします。 

次に、税金の滞納においてですが、「滞納整理機構へ移管しても、徴収できないものは、町の段

階である程度分かっているならば、処理してもよいのではないか。」との意見に対し、「機構にお

いて、幅広い調査が行われ、粗暴者対応もしていただく。また、徴収できない理由、納税者の状

況等の意見書とともに町に返還されるが、徴収不可能なものは不能欠損としている。」また、「固

定資産税の不能欠損があるが、資産があるのに徴収できないのはなぜか。」に対し、「建物など、

生活に支障のあるものは差し押さえができない。田畑も換価できるものでないと、差し押さえる

ことは難しい状況にある。」との説明がありました。内子町の税の徴収率は９７．３％で、県内で

も上位にランクされていますが、公平、公正な行政を行う上でもさらに努力をお願いするもので

あります。 

 次に、観光等についてですが、「凧博物館の収支は、多額な赤字経営となっている。存続を考え

ての対策はないのか。」との質問に対し、「凧博の活用方法についても提案をしてもらっており、

今後凧を活用したいろいろなイベントをおこなっていく。」とのことです。早急な対策を求めます。

町並駐車場の利用者数、内子座をはじめとした伝統文化施設の入館者数など減少傾向にあります。

観光資源調査や戦略作成業務委託費、観光のホームページ作成など、観光振興費に２，３００万

円余使用しており，委託した成果品を活用し、業者への旅行プランの提案や観光資源の活用、食

の開発など、積極的におこなっていただきたいと思います。 

 次に、住宅新築資金等貸付金の返済状況についてですが、「徴収率は５．６％と低く、前年度か

ら変化が見られない。」という意見があります。より一層、相談員との連携をはかり努力をしてい

ただきたいと思います。 

次に、「農林団体育成補助金で、ＦＮＳ森林認証事業で９２万円余の補助金を支出しているが、

木材取引単価など、どのような効果を求めるのか。」との質問に「内子の木材に付加価値を付ける

ということを目指し、２５年度に１００ヘクタール、２６年度には２３４ヘクタールの町有林の

認証を受けた。国際認証であり、今後東京オリンピック等の需要に向けて取組んでいる。高い取
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引を前提として期待し、取組んでいる。」とのことです。林業の六次産業化も含め、民有林等にも

広めるなど、今後期待をするものであります。 

 次に、環境政策についてですが、委員から「再生可能エネルギー事業可能性調査業務委託での

調査結果」を求められ、「農林水産省の全額補助で、平成２５年度から２年間かけて調査をおこな

った。農林事業者からヒアリングをおこない、太陽光発電の事業化の可能性について検討を行っ

たが、論田地区での初期費用が２億５，０００万円程度かかること。電力買い取り制度の変更に

より、２５年度に内子町が取得していた権利が失効したことなどから、太陽光発電事業化につい

ては断念をした。」との説明がありました。 

 次に、教育費関係ですが、「竹下景子さんの朗読と音楽の調べ」の講演について、子どもたちの

感想はどうであったか。」との質問に対し、「アンケートをおこない、生の朗読にふれた喜びが大

きかったとの声が多くあり、効果はあったと思う。今後も教育振興基金を活用し、谷川俊太郎さ

んなどの講演を計画しており、本物に触れてもらうことが、一番だと思っている。」との答弁であ

りました。また、「内子運動公園プールの使用料は２２万９，０００円ほどですが、ほとんど利用

者が子ども達であり、五十崎プール同様、無料化の検討も必要ではないか。」また、「五十崎プー

ルの老朽化対策などの意見」も出され、「２９年の愛媛国体プールの設置の際、見直しも検討する。」

とのことであります。次に、自治センターなど施設の使用時間についてですが、「住民の使用時間

は、基本的に午後１０時までであるが、共生館の日曜日の使用時間は、午後５時までである。他

の施設と同じように統一できないか。」との意見に対し、「新年度から統一できるよう条例改正等

もおこなっていく。」とのことであります。なお一般会計においては同じ款、項、目、節の中に各

課に渡って支出されているものがあり、決算書、わが町の家計簿、決算資料等との数字の差異が

あるため、分かりづらい部分もあったと思われます。特別会計については、福祉や社会生活など

住民サービスに直結する事業であり、今後も健全な運営を続けていただきたいと思います。以上、

審査状況について報告しましたが、審査の結果、２６年度における各会計決算は、予算の議決目

的及び施策に基づき、いずれも適正に執行されていると認められ、よって、「議認第４号」から「議

認第１１号」は、原案のとおり認定すべきものと決定致しました。最後に、従来、前年度の決算

認定については９月定例会で上程され、特別委員会に付託し閉会中の審査をもって、１２月定例

会において表決をしておりましたが、時期的に遅いのではないかとの思い、また、監査委員にお

ける決算審査は８月当初に終了し、８月下旬には審査意見書が提出されております。以上のこと

に鑑み、早い時期に審査、表決すべきと考え、９月定例会開会中における審査とさせていただき、

認定の可否をおこなうものと致しました。それぞれの事業においては、各課それぞれに分かりや

すい資料を提示していただき、また各担当課長及び担当職員より詳細な説明を受け、議決した予

算に対し、その執行状況の適否を確認することができました。職員の皆様のご努力に対し、心よ

り感謝を申し上げます。厳しい財政の中ではありますが、今後においても健全な財政運営に心か

けていただき、内子町住民の福利向上のため、ご尽力いただきますようお願いを申し上げます。

なお、今回の審査において各委員から出された意見、要望等については十分検討の上、今後の町

政運営に反映させていただきたいことを申し添え、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりました。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。 
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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。 

 山崎委員長、席にお戻り下さい。 

「議認第４号」から「議認第１１号」までの８件は、一括して討論、採決したいと思います。

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、「議認第４号」から「議認第１１号」までの８件は、一括して討論・採決をおこなうこ

とに決定しました。 

 「議認第４号」から「議認第１１号」までの討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「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。 

採決をおこないます。「議認第４号」から「議認第１１号」に対する委員長報告は、認定とする

ものです。委員長報告の通り認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議認第４号」から「議認第１１号」までの決算認定８件は、委員長報告のとおり認定

されました。 

 

日程第１１ 議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１２ 議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について」及び「日程第１２ 議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認

定について」以上の２件を一括議題とします。 

予算決算特別委員長に審査の経過並びに結果について報告を求めます。 

山崎委員長、登壇願います。 

○予算決算特別委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎委員長。 

〔山崎正史予算決算特別委員長登壇〕 

○予算決算特別委員長（山崎正史君） それでは、ご報告を申し上げます。去る９月９日の本会

議において、予算決算特別委員会に付託されました、「議案第７３号 平成２６年度内子町水道事

業会計剰余金の処分について」、「議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定に

ついて」の２議案の審査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７３号」、及び「議認第１２号」

は原案のとおり可決及び認定するものとするものであります。議案ごとに、説明を受けた内容及

び、質疑等についてご報告を致します。 

「議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づき、

剰余金の処分については「議会の議決を得るもの」とされています。水道事業で生じた未処分利



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

- 135 - 

益剰余金は、１億２，６０１万１，６４４円と多額の剰余金が発生しています。２６年度からの

新会計基準では、国、県の補助金等を受け、取得した資産について、みなし償却制度が廃止とな

ったことから、２５年度以前の補助金等により取得した資産については、その他未処分利益剰余

金変動額、８，７４６万１，８５３円の剰余金が発生しています。その利益は、自己資本へ組み

替えて処分をし、通常の利益剰余金３，８５４万９，７９１円は、減債積立金に２，８５４万９，

７９１円を積立し、企業債の償還に備えるものであります。また、残り１，０００万円を将来の

欠損金を埋めるための積立として、利益積立金に積み立てるものであります。いずれも、法に基

づいた適切な処分であると判断致しました。 

「議認第１２号、平成２６年度水道事業会計決算について」は、予算議決のとおり、いずれも

適正に執行されており、公営企業として安定した経営をおこなっており、特に問題はなく、決算

について原案のとおり認定すべきものと決定を致しました。 

今後、簡易水道との統合も目前でありますが、より一層の企業努力を期待して、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。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。 

 山崎委員長、席にお戻り下さい。 

 討論・採決は１件ずつおこないます。 

 「議案第７３号 平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」討論をおこないま

す。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 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７３号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 次に「議認第１２号 平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定について」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。 

 採決をおこないます。本案に対する委員長報告は、認定とするものです。委員長報告のとおり

認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議認第１２号」は、委員長報告のとおり認定されました。 
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  日程第１３ 議案第７４号 内子町個人情報保護条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１３ 議案第７４号 内子町個人情報保護条例の一部改正につ

いて」を議題とします。審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。 

 泉総務文教常任委員長、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） ご報告を申し上げます。去る９月９日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました、議案第７４号「内子町個人情報保護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、配付しております審査報

告書のとおりであります。審査結果については、議案第７４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。本条例の改正は、平成２５年５月に成立した「番号法、マイナンバー法」が、本年１０月

５日に施行され、２８年１月から利用が開始されることから、現行の条例をより強固なものにす

るため、番号法との整合性をとりつつ、「行政機関個人情報保護法」の規定に準じて、内子町が保

有する特定個人情報、いわゆる個人番号をその内容に含む個人情報ですが、その情報の適正な取

り扱いを確保するために改正するというものであります。 

審査手順としては、まずマイナンバーの通知カード、個人番号カードについて説明を受け、受

取りや申請の方法、個人番号の利用範囲、制度の概要などの説明を受けました。平成２８年１月

から社会保障、税、災害対策分野等での事務での利用が開始され、また、平成２９年７月からは

国と地方自治体とのネットワークによる連携が開始されることになります。また、国の関連法と

の整合性をはかること、さらに個人番号にかかる個人情報も、もれなく本条例の保護の対象とす

る措置を講じるものである。との説明を受けました。 

委員の質疑においては、「罰則規定はあるが、取り扱い等に関して職員の研修体制はどうしてい

るのか。」との質問に、「９月末までに、マニュアルを作成し、職員研修を実施する。」との答弁が

なされ、また、「住民のメリットとなるのか。」との質問に「本条例改正は、個人の情報を保護す

る目的はもとより、番号法による特定個人情報も共に守り、より強固なものにするもので住民の

メリットとなる。」との答弁でありました。また、「悪徳業者による詐欺等への対応、注意喚起は

どう考えているか」との質問に「民生委員会、高齢者のサロンでも説明をしているが、今後も地

域づくり懇談会など、あらゆる機会を通じて説明をしていく。」との答弁がありました。「本条例

改正は読み替え規定など、難しく、分かりやすい条例はできないものか。」といった意見も出され

ています。採決の結果、議案第７４号は、適正な条例改正であるとし、原案のとおり可決すべき

ものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより委員長報告に対する質疑をおこないます。 

○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） 今の説明でもマイナンバー法につながる条例であるということが説明

をされました。そのマイナンバー制度について、どれだけ町民の中で理解が進んでいるのか、そ
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の点についてはどのような審議・審査がなされたのか。それ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） 今後、広報誌において広く伝達するということでありま

した。 

○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） それともう一点、年金情報などがどんどん漏れてきたのはご承知のと

おりでありますが、このマイナンバーについて非常に一人一人の健康状態からはじまって、全て

のものが含まれていると聞くわけでありますが、このような情報が漏れた場合、政府は漏れない

と言っておりますけれども、今までの状況をみておりましても、どの情報が漏れた場合も漏れな

いと言っていたのが漏れてきたわけでありますから、そのような状況の中でマイナンバー制が拙

速に進められることには、非常に問題があると思うんであります。そういう点においてこの条例

はそれに連なるものとしているわけでありますが、その点についてのご審議はどういう状況であ

ったか。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 各機関で情報は守りますので、芋づる式には上がらない

ということです。また、個人情報に番号法を追加してより強固に情報を守るということでありま

す。 

○議長（池田洋助君） 他にありませんか。 

〔「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。 

 これより討論をおこないます。 

○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） 私は本条例に反対の立場で討論をおこないます。率直に申しまして、

マイナンバー制度が国民の中にほとんど理解がされてない状況。これは町民の中でも内子町でも

同じではないかと思うわけであります。そういう住民に理解をされてないままに拙速な形で進め

られるものについては賛成を致しかねますので、本条例についても反対の表明をさせていただき

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） 私はこの条例に賛成の立場で議論をさせていただきます。委員会審議

の中、委員長報告の中でもありましたように、それぞれの情報はそれぞれの機関において個別に

保管するということと、宮岡議員が申されたように住民にまだ周知がしてないんじゃないか。こ

のマイナンバー法というのは、すべての人が登録義務というのが今のところないというふうな私

の勘違いかもしれませんが、そういう説明でございました。それで委員会の中でもですね、高齢

者、それから若年者、我々も含めてですけど、十分に理解ができない部分があるがというふうな

質疑応答もした中でですね、委員長報告にもあったように広報、民生委員さんからの通知徹底。

そして、今後おこなわれるであろう、それぞれの地域づくり懇談会の中で、行政の方から十二分
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に説明をおこなうというふうなことでありますので、そういうことをしながら住民に周知徹底す

ればより強固に硬く個人情報が保護されるものだと考えますので、私はこの条例に賛成を致しま

す。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第７４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。「議案第７４号」

は委員長報告の通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） 起立多数です。 

 よって、「議案第７４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１４ 議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第

２号）について」を議題とします。 

 ここで、去る９日の本会議において、林議員の質疑に対する安川課長の答弁に対し、理事者か

ら再度答弁したい旨の申出がありました。これを許可します。 

○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） 先般、９月９日の本会議の平成２７年度内子町一般会計補正

予算（第２号）の審議中に林議員よりご質問のありました、１０款教育費の中の伝統文化施設総

務費の、現代狂言の委託料と補助金の組み替えについてご質問があった際、私の答弁について十

分じゃなかったため、お詫びを申し上げ、改めてご説明を申し上げるものでございます。現代狂

言にかかる補正予算案につきましては、委託料から１００万円を減じ、補助金を１００万円増額

の組み替えをするものでございます。当初予算におきましては、委託料で直接内子町が契約して

狂言公演を実施する予定としておりましたが、現代狂言公演実施の主体を内子町から内子座創建

１００周年事業実行委員会に変更を致しました。それに伴い、１００周年事業実行委員会に対し、

現代狂言を実施するのに必要なポスター、チラシ、チケットの作成など、事前に必要な費用に充

てるものを補助金という形で支出するものでございます。なお、１００周年事業実行委員会にお

いては、現代狂言の公演の実施により、公演チケット収入他スポンサーからの賛助金等の収入が

予定されますので、補助金として内子町が支出した１００万円については、最終的には内子町に

戻し入れをしてもらう予定としております。市町振興協会の補助金については、別に実行委員会

に支出するもので、今回の補正予算案に直接関係するものではありません。先般の答弁が不十分

であった旨、重ねてお詫びを申し上げ、ご理解を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長(池田洋助君)  林議員、発言があるようでしたら、許可します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  林 博議員。 

○１１番（林 博君） ただ今、課長の方から先般の説明の訂正をいただいたわけですが、先般

は市町振興組合ですか、その補助を頂くために実行委員会を立ち上げたという説明だったんで、

質問をしなかったんですが、本日、町の補正予算として、当初の経費を対応するために町から補
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助金を出すということの説明で理解ができるんですが、私の勘違いかもしれんのですが、今回の

現代狂言公演、これも内子座創建１００周年事業におり込まれておるものじゃなかったかと思う

んですが、その点はどうだったんでしょうか。 

○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） 現代狂言についても内子座創建１００周年記念事業のひとつ

として位置付けておるものでございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  林 博議員。 

○１１番（林 博君） 内子座創建１００周年事業に対しても実行委員会が立ち上げていろんな

案を検討され、実施をされていこうとしている中で、組合から補助を受けるためにはその現にあ

った実行委員会では、いけなかったわけでしょうか。別に現代狂言の実行委員会の組織をされて

おるようですが、そこら１００周年事業の実行委員会での受け入れというのはできなかったんで

しょうか。 

○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） 先ほどの私の再答弁の中でも申し上げましたが、内子座創建

１００周年記念事業実行委員会の方で実施をするということでございます。 

○議長(池田洋助君)  よろしいですか。 

 それでは、「議案第８０号」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） ご報告を申し上げます。当委員会に付託されました、

「議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２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８０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８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ１億７，０８０万３，０００円を追加し、総額１０７億５，５０５万３，

０００円とするものであります。その中で、当委員会が所管する主なものは、総務費、教育費等

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、地方交付税を４，６８５万８，０００

円増額するとともに、ふるさと納税寄付金を２，８００万円増額し、年間５，０００件、３，０

００万円を見込んでいます。一旦基金に積み立てた上で、２，１００万円を取り崩し、謝礼の品

物代、郵送料等の財源としています。今年度から寄付金を財源とし、謝礼等の支出に充てて行く

という取り扱いとするという説明であります。また財源を確保するため、臨時財政対策債を１，
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２７８万３，０００円増額し、３億６，２７８万３，０００円を限度として借り入れるものであ

ります。これにより、今年度の起債借入見込み額は、１３億１，１２８万３，０００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、ふるさと応援寄付金関係予算、９款、消防

費においては、各小学校７校と小田支所へ安定ヨウ素剤格納のキャビネットを配備する費用、１

９万７，０００円が予算化されています。８款、土木費の中の公園費で、６月議会で議決した内

子運動公園のトイレ改修工事費４００万円全額を削減し、次年度に、テニスコート、トイレ、駐

車場を改修する工事をおこなうこととし、実施設計委託費に４００万円を組み替えています。質

疑において、「トイレ工事を先に延ばして支障はないのか。全体の改修計画が見えてこない。事業

の年度計画を出してもらわないと理解しにくい。」との質疑に対し、「テニスコートとトイレ、さ

らに駐車場改修は来年度おこなう計画である。交付金等を利用して事業をおこなっていく。なお

全体の工事スケジュールについては、今後全協で説明する。」との答弁がありました。なお、全体

の完成予定は平成３０年度を目標としており、変わっていないとのことであります。１０款、教

育費については、「茂山狂言の当初の計画との変更内容は何か。」との質疑に対し、「子供たちの狂

言を午前中としていたが、茂山狂言に合わせて午後におこなうこととしたことから、子どもたち

の衣装の着せ替えの役者さんが 1名必要であり、そのことにより８万円を増額した。」との答弁で

ありました。また、国民体育大会関係予算として、当初リース予定のライフル射撃の電子標的シ

ステムセットを、愛媛県と平成３３年に開催する三重県とが共同購入することとなったため、１，

１１７万８，０００円を減額しています。以上、各課長からの補正予算の説明、それらに対する

質疑を行ったのち、採決を行った結果、「議案第８０号」については、原案のとおり可決すべきも

のと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長(池田洋助君)  これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（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、席にお戻りください。 

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。去る９月９日の本会議におい

て、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補

正予算（第２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８０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、災害復旧費であります。 

まず歳入についてでございますが、主なものは、本年６月３０日から７月１日にかけた梅雨前

線豪雨により町道、農道等に多大な被害が生じましたが、その災害復旧に要する国・県の補助金



平成２７年 ９月第８０回内子町議会定例会 

- 141 - 

５，３１４万２，０００円が大きく、低所得者層への介護保険料軽減対策として国、県合わせて

４０６万８，０００円。林業、有害鳥獣対策県補助金として、７７８万円が予算化されています。 

次に、主な歳出予算は、３款、民生費においては、介護保険料軽減対策にかかる特別会計への

繰出し金、４３４万７，０００円。社会福祉協議会が運営する、それぞれ３つの保育園で会計処

理を行うため、電算システムを導入する費用として、補助金４３０万円。６款、農林水産業費で

は、林道の維持管理に対する補助金の追加として、４２０万円を増額しています。当初、８路線

３００万円を予定しておりましたが、１８路線７２０万円の要望が上がっており、その要望に応

えたいというものです。７款、商工費では、１１月１５日の愛媛サイクリングの日のイベント補

助として、自転車愛好家で組織する実行委員会へ５０万円を補助します。せせらぎから上川の奥

を往復するもので、ドリンクサービスやオーベルジュの風呂代、チラシ等に使用するとの説明が

なされました。委員の質疑において、「参加人数の把握はどうしているか。道路の状況や保険の問

題、さらに大会を補助するボランティアの状況、さらに事故対応や取組みの遅れ等について質疑

がなされました。」これに対し、「参加人数は３００人程度と考えている。とりつきやすいコース

からはじめ、マニアより一般者が参加できるように考えている。今後、道路状況など現地確認を

しながら、対策を行っていく。」との答弁でありました。１１款、災害復旧費においては、農地な

ど９件の農業施設災害復旧費として、２，１１１万６，０００円。町道今岡線他６路線や、町道

路木線など単独事業を含め、公共土木施設災害復旧費として、６，７４０万円が予算化されてい

ます。９月当初に国の災害査定を受け、認められたものであり、職員のご労苦に対し敬意を表す

るものであります。委員からは、「日頃から、側溝や枡の土砂等を取り除いておれば、防げた事も

あるのではないか。日々の管理をどう考えているか。」また、「技術職員の育成についての対策は

どうしているか。」との質問に対し、「通常の維持管理がなされていないものは、災害査定にはな

らない。なお一層、日頃の管理を徹底する。職員の研修については、内子、大洲、西予で月に１

回研修をしており、３年計画でおこなっている。また県でも研修をおこなっており、災害査定官

から職員の技術が高いとの言葉もいただいている。」と答弁されました。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、採決を行った結果、議案第８０号について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終

わります。 

○議長（池田洋助君） 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、席にお戻りください。 

 これより、「議案第８０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８０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〕 
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○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第８０号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）について」は委員長

の報告のとおり、可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第８１号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第８１号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

本案について、委員長の報告を求めます。 

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８１号「平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）について」審査

の結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第８１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８１号は、２６年度決算により繰越金が確定したことによるもので、歳入歳出予算の総

額に繰越金２，３７３万３，０００円を追加し、総額２７億７，１５７万９，０００円とするも

のです。 

歳出については、療養給付費等交付金の精算による返還金等１，１５８万２，０００円を予算

化し、残りの１，２１５万１，０００円を予備費とするものです。なお、委員の被保険者数の質

問に対し、８月末現在で、一般被保険者数は５，０９６人、退職被保険者数は８７人、合計５，

１８３人の保険者数となっているとの説明がありました。採決を行った結果、議案第８１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） 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、席にお戻りください。 

 これより、「議案第８１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８１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。 
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 よって、「議案第８１号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」は委員長の報告のとおり、可決されました。 

 

 

○議長（池田洋助君） ここで１０分間休憩します。３時５分から再開します。 

 

午後 ２時５５分 休憩 

 

午後 ３時０５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１６ 議案第８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１６ 議案第８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第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８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第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８２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８２号は、歳入歳出予算の総額に５７

８万７，０００円を追加し、総額２億２，５０８万２，０００円とするものです。２６年度繰越

金等の確定により、歳出については、後期高齢者医療広域連合会に対し、精算による負担金５７

８万７，０００円を予算化するものです。特に質疑はなく、採決を行った結果、議案第８２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） 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、席にお戻りください。 

 これより、「議案第８２号」について討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第８２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８２号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１

号）について」は委員長の報告のとおり、可決されました。 

 

  日程第１７ 議案第８３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１７ 議案第８３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

本案について委員長の報告を求めます。 

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８３号「平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」審査の結

果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第８３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、質疑等についてご報告を致します。議案第８３号は、歳入歳出予算の総額

に６，０９８万円を追加し、総額２５億５，６９８万円とするものです。歳入においては、２６

年度繰越金は、５，９７７万１，０００円を増額し、７，０３２万４，０００円の繰越金として

います。 

歳出については、高額医療合算介護サービス費として、対象者が増えたことにより２００万円

を増額補正しています。また介護給付費準備基金が３２６万４，０００円となっていることから、

今回、２，５００万円を積立て、将来の備えをおこなうというものです。２６年度の額の確定に

よる国や支払基金等への精算返還金１，５１０万８，０００円が組まれ、予備費に１，８２７万

４，０００円が増額されています。委員から、「高額介護費用等の補足給付は世帯、保険料は個人

が対象である。世帯に均等割等の課税がなされていれば、給付されないとの不満の声もある。国

に対し改善要請をしていだきたい。」との意見に対し、「国の制度上のことであるが、市町の会議

の中でそういう声があることを発していきたい。」との答弁でありました。 

採決を行った結果、議案第８３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） 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〕 
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○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、「議案第８３号」の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８３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８３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」は委員長の報告のとおり、可決されました。 

 

  日程第１８ 受理第 ４号 伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知事に意見書送付を求

める請願 

○議長（池田洋助君） 「日程第１８ 受理第４号 伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知

事に意見書送付を求める請願」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「請願の写し」のとおりであります。 

お諮りします。「受理第４号」については、会議規則第９２条第２項の規定によって、委員会

の付託を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○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４号」については、委員会の付託を省略することに決定しました。 

本請願の紹介議員であります、宮岡徳男議員に趣旨説明を求めます。 

 宮岡德男議員ご登壇願います。 

〔宮岡德男議員登壇〕 

○１５番（宮岡德男君） 受理４号の請願について趣旨説明をおこないます。請願の趣旨を読み

上げまして趣旨説明にかえさしていただきます。 

伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知事に意見書送付を求める請願であります。 

原子力規制員会は、伊方原発３号機について新規制基準に適合性ありとしました。しかし、安全

が確認されたわけではありません。同委員会の田中委員長は、「現状でこのぐらいの安全という

か、リスク低減を図るという意味でのいろいろな適合性の審査をさせていただいた。」、「一応、

運転に当たり求めてきたレベルの安全性の確保ができるということを確認した。」と言っている

に過ぎません。 

この伊方原発３号機の適合性審査には重大な疑義があります。一つは耐震安全性です。規制委

員会は地震観測記録の不足を補ったデータを使おうとしないで、クリフェッジ（これを超えると

破壊が起こる限界）を超える事態を恣意的に避けたとの疑惑であります。二つに、基準地震動の
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過小評価の問題です。「平均」をもとに小さく想定されています。三つ目は、水素爆轟の問題で

す。破壊力の大きな爆発です。「伊方３号機の水素濃度は１４．５％で、水素爆轟の判断基準（１

３％）を超える」との重要な指摘があります。しかし、県の「原子力安全専門部会」は、批判意

見を聴取せず、四国電力と国の説明だけ聴いて「まとめ」を作成しました。これでは信頼に値し

ません。 

新規制基準は、国際標準といえる「深層防護」の第５層、住民防護を除外しております。この

審査をしないのは制度として欠陥です。福島原発事故による汚染の広がりは２５０キロを超えて

おります。四国のどの地域も汚染にさらされる可能性があり、大分県、山口県、広島県、岡山県

はもとより沖縄を除く九州各県にも及びます。福島にも増して問題なのは、伊方原発が内海にあ

り、その周り全てに人が住み、西風で運ばれる先にもすべて人が住んでいるということです。汚

染は瀬戸内海全域から西日本、さらに日本列島全体に及ぶでしょう。 

原発による事故は、一般事故とは異なります。仕事も住まいも学校も、生きる場所をそっくり

移転する他ありません。この膨大な規模の予算や宅地や土地を伴う対応は、福島原発事故では全

く対応できず、人々は「棄民」のような扱いを受けていると言っても過言ではありません。 

こういう趣旨をもって、人々の命と暮らしを守ることを確実にするために、内子町議会として

もこの請願を取り上げていただき、採択していただきますように議員諸氏のご判断を切にお願い

をするものであります。以上です。 

○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。 

 宮岡德男議員、席にお戻り下さい。 

 これより討論に入ります。まず、本請願に反対者の発言を許します。 

 次に本請願に賛成者の発言を許します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 私は賛成の立場で討論を致します。人間は、のど元を過ぎれば忘れるの

でしょうか。福島原発事故が起きたのは４年半前のことです。我々は、世界の誰よりもその恐ろ

しさ、悲惨さを経験しました。この教訓はどこへいったのでしょう。未だ福島原発の終息の目処

すらたっていない、未だ避難されている人たちがふるさとへ帰り、元の生活に戻れる目処すらた

ってない中での再稼働には反対です。今回私たちは全協でも四国電力から説明を聞きました。大

洲市でも国の関係機関、四国電力、県の説明を聞きました。再稼働を前提とした説明です。不都

合な失敗はしないということを前提としたものです。誰も安全とは言わない。誰も責任を持つと

も言わない、結局みんな自信がないからです。原発を再稼働させるということは、万が一の事故

のリスクを抱えるということです。ひとたび事故が起これば、その影響は内子町にも及びます。

伊方町だけの問題ではないのです。愛媛新聞による世論調査でも、６９．３％の県民が再稼働に

は否定的との結果が出ています。我々には内子町民の皆さんの子どもたちの命と健康、ふるさと

内子を守る責任があります。子どもたちのために、安全安心なふるさと内子を作るのが我々の責

任ではないのでしょうか。私は原発なしでやっていくことに英知を結集して時間と精力を注ぐべ
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きと考えます。いつ起こるかも知らない原発事故の危険と心配・不安を子ども達に残すべきでは

ないと考えます。よって、私は伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知事に意見書送付を求め

る請願に賛成を致します。 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 これより「受理第４号 伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知事に意見書送付を求める請

願」の採決に入ります。請願「受理第４号」を採択することに賛成の議員は起立求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立少数であります。 

 したがって、「受理第４号 伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知事に意見書送付を求める

請願」は不採択とすることに決定しました。 

 

  日程第１９ 受理第 ５号 「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求

める請願 

○議長（池田洋助君） 「日程第１９ 受理第５号 「公開討論会」開催について愛媛県知事に

「意見書」送付を求める請願」とします。請願の内容については、配布しております「請願の写

し」のとおりであります。 

お諮りします。「受理第５号」については、会議規則第９２条第２項の規定によって、委員会

の付託を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○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５号」については、委員会の付託を省略することに決定しました。 

本請願の紹介議員であります、宮岡徳男議員に趣旨説明を求めます。 

 宮岡德男議員、ご登壇願います。 

〔宮岡德男議員登壇〕 

○１５番（宮岡德男君） 受理第５号、「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送

付を求める請願について趣旨説明をおこないます。先のあの大洲での説明会でも私たちは原発を

進める事業者、そして推進機関の方々だけの説明を受けて参りました。しかし、そういう中で私

どもは実際に専門家ではありませんので、彼らが説明したことが本当に科学的に実証されるのか

どうなのか。このことが残念ながら理解できないというのが本旨ではなかったかと思います。そ

ういう点から、ここに書かれております請願の趣旨、読み上げて説明を致しますが、そういう状

況を本当に判断できる体制を作るためにも、この請願をご採択をいただいて、本当に町民が理解

出来る場を作っていこうという本旨でありますので、よろしくご検討、ご採択をお願いをする次

第です。それでは、請願の趣旨について読み上げます。 

 原発による事故は、一般事故とは異なります。重大事故がおこれば、仕事も住まいも学校も、

生きる場所をそっくり移転する他ありません。被害は県の境目も超えて膨大な範囲に及びます。

放射能汚染の深刻さは他の災害とは比べものになりません。福島原発事故で日本政府は十分な対

応を取れていません。今も１１万人もの人々が故郷を離れて避難しています。こうした状況のも
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と、伊方原発３号機の再稼働問題において、四国電力との間に安全協定をもつ愛媛県知事の責任

は重大です。 

 ２００６年にプルサーマル問題が焦点になった時、愛媛県は「容認・推進」の研究者３名と「慎

重・反対」の研究者３名を論者に「公開討論会」を実施をしました。松山と伊方で開催され、約

１，８００名が参加しました。当時の加戸知事は定例記者会見で、「私自身も大変勉強になりまし

た」、「みんな関心を持ってこの会場へ来られたんだなというのを感じさせていただきました。い

ずれにしても、県の主催した公開討論会、ＣＡＴＶ、あるいはインターネットでの、会場へいら

っしゃらなかった方々にも、随分参考になったものと思いますし、今回の県主催の討論会を開い

たことは正解だった」と語りました。県のホームページで出ております。 

 福島原発事故で、私たちは容易に解決できない原発事故の深刻な実態を知りました。プルサー

マル問題のとき以上に、広く住民の声を反映させ、意見を交わす必要があります。ところが、中

村知事は、批判的意見を聴かずに再稼働問題の判断をしようとしています。県の伊方原発環境安

全管理委員会原子力安全専門部会は、四国電力と国の話を聴いただけで、批判的見解をもつ専門

家の意見聴取はしないまま、「まとめ」をおこないました。こんな形で作成された「まとめ」を元

にして、重大な原発問題を判断することは許されません。 

 つきましては、「公開討論会」を開催するよう、愛媛県知事宛てに意見書の採択を請願をいたし

ます。請願事項として、伊方原発の再稼働問題について公開討論会を開催するよう、愛媛県知事

に意見書を送付することという内容であります。議員各位の本請願に対するご理解をいただきま

して、内子町民の理解を深めるためにも、この意見書送付の採択をよろしくお願いを致しまして、

趣旨説明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。 

〔「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。 

 宮岡德男議員、席にお戻り下さい。 

 これより討論に入ります。まず、本請願に反対者の発言を許します。 

 次に、本請願に賛成者の発言を許します。 

○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） 私はこの請願の趣旨に賛成する立場から賛成討論をおこないます。先程、

紹介議員も申されましたが、先般の大洲市で開催されました住民説明会は、再質問は認めないな

ど、再稼働推進の一方的な説明会であったと思います。内子町議会は、平成２４年６月に脱原発

を目指す意見書を全会一致で議決しています。賛成、反対、慎重、それぞれの意見を述べる討論

会をぜひ開催し、幅広い意見を聞く機会を我々も持つべきと考えます。よって、本請願に賛成致

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、「受理第５号 「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求める請

願」の採決に入ります。請願「受理第５号」を採択することに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 
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○議長（池田洋助君） 起立少数であります。 

 したがって、「受理第５号 「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求める

請願」は、不採択とすることに決定しました。 

 

  日程第２０ 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２０ 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２１ 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２１ 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。 

 

  日程第２２ 議員派遣の件 

○議長（池田洋助君） 「日程第２２ 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。 

 

○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。 
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 稲本町長、あいさつをお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） ９月定例会閉会にあたりまして、一言、議員の皆さん方にお礼のご挨拶

をさせていただきたいと思います。本定例会において提案させていただきました全ての案件につ

きまして、慎重審議の上、適切なご判断を賜りまして、誠にありがとうございました。平成２６

年度の決算審査、また平成２７年度の予算審査を始め、各審議を通して下されましたご意見、ご

指摘等につきましては、その趣旨を十分踏まえて、今後の執行の中でより良いものになるよう努

めて参る所存でございます。各議員の皆さん方のご指導、ご鞭撻を引き続きよろしくお願いを申

し上げたいというふうに思います。さて、いよいよ、秋本番でございます。収穫の秋であります

と同時に、各地域におかれましては秋まつり等イベントもおこなわれます。また、ドイツフェス

タでありますとか、全町的な催し物もこれからおこなう予定でございます。限られた時間かもし

れませんけれども、議員の皆さん方、地域へ出かけて行って頂きまして、またさらに発展する地

域づくり、町づくりにご支援を賜りたいというふうに思います。９月定例会、閉会にあたりまし

てのお礼のあいさつにさせていただきたいと思います。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９月第８０回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ３時３５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８０回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

 

１ 議員提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

発議 

５ 
内子町議会会議規則の一部改正について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
原案可決 

 

２ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

５ 

株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を

説明する書類の提出について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
受理 

報告 

６ 

小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類

の提出について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
受理 

報告 

７ 

公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明

する書類の提出について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
受理 

報告 

８ 
健全化判断比率の報告について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
受理 

報告 

９ 
資金不足比率の報告について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
受理 

報告 

１０ 

内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につい

て 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
受理 

議認 

４ 

平成２６年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議認 

５ 

平成２６年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議認 

６ 

平成２６年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議認 

７ 

平成２６年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議認 

８ 

平成２６年度内子町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 
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議認 

９ 

平成２６年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議認 

１０ 

平成２６年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議認 

１１ 

平成２６年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議案 

７３ 

平成２６年度内子町水道事業会計剰余金の処分につ

いて 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
原案可決 

議認 

１２ 

平成２６年度内子町水道事業会計決算の認定につい

て 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
認定 

議案 

７４ 
内子町個人情報保護条例の一部改正について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
原案可決 

議案 

７５ 
内子町手数料徴収条例の一部改正について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
原案可決 

議案 

７６ 
内子町手数料徴収条例の一部改正について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
原案可決 

議案 

７７ 
内子町保育所条例の一部改正について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
原案可決 

議案 

７８ 

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の共同処理す

る事務の変更及び規約の変更について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
原案可決 

議案 

７９ 
大洲・喜多衛生事務組合規約の変更について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
原案可決 

議案 

８０ 

平成２７年度内子町一般会計補正予算（第２号）に

ついて 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
原案可決 

議案 

８１ 

平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
原案可決 

議案 

８２ 

平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第１号）について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
原案可決 

議案 

８３ 

平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.18 
原案可決 

議案 

８４ 

平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）について 

平成 

27.9.7 

平成 

27.9.9 
原案可決 

 

２ 請願 
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番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

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 

27.9.9 

平成 

27.9.9 
不採択 

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（総

務文教常任委員会付託のもの） 

平成 

27.9.9 

平成 

27.9.9 
不採択 

受理 

４ 

伊方原発の再稼働を認めないよう愛媛県知事に意見

書送付を求める請願 

平成 

27.9.18 

平成 

27.9.18 
不採択 

受理 

５ 

「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」

送付を求める請願 

平成 

27.9.18 

平成 

27.9.18 
不採択 

 


