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平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２７年１２月 ３日（木） 

○開会年月日   平成２７年１２月 ３日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  宮 野 照 三 君     住 民 課 長  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１３号） 

平成２７年１２月 ３日（木）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 平成２７年度定例監査の結果に関する報告 

日程第 ６ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第６ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（池田洋助君） ただ今から、平成２７年１２月第８２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。なお、上岡農業委員会会長から公務に

より上京中であるとして、欠席届が提出されております。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、１０番下野 安彦議員、

１１番林 博議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」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１１月２６日開催の議会運営委員会において協議され、本日から１１

日までの９日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（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１２月１１日までの９日間に決定しました。 

なお、本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第１３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 



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

- 3 - 

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

す。 

 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 みなさんおはようございます。どうぞよろしくお願い致します。本日、

ここに平成２７年１２月内子町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には、公私共に

大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、誠にありがとうございます。本定例会に、町長

として提出いたします案件は、条例の制定及び一部改正並びに廃止１３件、財産の譲渡及び貸付

が２件、補正予算４件、人事案件１件の計２０件でございます。それぞれの案件につきましては、

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

げます。先月、２６日から２７日にかけて、内子町では強い寒気の影響により、今シーズン初め

ての積雪となりました。師走に入り、これからいよいよ本格的な冬になって参ります。今年も、

多くのスキーヤーでオダ・スキーゲレンデが賑わうことを期待しているところでございます。 

さて、昨年１１月２８日に公布された「まち・ひと・しごと創生法」第１０条の規定により、

内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略並びに人口ビジョンの策定作業を本年６月から進めてい

るところでございますが、１０月の推進会議において、推進本部が提案した将来人口予測、総合

戦略骨子にご賛同をいただき、１１月２０日の議員全員協議会におきましても、議員各位にご説

明を申し上げ、ご理解を頂いているところでございます。現在、この骨子を基に肉付け作業を行

っている最終段階であり、まとまり次第、推進会議の答申を受けるとともに、町民の皆様、そし

て議員各位のご意見をお聞きした上で決定させて頂く予定でございますので、引き続きよろしく

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

ご理解をいただきたいと思います。ご報告いたします内容は、伊方原発再稼働と豊島区の防災サ

ミットについて、内子町と愛媛大学の連携協力協定について、内子座１００周年記念式典と記念

事業について、サイクリングの日イベントについて、沖縄県宜野座村訪問交流事業について、ロ

ーテンブルク市青少年派遣事業について、からり直売所出荷者運営協議会、内子町女性林研グル

ープ「やまもんも」第２４回愛媛農林水産賞受賞についての７件でございます。 

 まず、はじめに四国電力伊方原子力発電所３号機の再稼働についてご報告致します。ご存じの

とおり、伊方町長が１０月２２日に再稼働容認を知事に伝達され、２６日に知事が再稼働への同

意を表明されました。振り返ってみますと、４年前の３月に起きた東日本大震災東京電力福島第

１原発事故により、国は、政府からも原発事業者からも独立させた「原子力規制委員会」を発足

させ、地震や津波など自然災害の想定を大幅に強化するとともに、これまで想定すらしなかった

過酷事故対策を新たに設け、規制のレベルを大きく引き上げた、世界で最も厳しいと言われる新

規制基準を策定致しました。その様な中、伊方原子力発電所３号機について、原子力規制委員会

は７月１５日、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、９月１日に

は、愛媛県が独自で組織する「伊方原発環境安全管理委員会」が、規制委員会の審査を妥当とす

る報告書を知事に提出致しました。また、内子町を含むＵＰＺ圏内の５つの市町、宇和島市、大

洲市、伊予市、西予市、内子町が共同して、西予市と大洲市で説明会を開催しました。１０月５
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日には、知事に対して再稼働の判断に際し、私は、①ＵＰＺ圏外についても避難計画の策定につ

いて国の関与を要請すること。②避難路となる国道５６号線、内子・五十崎ＩＣから内子橋の間

の４車線化等、避難道路等の整備を国の責任で行うよう要請すること。③再生可能エネルギー等

代替エネルギー利用の研究・開発を加速させ、普及拡大を推進するよう国に要請すること。④使

用済み核燃料の中間貯蔵・最終処分について研究・開発を加速させ、核廃棄物の処理が確実に実

行できるように引き続き国に要請すること。⑤原発依存度低下につなげるためにも、伊方原発１・

２号炉について、廃炉技術研究を進めるよう国・電力事業者に要請すること。⑥本年７月に知事

から経済産業大臣に対して要請された８項目について、引き続き国の真摯な対応を求めていくこ

と。ＵＰＺ圏外についても、避難計画策定について国の関与を求めることを、国や事業者に対し

強く要請頂くよう要望いたしました。なかでも、社会資本の整備につきましては、複合災害も考

慮し、住民が迅速に避難できるよう、避難路となる国道５６号線、内子五十崎インターチェンジ

から内子橋の間の４車線化、電柱電線や情報ケーブルの地中化による避難路の有効性の確保など、

内子町からも国や国会議員に対し、特に強く要望したところです。安全対策をはじめ、様々な角

度から慎重に検討され、最終的に知事として重い決断をされた結果については尊重しております

が、安全対策に終わりはなく、「絶対に事故を起こさせない、一人の犠牲者も出さない」という強

い覚悟で臨んでいただくこと。さらに、１０月５日に行った知事に対する要請項目について、そ

の具現化に向けて最大限の努力をしていただきたいと思っておるところでございます。内子町と

しましても、今後とも再稼働に向けた動向を注視してまいります。 

併せまして、１１月１０日に、非常災害時における相互応援に関する協定を結んでおります、

東京都豊島区において開催された「防災サミットｉｎ豊島」に参加致しましたので、ご報告させ

ていただきます。豊島区と災害協定を結んでおります１４市町のうち、１３市町が参加し、万が

一の巨大災害に対処するための自治体間連携について議論を致しました。構成自治体である東京

都豊島区、秋田県能代市、岩手県一関市、山形県遊佐町、山形県村山市、福島県猪苗代町、新潟

県魚沼市、栃木県那須烏山市、茨城県常陸大宮市、群馬県神流町、埼玉県秩父市、埼玉県三芳町、

長野県箕輪町、岐阜県関市、そして愛媛県内子町を地域ブロックに分け幹事自治体を選出し、災

害時には迅速で効果的な連携がとれるよう、今後とも体制強化の実現に向け、調整を図ることを

確認致しました。防災サミットの最後には、「自治体の防災交流と情報の共有」、「自治体の相互支

援受援体制の構築」、「様々な分野での地域交流と発展」について共同宣言として取りまとめられ、

満場一致で採択されました。 

続いて、内子町と愛媛大学の連携協力協定についてご報告致します。このたび、内子町と国立

大学法人愛媛大学は、共に緊密に連携協力し、多様化・高度化する地域の課題に迅速かつ適切に

対応することにより、活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展に寄与することを目的として連

携協力協定を結びました。１１月２４日には、大橋裕一学長以下、愛媛大学関係者にご来町をい

ただき、内子町役場本庁におきまして、連携協力協定調印式を執り行ったところでございます。 

愛媛大学とは、これまでも医学部との連携による済生会小田診療所への寄附講座「地域生活習慣

病・内分泌学講座」サブセンターの開設と医師の派遣、法文学部との連携による内子町誌編纂事

業、小規模・高齢化集落におけるコミュニティ再生と伝統文化の継承活動として、臼杵地区の獅

子舞とお練りの復活など、多くの事業に取り組んで参りました。今後も、これらの事業を継続・
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発展させるとともに、新たな地域資源の活用と産業の活性化、教育・文化の振興、医療・福祉の

向上、人材育成、地域防災力の向上などの面で連携を深めて参りたいと考えております。特に、

２０１６年に新設される社会共創学部とは、泉谷の棚田や小田深山の保全活用の面などにおいて、

大いに連携を期待しているところでございます。 

続いて、内子座１００周年記念式典と記念事業についてご報告致します。来年の２月２０日に

は、内子座の保存・活用についてこれまで関わっていただきました、町内外の皆様をお迎えして、

内子座創建１００周年の記念式典を実施致します。また、この記念式典の日程に合わせまして、

全国芝居小屋会議１７団体の総会・理事会を実施する予定でございます。１００周年記念事業と

して、まず２月２１日に、淡路人形座の公演を実施致します。淡路人形座は、大正５年２月の内

子座こけら落としで公演を行った、吉田傳治郎一座の流れを汲む一座で、１００年前の再現とい

う１００周年記念に相応しい公演となる予定でございます。３月１３日には、狂言師の野村万蔵

さんや、南原清隆さんらによる現代狂言の公演を実施する予定です。平成２８年度におきまして

は、４月２９日の立川志の輔落語会をはじめ、第２０回内子座文楽公演や東西狂言の競演ほか多

数の公演を実施し、「えひめいやしの南予博」とともに内子座の創建１００周年事業を盛り上げて

いきたいと考えております。 

次に、「愛媛サイクリングの日」の内子町でのイベントについてご報告致します。１１月１５日

の「愛媛サイクリングの日」には、県内各自治体で一斉にサイクリングイベントや、おもてなし

が行われ、内子町では「サイクリングで巨木めぐり～山里の宝さがしｉｎうちこ」を実施致しま

した。この日は、他の秋のイベントが重なっていることや、他の自治体でも同様のイベントが実

施されていることから５１名の参加者となりましたが、当日は天気も良く、この時期としては気

温も高かったことから、気持ちの良いサイクリング日和となりました。コースは、小田支所から

世善桜までで、上川地区の手作り案内板で歓迎され、同日開催されていた三島神社のイチョウ祭

りでお神楽を観たり、本川では乗馬体験や巨木見学を楽しむなど、それぞれのサイクリングを満

喫していただきました。参加者全員が、事故もなく無事完走できたことに安堵致しております。

私も参加いたしましたが、気持ちの良いサイクリングでございました。このようなサイクリング

イベントについては、内子町で初めて実施するもので、いろいろな課題もありましたが、来年は

さらに地域振興につながる充実したイベントとなるよう、進めていきたいと考えております。 

 次に、沖縄県宜野座村訪問交流事業についてご報告致します。ご承知のように姉妹都市である

沖縄県宜野座村とは、旧五十崎町時代の昭和４８年からのお付き合いで、町関係者や町議会議員、

子どもたちをはじめ、約３００名を超す町民の方々が交流してまいりました。それから４０年を

経た平成２５年１２月、宜野座村長選挙で当選された當眞淳村長が、平成２６年２月に当町を訪

問され、今までの青少年親善交流事業中心の交流だけでなく、一歩進めて伝統芸能･文化や産業振

興も含めた交流を深めたいと熱望されましたので、私も隔年ごとに双方が訪問･交流することを約

束致しました。その手始めとして、昨年度は１１月に開催した第３回内子町伝統芸能まつりに宜

野座村の伝統芸能をお招きし、当日は、當眞村長以下、宜野座区二才団(にーせーだん)の３０名

が当町を訪問され、内子座で沖縄県指定無形民俗文化財指定の京太郎(ちょんだらー)などを披露

して内子町民と交流を深めました。今年度は、当町が宜野座村を訪問することとなっていたため、

１０月３１日から１１月２日の３日間の日程で、宜野座村を正式訪問するのは初めてとなる私を
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団長に、内子町指定無形民俗文化財の立川神楽を演じていただく立川神楽保存会の方々や、教育

長ら総勢１７名で訪問致しました。出演したのは、本格的な文化ホールである宜野座村文化セン

ターがらまんホールで開かれた「宜野座村文化祭」で、その中において、立川神楽の２０近い演

目の中から３０分に短縮した「四殿王の舞」を披露しました。初めて見る神楽に宜野座村民は食

い入るように見つめられ、ダイバンと観客の掛け合いに笑い声や子どもたちの叫び声などが会場

に響き渡っていました。また、来場された皆さん方からは、「初めて見た」「楽しかった」「また見

たい」という声に合わせて、拍手が鳴り響いていました。演じていただいた立川神楽保存会の皆

さん方も感動され、まさに伝統文化の交流が始まったとの印象を感じた次第であります。 

観覧された當眞村長からは、「初めて見る神楽に驚いている。来年度は、私の出身区の伝統芸能

を内子町で披露します。」とのお話もいただき、嬉しい限りであります。また、今年の夏には、内

子フレッシュパーで宜野座村の農産物等も初めて販売致して、次なるステップ、新たな交流が始

まったなと思っています。 

続いて、第２１回青少年海外派遣事業についてご報告致します。今回で２１回を数えた青少年

海外派遣事業を行い、１０月２６日から１１月４日の１０日間の日程で、姉妹都市であるローテ

ンブルク市と、スコットランド・エディンバラ市を訪問致しました。今回の訪問団は、内子町国

際交流協会事務局次長の黒澤賢治団長以下、中学生１３名、総勢１７名で訪問致しました。ロー

テンブルク市では、ハルトル市長らの大歓迎を受け、町並保存や環境についての学習、小学校や

特別支援学校での訪問・交流など、ローテンブルク市についての理解を深めました。また、ロー

テンブルク市でのホームステイやスコットランドにあるエディンバラ大学生との交流により、言

葉の壁や文化の違いを超えて心の交流を深めることができたとの報告を受けています。 

こうした経験を通して身に付けた異文化を理解する心やコミュニケーション能力が芽生え、未

来の内子町を担ってくれる大人となり、今後の人生の中で活かしてくれることを期待していると

ころでございます。なお、今月の２１日、午後６時３０分から内子自治センターにおいて、今回

の派遣事業の報告会を行いますので、議員各位におかれましてもご参加いただき、訪問団員の報

告を聞いていただきたいと思っているところでございます。また、この訪問の折にハルトル市長

から、来年は姉妹都市盟約締結５年という節目の年にあたるため、平成２８年３月２１日から２

６日にかけて内子町を訪問したい旨の要請があり、早速、その受け入れ準備に取り組んでいると

ころであります。今回の訪問は、ハルトル市長を団長に、市長夫人や町並み保存の専門家ら大人

２２名と、数年振りとなります子どもたち１０名の総勢３２名の大訪問団となるようです。議員

各位におかれましても是非ともご支援、ご理解をいただきたいと思っているところです。なお、

この事業に要する費用を本定例会の補正予算として上程致しておりますので、ご審議の上ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、第２４回愛媛農林水産賞で、からり直売所出荷者運営協議会、内子町女性林研グルー

プ「やまもんも」が優秀賞を受賞したことにつきましてご報告致します。県内の農林水産業の振

興に貢献した団体や個人を顕彰する、第２４回愛媛農林水産賞において、からり直売所出荷者運

営協議会と、内子町女性林研グループ「やまもんも」が、これまでの活動や成果を評価され優秀

賞を受賞致しました。からり直売所出荷者運営協議会は、これまでも日本農業賞など数々受賞さ

れており、全国的な評価が高い中で今回受賞されましたのは、大型の直売所の新設や多店舗化か
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ら販売額の停滞が続くといった不利な状況下において、出荷者が直売所運営に参画し、地元農産

物にこだわり、出荷会員の高齢化に対応する集荷システムの構築や、端境期における安定した出

荷体制の研究など、時代のニーズを取り入れて、日々進化している点を評価いただいたことによ

るものでございます。からり直売所出荷者運営協議会の取り組みは、全国では２万５，０００を

超え、増加している農産物直売所のこれからの生き残り策のモデルとして期待されており、町と

しても引き続き支援をして参りたいと存じます。内子町女性林研グループ「やまもんも」は、県

下でも活発に活動を行う女性林研グループであり、男性の多い林業において、女性ならではの視

点からの取り組みと地域への貢献が評価されたものでございます。「やまもんも」では、育林技術

の習得に努めるほか、放置竹林を伐採し、竹炭を作り防臭効果のある置物や、土壌改良材として

活用しており、また特産の原木シイタケの味を子供たちに伝える食育にも力を入れておられます。

このように町内の団体が高く評価されたことは、町の農林業振興の上で大変名誉なことであり、

この２団体に続く団体や個人が誕生するよう、引き続き農林業振興に力をいれて参りたいと存じ

ます。 

以上、７件の事柄についてご報告申し上げましたが、今後の活力ある内子町を創造するために、

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 平成２７年度定例監査の結果に関する報告 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 平成２７年度定例監査の結果に関する報告」を受けること

とします。片岡安男代表監査委員、ご登壇願います。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君） それでは、去る１０月２２日から１０月２９日までの間、定例

監査を実施しましたので、その結果をご報告申し上げます。結論から申し上げまして、平成２７

年度９月末までの多くの事務事業から抽出しました、それによりまして監査を実施した結果、財

務及び事業の執行は、適正に処理されているものと認められました。ただ、全体的には評価でき

ることも数多く見受けられましたが、今後、検討あるいは留意されたい事項も見受けられました

ので、資料３、お手元にあると思いますが、「定例監査結果報告」によりまして、ご報告申し上げ

ます。 

まず、４ページ上段の（１）の工事請負契約、委託契約及び、備品購入契約についてでありま

すが、①に記載しておりますように、多くの業務が外注により執行されております。発注にあた

っては、地方自治法の目的と、原則に則って競争原理により、「最小の経費で最大の効果」あるい

は「より良いもの、より安く調達」と言った適正な執行が行われており、全体的に評価出来ます。

ただ、決裁事務処理などでは、担当者自身は理解をされているものの、自治法・町条例等など、

根拠となる法令の記載漏れが一部に見受けられましたので、今後の事務処理には留意して頂きた

いと思います。仕事には、担当者としての考えと、それと根拠が求められるものが数多くありま

す。そのようなことで、記載漏れで決済を受けることは大変なことであります。私も今日の報告

の中でも、資料の中には小さい字でいろんな根拠法令を抜粋して参考資料なども添付しておりま
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す。 

次に、②の施設設備の保守点検に類似した委託でありますが、自治・学習課所管の自治センタ

ーでは、担当者相互が連携されまして、空調機設備などの保守点検を一括発注と長期継続契約を

行うなど、事務の簡素化と効率化が図られている所は、とても評価できます。この一括発注方法

は、各部署が縦・横の連携を深め図ることによりまして、まだまだあるのではないかと思うわけ

であります。 

それから次に、中段の③でありますが、環境政策室では、委託事業でプロポーザル方式の契約

が行われておりました。この契約で重要視される業者の選定でございますが、これを入札委員会

で適正に行い、その結果、金額の廉価な業者を選定したことは、評価できると思います。今後、

高度な技術力・専門性・企画力、芸術性等が求められる事業につきましては、このプロポーザル

方式が採用されるなど、だんだん多くなるものと思いますけれども、これは非常に参考になる事

例ではないかと思っております。 

次に、下段④でありますが、委託契約の中に委託者・受託者双方に異議がない場合は、次年度

の契約が自動更新される事例が見受けられました。これは事務簡素化の視点ではよく考えられる

発想であると思います。しかし、このような契約は、結果的には翌年度以降の予算を拘束するこ 

とが懸念されます。従って、会計単年度主義の観点から長期継続契約などを検討されてはと思う

わけであります。結果はともかくとしても、発想としては良かったのではないかと思います。 

それから次に、５ページ上段の⑤でございますが、３業者からの見積による随意契約が見受け

られましたが、見積書を徴することは裏を返せば、３業者には施行能力があると解釈出来ると思

うわけであります。従って、内子町契約に関する規則第１７条では、業者が３業者以上であれば

指名競争入札が可能となっておりますので、随意契約か、指名競争入札契約か、検討されまして

最良の方法で行われたいと思うわけであります。経済比較のみをみれば、指名競争の方が良いか

もしれません。でもどちらにしても検討して下さい。 

次に、中段⑥でございますが、入札と入札に伴う契約事務は、建設デザイン課で執行がおこな

われており、このことは、建設業法、地方自治法、関係法令の通達等など、複雑多岐であること

から理解出来ます。また、町全体として見た場合は、事務の迅速と効率化にも繋がることでもあ

り評価できます。このような中、事業担当課と建設デザイン課とでは「合議」を通じて了解や確

認等が行われております。ここで申し上げたいことは、事業担当課は、この合議を生かし、また

活用し、事業の概略説明が出来るようになれば、お互いの意思疎通とそれから自身の広い視点で

の事務能力のレベルアップに繋がるのではないかと思うわけでございます。学校教育課では、合

議を通じて内容を把握され、重要事項の一部コピーされるなど、概略説明が出来ておりました。

建設デザイン課は大変だと思いますが、しかしあそこに「おんぶに抱っこ」というようなことで

はだめだというようなことを言いたいわけでございます。 

次に８ページ中下段のところ、（３）の滞納についてでありますが、町全体の滞納は、少しでは

ありますが減少しております。そのような中で、過去３年間において徴収率の低い、住宅貸付つ

まりは住宅新築資金等貸付事業と、それから町営住宅使用料を対象に実施しました。他の科目に 

ついては、決算審査のおり、決算データを参考にし実施したいと考えております。さて、今回の

対象の「住宅貸付」と「町営住宅使用料」の双方の契約で共通しておりますことは、保証人が連
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帯保証人であること。それから実印を押印していることであります。ご存知のように、この連帯

保証人は借受人と同等の支払い義務を負っていることであります。従って、滞納金の徴収には連

帯保証人抜きでは考えられないことであります。①の「住宅貸付」につきましては、返済事務が

平成３３年完了を考えますと、内子町広域隣保活動相談員と連携し、早い機会に連帯保証人と接

触しながら地道に話し合うべきであると思っております。 

それから一方②の「町営住宅使用」については、連帯保証人の責務など書面により適切と思わ

れる対応が行われておりますので、今後においては、漸次効果が出るものと期待はしております。

昨今の地方の経済と町民の高齢化を考えますと、徴収事務は精神的にも苦労の伴う業務ではあり

ます。しかし、「公平な負担と行政への信頼に繋がるんだ。」このことを強く受け止め、また念頭

に、それぞれのケースによっては地道に、あるいは速やかに取り組むことが大切であると思うわ

けであります。懸命に取り組めば、自ら、おのずから結果はついて来るということを言いたいわ

けでございます。 

次に、１０ページ上段(４)各種補助団体についてでありますが、①に記載しておるとおり、各

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

推進等など、重要なことであると思います。しかし、多くの補助の中で、②に記載しております

「内子町自治会運営費補助金交付規程」を見ますと、自治会や自治区の運営補助は、主に戸数や

７４歳以上高齢者数などで積算していることになっておりますが、この規定では、補助金を希望

する自治会に交付、予算の範囲内で交付となっております。ここで申し上げたいことは、先に策

定された「第２期内子町総合計画」では、自治会・区、協働で新しいコミュニティの構築として、

行政の補完、住民と行政の協働として期待されていることが、強くうかがえます。従いまして、

大きなコミュニティ、つまり地域社会が「町」であり、その基盤となる小さなコミュニティが自

治会や自治区ではないかと思うわけであります。このことを勘案しますと、補助を希望するとか、

予算の範囲内とかは、これは実状にそぐわないと思うわけでありまして、この補助は、補助金と

いうよりもむしろ交付金の「類」のものではないかと思うわけであります。従いまして、この度

の第２期内子町総合計画を契機に、この規定については、内容を検討されてはどうかと思うわけ

であります。内子町のことは、全国にも発信されていることでもありますので、検討してはと思

います。 

終わりに、内子町は、議会・理事者・職員が知恵を出し、改革しながら地道に着実に歩まれて

いると思うわけであります。今後とも内子町の良さと個性が生かされた内子町形成のため、なお

一層努められますことを望み、監査報告と致します。 

○議長（池田洋助君） ただ今の監査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。 

 以上で、監査報告を終了しました。 

 

日程第 ６ 一般質問 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 一般質問」に入ります。質問は、通告により一括質問、一

括答弁を行い、再質問から一問一答と致します。議員の発言時間は、会議規則第５６条第１項の
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規定により４０分以内とします。発言残り時間は、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

をお願い致します。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、６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。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） それでは、１２月定例会に当たり質問を致します。さて、昨今の情報通

信技術ＩＣＴは、まさに日進月歩で進化し続けております。私が若かりし頃、ポケベルをベルト

に付けていたのが、携帯電話に代わりました。そして、ガラケーからスマホへと進化し、今では

携帯を持っていない人がいないくらい普及をしています。また、パソコンでは、インターネット

で分からないことは、検索サイトで言葉を入力すれば、大抵のことは何でも分かります。買い物

もできる。ＦａｃｅｂｏｏｋなどＳＮＳで世界中の人とつながることもできる。そんな世の中に

なっています。国においても地方創生の中で、ＩＣＴの利活用による地域の活性化を推進してお

り、各自治体でも、公共サービス、環境・エネルギー、医療・健康、介護、育児、防災・減災、

観光・交通、教育といった幅広い分野において自治体が抱えるさまざまな課題解決のための手段

としてＩＣＴを活用したまちづくりをしようとする期待が高まっています。このＩＣＴを活用す

ることで、瞬時に広範囲で、情報発信、コミュニケーションが可能となり、地域や住民と行政が

情報を共有することにより、町民の声がまちづくりに反映され、誰もが住みたくなるまち、訪れ

たくなるまちの実現につながっていくと考えます。内子町の第二期総合計画の中にも、内子町の

これからのまちづくりを考える上で影響の大きいと思われる社会の動向として、「情報産業革命」

があげられ、「ＩＣＴをまちづくりに活用していくことが求められている」とあります。その他に

も、このＩＣＴに関する記載には、まちづくり戦略の中にも、「情報技術の活用」が書かれ、役場

に蓄積された情報を住民、企業などに活用してもらう「オープンデータ」を目指し、電子自治体、

スマート役場など情報技術を活用し、業務の効率化や改善を図ること、教育や保育の現場、福祉

や医療の分野、防災対策、情報通信基盤の整備による経済活動の活性化、町民の利便性の向上、

公衆無線ＬＡＮの要望など行政として主導することの必要性や、行政内部で対応できるよう人材

の養成や担当部署の設置など、積極的にＩＣＴを活用したまちづくりに対する意気込みが伺えま

す。そして、その考え方を具体化する重点施策として位置づけされているプロジェクト１０の中

にも、「情報推進化プロジェクト」が掲げられています。その基本方針として「内子町の情報化推

進がめざすのは、情報通信技術を利活用して、町民や企業に対して、今よりも優れた行政サービ

スを提供すること」が挙げられ、情報化基盤整備事業として、「インターネット環境を整備するこ

とで、企業誘致や移住の促進、観光客の増大につなげる」さらに、「ＩＣＴを活用し、子育て支援

連携、見守り等要援護者・高齢者支援、公共施設の維持管理、廃棄物管理、基盤施設・公共施設

等の長寿命化など、住民生活のさまざまな面でのサービスの向上をめざす」といった、まさに今

の時代にマッチした内容となっています。このように、総合計画の中にはＩＣＴの活用の必要性
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や目指すべき取り組みなどが書かれ、プロジェクト１０の中に掲げられているということは、当

然、それなりの具体的な構想、イメージがあってのことと思います。しかし、私には総花的な言

葉の羅列のような感じが致します。このＩＣＴを活用したまちづくりの具体的なものが見えてき

ません。重点施策に位置付けられているＩＣＴの活用です。ぜひ推進すべきという観点から質問

をいたします。まず、町長のＩＣＴを活用したまちづくりに対するご所見を伺います。 

次に、前期計画に対する総務課の方針の中に、「情報通信の手段として「光ファイバーケーブル」

を含め、何が最速で効果的か検討し、最善の情報基盤整備を行います」とありますが、現在、内

子町内での情報基盤整備状況について伺います。 

次に、観光客向けの街歩きアプリや、一部の施設でのＷｉ－Ｆｉスポットの整備はできている

ようですが、住民の皆さんにとって行政サービスの向上に向けた取り組みをさらに進めるべきと

考えます。総合計画の中には、先ほど言いましたように、「子育て支援や高齢者支援、公共施設の

維持管理、廃棄物管理、公共施設等の長寿命化など住民生活のさまざまな面でのサービスの向上

をめざす」とありますが、具体的に進められているものはあるのでしょうか、あるとすればそれ

らの進捗状況を伺います。私もインターネットを駆使して全国の取り組みを見てみました。いろ

いろな取り組みがなされています。例えば、一元化された子育て情報サイトや、センサーネット

ワークによる鳥獣被害対策、ＩＣカードを活用した健康支援・買い物支援、防災対策・見守りシ

ステム、今話題のドローンを活用した森林資源の情報共有と災害時の被害状況把握など、全国に

は先進事例はたくさんあります。ＩＣＴの活用にも当然費用が掛かります。新たにソフトを開発

するとそれなりに費用は掛かりますが、すでにあるアプリを使うことで導入費用もかからないも

のもありますし、先進事例を参考にすることもできると思います。国の方も、地域課題の解決に

資するＩＣＴの利活用優良モデルを全国に普及促進していくことを推進しています。そういった

先進事例で実績のあるものについては、積極的に取り入れることも視野に入れるべきと考えます

が、その点についてはどう思われるか伺います。また、ＮＨＫでも取り上げられた「ガバメント

２．０」というのがあります。千葉市では、市民がスマホを使い地域内の道路や公園の不具合を

写真付きで役所のパソコンに送る。スマホのＧＰＳ機能を使った写真リポートです。そして、市

民の力で解決できる課題に対しては「市民協働による解決」、役所でなければできないものは、行

政が解決する。その根底には自助・共助・公助の考え方があります。こういったことは、内子町

でもすぐ取り組むことができると思いますが、より多くの町民の声を反映し、町民の力を生かし

た行政サービスを実現するため、行政と町民双方の協力体制構築の一環として、「ガバメント２．

０」を推進するアプリの導入を検討すべきと考えますが、町長のご所見を伺います。また、福井

県鯖江市は「データシティ鯖江」として積極的にオープンデータ化の推進に取り組んでいます。

そして、これから取り組む自治体に対しても参考になることがあれば、すべてオープンにすると

言われています。総合計画の中にも、「オープンデータ」を目指すとあります。私もぜひ推進すべ

きと考えますが、この「オープンデータ」について町長の目指す具体的なものがあるのか伺いま

す。地方創生の中でも、国は地方版総合戦略へのＩＣＴ利活用を推進しています。６月議会の中

で、「地方版総合戦略をいつごろまでに策定されるのか」伺いました。その時の答弁では、「内子

町では８月末までにはその骨格をまとめ、最終的には１０月下旬に策定という目標を掲げて取り

組みたい」とのことでした。先日の新聞報道によれば、１０月３０日時点で全自治体の４３％、
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７６６の自治体で策定されています。愛媛県では、西条・今治・東温・八幡浜の４市が策定済み

となっています。そろそろ内子町でも策定される時期になってきましたが、内子町の地方版総合

戦略の進捗状況と、その中にＩＣＴの活用は入っているのか伺います。最後に、平成２７年３月

議会で、災害時のＳＮＳなど情報発信のツールとしての活用について、また、地元住民の皆さん

から要望のある洪水ハザードマップ策定について質問を致しました。いずれも検討するという答

弁でしたが、その後の状況を伺い、総括質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からは、森永議員のご質問に総括的な特に最初のＩＣＴのまちづ

くりに対する所見を中心にお答えをさせて頂きたいと思います。ＩＣＴを活用したまちづくりに

つきましては、議員ご指摘のように、第２期の内子町総合計画の前期基本計画シンボルプロジェ

クトの「情報推進化プロジェクト」としても位置付けて、ご案内の通りだというふうに理解して

おります。これらの行政については、私は非常に大事な分野だと。これからの時代の中でこうい

うものは抜きにして考えられないだろうというそういうふうな認識は、私自身持っているところ

でございます。議員の質疑にもありましたように、全国ではいろんな先進的な取り組みがもうす

でになされているところもある。国も応援するよと言っているわけでございますので、内子町と

してもこの計画に載せている以上、何からまず手をつけるのか。優先順位は、どこを先にしない

といけないのか。そのための人材育成でありますとか、財源の確保をどうするのかと。何からま

ず手をつけるのか。そういうところの整理を今、準備としてやっているところでございます。な

にしろ、大きいものについては、もう数億円もかかるようなのもありますし、すぐにでもやれる

ものもあると思いますので、やれるところから手掛けていくということも大切かなというふうに

思っているところでございます。いずれにしても今後とも調査研究をしてですね、具現化を図っ

ていきたい、いかなければならないというふうに私は思っているところでございます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） ＩＣＴまちづくりに対する所見につきましては、町長が先ほど述べ

られましたので、私からはその次のご質問からにお答えをさしていただきます。まず、（２）ので

すね、情報基盤整備状況はというところからでございます。ご存知の通り現在内子町におきまし

ては、旧内子の市街地と旧五十崎の市街地につきましては、通信事業者による光ファイバーケー

ブルや、ケーブルＴＶ事業者の高速ブロードバンド環境が整備をされております。その他の地域

におきましては、従来のＡＤＳＬ、衛星を活用したインターネット環境となっております。近年

では、スマートフォンを利用したインターネット環境も整い、若者を中心に利用が広がっており

ます。それから続きまして、（３）でございますけれども、総合計画の中ということで、ＩＣＴを

具体的に進められているものがあるのか、あるとすればその進捗状況はというご質問でございま

すけれども、内子町では議員ご指摘のとおり、情報化推進プロジェクトとして高速ブロードバン



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

- 13 - 

ドを利用出来る環境を整えることで、住民生活の利便性向上をめざしながら、企業誘致や移住の

促進、観光客の増大につなげる情報化基盤整備事業とともに、ＩＣＴを利活用した新たな住民サ

ービスの提供に取り組むこととしておりますが残念ながらですね、まだ成果につながるような具

体的な取り組みには至っておりません。 

 続きまして、４番、先進事例で実績のあるものについては、積極的に取り入れると、その点に

ついてはどう思われるかというご質問でございます。今後はですね、全国の先進的な事例に学び

ながら、内子町に適応したＩＣＴを活用した取り組みを積極的に行って参りたいというふうに考

えてございます。 

 続きまして、２番のガバメント２．０についてでございます。「ガバメント２．０」を推進す

るアプリの導入を検討すべきと考えるが、ということでございますけれども、「ガバメント２．

０」とは、国や自治体などの行政が保有しているデータを、再利用しやすい形で公開して、個人

や企業などの民間が利用し、住民の力を行政サービスに活かしたり、住民が政策決定に参加した

りする取り組みのことでございます。当初は、欧米を中心とした取り組みでございましたが、東

日本大震災以降、日本でも注目されてきております。住民と行政の連携手段については電話や手

紙の既存の手段も使い続けながら、これからのＩＣＴの特徴を最大限活用すれば、新しい展開が

可能になり、より町民サービスを効率的におこない、より町民と役場との距離を近づけることが

可能になると考えております。内子町では、内子町独自の自治会制度をいち早く取り入れており、

全国的にみても評価される住民と行政が共同する仕組みを構築しております。今後、自治会や自

主防災会議と連携した取り組みは、非常に有効であると考えておりますので、前向きに検討した

いというふうに考えております。 

 続きまして、３番目のオープンデータですね。「オープンデータ」について町長の目指す具体的

なものがあるかというご質問でございます。近年、公共データの活用促進、すなわち「オープン

データ」の推進により、行政の透明性・信頼性の向上、国民参加・官民協働の推進、経済の活性

化・行政の効率化が三位一体で進むことが期待されています。内子町では、現在ホームページお

いて、初めての試みとして、誰もが自由に使うことができる写真データを「内子時景」として提

供していますが、今後は、他の自治体の例も参考に、段階を上げた提供ができるよう取り組みを

進めて参りたいとこういうふうに考えております。 

 続きまして４番、地方創生とＩＣＴの活用ということで、内子町の地方版総合戦略の推進状況

と、その中でＩＣＴの活用は入っているのかというご質問でございますが、地方版総合戦略はで

すね、１０月３０日に開催した内子町まち・ひと・しごと創生推進会議で承認を得た骨格をもと

に、年内を目標として現在、策定作業を進めておりますが、情報通信基盤の整備と活用としてＩ

ＣＴの活用は、総合戦略の中に盛り込む予定でございます。今年度は、地方創生の先行型交付金

事業により、着地型観光事業の推進事業として、４つですね。まず１つ目が観光客誘致のため、

観光公式サイトを活用したプロモーション事業。それから２つ目がＧＰＳ認識型によるスマホ・

タブレットからの観光情報の提供。３つ目、観光施設のＷｉ－Ｆｉの整備。４つ目、ＱＲコード

を利用した外国人向け翻訳サービス構築事業をおこなっております。 

 最後になりますけれども、平成２７年の３月議会でのご質問に対する回答のことでございます

が、今後検討して取り組めるものについては、取り組んで参りたいと考えるというふうな答弁で
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あったが、検討はされたのか。また、洪水ハザードマップはできたのかというご質問でございま

す。これに対しましてはですね、現在、災害時の情報伝達手段としては、防災無線、Jアラート、

それから Lアラート、職員・消防団員緊急招集メール、そしてエリアメールを活用しております。

災害時におけるＳＮＳ等の活用検討についてでございますが、今年度につきましては、内部で検

討した結果、スマートフォンで利用できる防災アプリ名前が「みたちょ」というんですけれども、

を活用する事と致しました。このアプリは、一般社団法人全国防災共助協会が提供しているもの

で、協会と協定を締結する必要がございます。内子町では、８月３日に協会と協定を締結し、現

在避難所情報を登録していただいておりますので、登録が完了しだい利用可能となります。また、

導入コスト、ランニングコストも不要となっております。このアプリの特徴と致しましては、災

害時には、最寄りの避難所の方向と距離情報を画面に表示し、避難所まで誘導します。メリット

と致しましては、避難所情報をアプリにあらかじめ反映しているため、災害時に通信事業者のサ

ーバーがパンクしたり、倒木や電柱が倒れたなど回線が断絶した場合においても、ＧＰＳで現在

地を測位しておりますので、避難所誘導について、災害の影響でシステムが使えなくなることは

ございません。また、全国の自治体において、協定を締結しております自治体においても利用が

可能でございます。内子町で利用可能となりましたら、住民の皆様へ周知し、減災ツールの一つ

として活用いただきたいと考えております。今後とも、ＳＮＳにつきましては、積極的に利用を

検討して参りたいと思っております。また、洪水ハザードマップにつきましては、現在作成中で

ございます。１１月５日に開催されました、五十崎地区の自治会長・事務局長会議にて、現時点

でのマップをご覧いただき、協議をいただきました。ご指摘をいただいた点がございましたので、

それを現在修正中でございますが、今年度内には完成する予定で進めております。以上でござい

ます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 最初の質問のＩＣＴまちづくりに対する町長のご所見をお聞きしてです

ね、積極的に利用を進めたいという気持が伝わってきたわけでございますけれども、やはり、何

から始めるのかということなんですが、先ほども質問の中で言いましたけど、具体的なものが何

一つないんですよね。今、最後の質問の中で総務課長の方で、みたちょですか、こういうような

アプリの活用というのが出てきたようですけれども、やはりこれ、総合計画を作るのに２年間コ

ンサルも入れて、町職員の皆さん方や、町民の皆さん方のご意見を聞いて、本当ご苦労の中で出

てきたものです。プロジェクトというのは、やはりなんらかの目的を達成するための計画ですし、

計画のためにはやはりもう少し具体的なものがないと、先ほどいいましたけれども、言葉の羅列、

総花的なものになってしまうというような感じがします。そこでですね、お伺いするわけですけ

れども、町長としてはですね、何からまず始めるのか、そしていつまでに取り入れるのか、そう

いった具体的なお考えというのは、今のところないということでよろしいでしょうか。 

○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） 一つはですね、基本的にはこういう時代ですから、前もってっていうか

積極的に取り組むべき大事な課題なんですね。これは誰がどういうふうな角度から検討しても大
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切な分野だということは間違いないわけでございます。町の方としてもですね、公共の光を各学

校間くらいにはひいているわけですけれども、そこから奥をどういうふうにやっていくのか。そ

のことによって周辺部へ、もしかしたらやっぱり移住者であったりですね、今パソコン一つ持っ

てくれば世界と情報のやりとりが出来る時代でございますから、そういう光をどういうふうにや

っていくのかということを今重要的にやろうということでですね、町民の皆さん方も入れて、そ

して業者も入っていただいて、６名で検討委員会を立ち上げてですね、今議論をしておるところ

です。これはもう言わば動脈の部分、ある意味では動脈の部分かもしれませんから、ここはもう

突破口としてですね、やって行かないかんなということは、今何回か協議を重ねておりましてで

すね、なるべく早くこれはやっていこうということに取り組んでいるところで。その他、やれる

ところは今申し上げましたようにですね、指示しておりますから、やれるところからスタートす

るという気持ちでございます。 

○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） 当然、情報基盤の整備というのがまず第一、これがないと何も始まらな

いわけですけれども、それの中でですね、２番目の質問の中で状況をお聞きしたわけですけれど

も、総合計画の中で総務課の仕事あたりのですね、数値目標を見ると、２７年度に基盤整備基本

構想策定と。そして最終的に３０年に基盤整備が完了するというふうなことになっておりますが、

この基本構想策定というのはできておるんでしょうか。 

○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） 計画についてですけれども、現在、検討委員の中で検討してお

ります。その中で最終的に計画を作りたいと思っております。なるべく早い時期に計画を策定し

たいと思って進めておりますので、ご理解いただけたらと思います。 

○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） いろいろと総合計画の中身をみるとですね、光ファイバーだけでなく、

何が適正なのかというようなことも含めて検討するといったようなことも書かれていますけれど

も、どうも今の答弁を聞いておりますと、やはり内子町では光を中心に整備をしていくというこ

とのようですけれども、そういった考え方でよろしいんでしょうか。 

○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） 光を中心にというお話だったと思うんですけど、今検討委員会

の中ではですね、複数業者からの提案も受けながら最終的には委員会の判断、またアドバイザー

さんも今お願いする部分がありますので、そちらの意見も十分には反映したいとは思っておりま

す。ただ、やはり伝送路につきましては、光ケーブルがいいのか、また携帯電話回線がよいのか、

またそのメリットとか、デメリットも判断して行く必要があるんではないかと考えております。

またさらには将来に渡ってコストの比較などを入れながら、最終的な判断をしたいと思っており

ます。以上です。 
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○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） それでですね、最終的には町内全域を想定しているということでよろし

いんでしょうか。確認します。 

○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） ブロードバンド環境を整えるということは、住民生活の利便性

向上を目指すことにもなります。また、企業誘致とか移住の促進にもつなげることになると思い

ますので、全域を対象ということで、今検討はしております。 

○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） それでは、次にですね３番目の質問なんですけど、何回もいいますけど、

総合計画の中には、子育て支援だとか見守り等要援護者、高齢者支援だとかですね、色んなこと

が書いてある。結局、住民生活の様々な面でのサービスの向上を目指すといったこととかですね、

住民寄与の利便性の向上と新たなニーズに対応するため、ＩＣＴを活用した新たなサービスの提

供といろんなことが書いてあるわけですけれども、例えばＩＣＴを活用することで、住民寄与に

とってどのような利便性の向上があるのか。これは今答弁がありましたように、光回線を全町に

整備することで、いろんな企業や移住者の利便性というのにつながるということなんだろうと思

いますが、新たなニーズとかですね、新たなサービスといったのはどういったものか。いまいち

イメージがわきにくい面もあるんです。ですから、先ほども言いましたようになるべくですね、

具体的な形で、やっぱ町民の皆さん方にも提示をしていくことも考えていただきたいなというふ

うに思いますが、具体的なものはまだないということでしたのであれですけど、結局これからＩ

ＣＴを活用したまちづくりを進める上で私が大切だというのは、やはり今の新たな住民サービス

とか新たなニーズとかいうことが書かれていますけど、町民の皆さんが何をＩＣＴに期待されて

いるのか。そのことを行政は吸い上げているのかということが私疑問に思うんです。そういった

ことをすることで、子育て世代の人がですね、具体的に何を求めておられるのかとかいうことが

実際に分かる。そうすると子育て世代の人たち向けのＩＣＴをどう活用するかというのは、そこ

から出てくるんで。もう少し具体的な何かが欠けているんかなと思います。それと、この件で一

つ聞きたいのが、コンパクトなまちづくりを進める中で住民サービスを低下させないためには、

情報通信技術によって職員や予算の不足を他に代替えすることが必要でありますということが書

いてあるわけですけれども、一方で、このＩＣＴを活用することで考えなければいけないのは、

現状として業務が行われている状態。と言うことは、新たな業務が発生する。当然、予算も必要

になってくるといった問題も出てくると思います。それと、このＩＣＴ活用で難しいのは、私が

思うのは費用対効果はどう検証していくかということも難しい課題になってこようかと思うんで

すけれども、その辺はどうお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○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） 今のご指摘、町民が何を期待し、それに対して行政がどうサービス
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を提供して行くかということなんですけど、さまざまないろんな部署にまたがってさまざまな計

画が入っております。たしかにこれをやることによってですね、現在の職員でやれる範囲、それ

からこれはちょっと技術的に難しい範囲といろいろなことが分かれて参ると思いますので、今の

ところはですね、まずは住民の方がどれを一番先にやってほしいか、そういった事を掴む。これ

は自分達で職員だけでやれるのか。職員でやるとすれば、新たな費用は発生しませんので、それ

でやれるんですけれども。これをまた専門の業者に委託をするとかですね、そういったことにな

りますと、まず予算的なことが発生します。そういうことですから、具体的には今のところ、こ

れをすぐにやるんだというふうなことはまだ決まっておりませんですが、そういった住民のニー

ズを捉えながらですね、やって行きたいと思っておりますけれども、ただ心配しよるのは、やっ

ぱり専門的な知識とか、それからパソコン等の技術と言いますか、そこら辺が今我々職員の中で

果たしてどの程度対応できるかということが我々自身も心配をしているところでございます。費

用対効果につきましても、先ほどもちょっと言い掛けましたけれども、簡単な業務であれば、自

分らでやれる。だからそれほどの費用は発生しない。しかし、これをある程度高度にやるとする

と、発注かけなくいけなくなりますので、大きな費用が発生するということで、まだ個々にあた

っておりませんので、まだ何とも申し上げようは出来ませんが、そういった費用が発生する可能

性があるということは分かっております。 

○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） 私が聞きたかったのがですね、現状として業務が行われているわけです

よ。ＩＣＴ活用なしに。そうするとここに書いてあるように、住民寄与の利便性の向上だとか、

新たなサービスの提供とか、いったことも一方で書かれておる。そのためのＩＣＴを活用という

ことなんでしょうけれども、それをＩＣＴを導入することによって、今まで以上の業務も発生す

るわけですし、そして例えば、いろんな具体的に言いますと、例えば、子育て支援のなんかサー

ビスを始めたとなると、それでどう費用対効果。ＩＣＴを活用することによって、住民の利便性

をどう費用対効果を検証するかといったことも考えていく必要があるんじゃないでしょうかとい

うことで、そのことについてお聞きをしたわけですけれども。いかがですか。 

○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） 私の方からお答えをさしていただきます。このＩＣＴの活用に

つきましてはですね、総合計画、第２期の総合計画を策定する上で、ＩＴプロジェクトというの

を立ち上げまして、各課横断で委員を選任致しまして、まずどういった物にＩＣＴ技術を活用で

きるのかという検証というか、まずテーブルの上に何をのせるかという議論をおこないました。

その中で具体的にやってみようとして、試験的に取り組んだものがですね、高齢者の見守り推進

体制、これを一つのグループウェアソフトを使ってできないかというようなことで、実験も若干

さしていただいたところです。このシステム、グループウェアソフトを使うことによって、例え

ば新たな業務はもちろん発生しますけれども、それに伴って、例えばグループウェアソフトで出

来るコミュニケーションは、例えば何回か実施していた担当者会議とか、ケースワーカー会議と

かそういったものがですね、省略できるというようなそういう時間的なコストの削減というのは、
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図れるんではないかというところ。それから、タブレットを利用した技術も考えますと、例えば

現場でお年寄りのケアにあたってて、それから事務所に帰ってそれをまとめて、またエクセルな

んかでまとめて報告をするというそういう手間ですね。それを現場でタブレットで入力してそれ

が瞬時に情報が共有できるという。そういったようなところもコスト削減できるというようなと

ころでですね。人的な部分について、どれだけコストが削減できるかっていうのがやってみない

と分からない部分もございますが、そういったようなメリットを一応考えております。それから

観光の面でですね、何か利用できないかということで、観光客に対するアンケートをこれもタブ

レットを通してとることによって、それを瞬時にデータ化して可視化できる、見えるかするよう

なそういったようなそういうソフトもですね、今実際に試験的に運用さしていただいて、実際に

観光施設でも使って観光客のニーズを把握していくというそういう実験もしておりまして、早急

にですね、これも情報基盤整備の計画と共に、どういったような物に使って行くかというＩＣＴ

の計画あたりもそれに一緒に盛り込んで、きちんとした目的を立てていく必要があるかなという

ふうに考えております。以上です。 

○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） それでは次にですね、４番目の質問の中で先進事例について。実績のあ

るものについては取り入れることも視野に入れるべきではないのかという質問なんですけど、ど

っか内子町内で、例えば内子町でも鳥獣被害というのはありますし、先ほども触れましたけどそ

ういったことで、鳥獣被害に対してセンサーネットワークによってですね、その結果、稲作の収

入の増大につながったといった例もあるようですし、その他にも例えば、有名なのが徳島県上勝

町のタブレットを活用した葉っぱビジネスですよね。これによってですね、寝たきり高齢者の姿

がまったく減ったというような事例もあるわけですし、いろんな効果、便利なだけでなくしてい

ろんな効果も期待できるわけですけれども、具体的に何か他市町村のですね、そういった先進事

例で検討されたものはありますでしょうか。 

○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） お答えを致します。先ほど森永議員がおっしゃられた、例えば

イノシシ被害ですね、このセンサーを活用した取り組みにつきましてはですね、先般も総務省の

方からご説明を受けて、これは中山間に位置する内子町でも十分取り組める内容、興味深い内容

ではないかなというようなところで、提案を受けたことがございます。それから、先ほど森永議

員さん言われたような無料のアプリですね、これを利用した町民と行政のタイアップ。それから

協働したまちづくりというのは非常に私も効果的だと思います。千葉市で行われている無料のソ

フトですね、これはイギリスで開発されて今日本でも無料でアプリ公開されているものもござい

ますので、そういったもの、まずは、私は防災面あたりで、役場と自主防災会、消防署とのコミ

ュニケーションが簡単に築けるかなというふうに考えておりますので、その方面からですね、取

り組んでみたいなという気は考えております。以上です。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 
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○２番（森永和夫君） 本当ですね、全国には先進事例たくさんありまして、松戸市あたりでは

ですね、子育てにやさしい情報システムといったものが２０１０年から稼働して、大変便利に町

民の皆さん方、使われているといったようなこともあります。それはそれとしてですね、次にガ

バメント２．０になるわけですけれども、このガバメント２．０、総務課長先ほど、いろいろと

勉強されて答弁をいただきましたが、このことはですね、これ簡単に取り入れられるものなので、

こういった物から取り入れるということも、ぜひ検討をいただきたいと思います。検討するとい

うことなので、このことについては触れませんが。 

 次にオープンデータですね。このオープンデータとそのガバメント２．０というのは切っても

切り離せないものですけれども、このオープンデータについても、これ私が調べたことだいたい

総務課長も同じこと調べられて、答弁をされましたので、あまり聞くこともないんですが、この

ことについても積極的に先ほど総務課長、検討するということなので、ぜひ検討していただきた

い。そして、このことがですね、やはりそういった住民と行政とのつながりを深めるだけでなく

て、このソフトによって、災害時の対応にもつながると思うんです。そして、このＩＣＴを活用

する上では、やはり大事なのは、例えば観光だけに特化したものといったようなものよりもです

ね、やはりもっと普段は観光とか、子育て支援とかいろんな普段使いをするけれども、いざ災害

となったら災害モードに切り替わるといった、より広範囲な一体化したシステムとしての取り組

みというのをぜひ進めて頂きたいと思いますが、先ほどの地方版総合戦略の答弁の中にもですね、

だいたい出てきたのが、観光情報、観光施設のＷｉ－Ｆｉ整備といったことも出てきました。ぜ

ひ、もちろんＩＣＴを活用した新たな住民サービスの提供といったことも書かれているわけです

けれども、先ほど申しましたように、新たな住民サービスの提供をするためには、町民の声をぜ

ひ聞いていただきたい。そのためには、こういったものがありますよということは、行政の方で

提示をしながらですね、それに対して例えば子育て世代のシステムであれば、子育て世代の人た

ちから意見を聞くとか、いろんなことの総合的なもので考えて頂きたいなと思います。そして、

最後の質問の災害時の一斉メールの活用ということで、みたちょというようなアプリを言われま

したけど、これは全国的には多数利用されている所があるんでしょうか。その点だけお聞かせ下

さい。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） みたちょについてなんですけども、提供しております、一般社

団法人全国防災共助協会というのが大阪市にございます。従いまして、今のところ関西圏を中心

に、３５程の自治体が今加入しているということでございます。ちなみに、四国でも徳島とか、

２箇所ほど加入している自治体がございます。以上です。 

○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） それは、災害に特化したアプリですか。 

○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） 基本的に災害に特化したアプリということになりますが、平常
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時におきましても、気象情報、そのあたりは気象庁と連携しておりますので、そのような情報を

収集することは可能です。また、役場からですね、そのアプリを導入していただいている方に限

りますけれども、情報を発信することも可能でございます。 

○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） 次に、洪水ハザードマップです。この前も旧五十崎地区の地域づくり懇

談会に私も出席しておりましたが、その時にも地元の方からご意見が出ておりましたが、自治会

長、事務局長会議の方で提示されて、今修正をしておるということですが、どういったご意見が

出され、どういったように修正をしているのかお聞きしたいと思います。 

○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） 自治会長・事務局長会議でご指摘いただいた点なんですけど、

まず、浸水する想定区域につきまして、いろんなデータを重ねておりますので、データのずれが

あるんじゃないか。いうなれば、想定区域のエリアが少し制度が甘いんじゃないかという指摘が

ございました。それともう一つ避難所情報ですね。学校だとか自治会館、そちらの情報が一部漏

れていたということもございます。あと、過去に浸水を経験された経験上から、こういうところ

も浸水するんではないかというふうな、過去の経験測に基づくこともいろいろいただきましたの

で、またそちらの方は、職員で現地を確認した中で、どのような想定がよいのかというのを、も

う一度検証したいと思っております。そちらの修正につきましては、現在地元の測量業者さんの

方にお願いしておりますから、また修正が完了次第、自治会長、事務局長会の方でまた再度ご説

明はしたいと思っております。以上です。 

○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） 洪水ハザードマップ、私も見せていただきましたけども、これは例えば

小田川の堤防が決壊したといったことは想定されていないんですよね。 

○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） 決壊したという想定というよりかですね、海抜ですね、土地の

高さによって堤防の高さがあのあたり４０数メートルございます。そちらの海抜データを元にそ

こまで水が来た場合というふうなことで、海抜データを元にマップの浸水想定をさせていただき

ました。以上です。 

○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） いろいろとありがとうございました。このＩＣＴを活用したまちづくり

を推進するためにはぜひですね、町長がどれだけＩＣＴに対する理解度があるのか、その必要性

を持たれているのかにかかっていると思います。そういった意味では、ご答弁の中でそういった

必要性も十分に持たれておるんだろうと思います。ぜひですね、リーダーシップを発揮していた

だきたいと思います。また、住民サービスの向上のためのＩＣＴ活用を進めていく上でですね、



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

- 21 - 

ぜひ気をつけていただきたいのが、高齢者をはじめとする情報弱者でも容易に使うことができる

端末、利用者に使いやすいもの、そういったことにも心掛けてぜひ推進をしていただきたいとい

うことを申し上げ、質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで１０分間休憩をします。１１時３５分から再開します。 

 

午前１１時２６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。 

 次に、林 博議員の発言を許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

〔林 博議員登壇〕 

○１１番（林 博君） それでは、１２月議会にあたり通告に沿って、防災対策について質問を

致します。町においては、学校施設の耐震改修、役場本庁・分庁舎の耐震改修、停電時の自家発

電設備の整備、町防災計画の見直し作成、急傾斜地域の安全対策、情報伝達のための防災行政無

線の更新・設計委託など、防災対策を積極的に継続して対応され、町民の安全・安心を図られて

おりますこと、町民の一人として、感謝をするところであります。地域においては、各自治会に

自主防災組織が設置をされ、防災意識の向上に努められております。しかし各組織によって活動

の違いもあり、これからも努めて訓練等をおこなっていただきたいと考えておるところでありま

す。町内防災組織の活動のきっかけになればと思い、質問を致します。 

 まず最初に、愛媛県は、１２月１７日に県民全体の防災意識の向上をめざし、県民総ぐるみ地

震防災訓練、シェイクアウトえひめを計画して、広く県民に対し参加啓発をされているようであ

ります。この訓練は、自分の命は自分で守るという自助の取り組みに重点を置いた訓練で、参加

の意思さえあれば、日時や場所を問わず、誰でもいつでもどこでも参加できるというところがこ

れまでの訓練と違うようであります。訓練参加には、事前登録が必要で、登録者の主体的な行動

を促し、自らの意思で取り組み、地震や防災への関心を持ち、防災意識を高めていくことが期待

をされております。内子町も町民の防災意識の向上と、自主防災組織の充実の観点から、参加登

録をおこない、実施すべきと思いますが、考えを伺います。 

次に、自治会館の関係の耐震、改修について質問を致します。自治会館の耐震、改修について

は、過去にも先輩議員から質問されたことがありますが、昨年、新町建設計画に自治会館の整備

計画を追加された状況もありますので、改めて町長の所信を伺います。自治会館は、言うまでも

なく地域づくりの拠点であり、町防災計画でも地域の避難施設として位置付けられている大切な

施設であります。しかし、現況を見てみると、耐震化が不十分な老朽化した建物もあり、設置場

所が地すべり指定、土砂災害危険指定、急傾斜地、河川に隣接した場所などなど、安全対策が必

要な施設があります。新町建設計画に掲げられた自治会館は、急いで整備が必要な建物であると

判断しますが、順次、その他の自治会館の整備も進んでいくことを期待を致します。町防災計画
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に避難施設として指定している自治会館の耐震診断・耐震改修・老朽化に伴う改築や、設置場所

の安全対策事業に伴う地元負担に対する考えをお伺い致します。災害が起きた時は、自助・共助・

公助により命を守り、被害を小さくしていかなければなりません。前もって、避難施設の安全確

保を公助ととらえ、住民が安全で安心して避難所を利用でき、住み続けられる内子町、住み続け

られる地域になるよう望んで、総括質問と致します。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○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、林議員のご質問でございます、県民総ぐるみ地震防災訓

練の取り組みについて。県は県民全体の防災意識の向上を目的に、１２月１７日に実施予定の訓

練に内子町も参加して、町民の防災意識を高め、自主防災組織の充実をすべきと思うが考えを伺

う。この質問でございます。県民総ぐるみ地震防災訓練いわゆる「シェイクアウトえひめ」につ

いてでございますが、その趣旨としまして、地震発生時の安全確保行動の確認や、防災意識の向

上を図るため、南海トラフ地震の発生を想定し、県下一斉にシェイクアウト訓練を行います。内

子町におきましては、各関係機関や自主防災組織・自治会などへ文書にて参加を呼びかけており

ます。事業所や一般町民の方に対しては、広報うちこ１１月号でお知らせしたところでございま

す。現在、県の情報でございますが、内子町においては、３７団体が参加登録をされております。

この中には、町内の自主防災組織も含まれております。前日まで参加登録が可能でございますの

で、参加団体数はもう少し増えると予想をしております。 

自主防災組織の皆様におかれましては、それぞれ地域住民に訓練を周知していただき、誰でも

気軽に参加していただけることを目標にしております。自主防災組織充実の取り組みにつきまし

は、今後とも消防署と協働して、訓練メニューの充実を図り、合同研修を開催するなど、地域防

災力の向上・防災意識の高揚に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

○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。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 私の方からは、自治会館の整備についてお答えさしていただ

きます。まず、地元負担金のことについてですが、自治会館は町の施設ですので、よって本体の

改修事業に関しては、地元負担は必要ありません。この自治会館なんですが、内子東自治センタ

ー及び大瀬自治センターに同居しております、城廻自治会館及び大瀬自治会館を除きまして３９

の自治会館がございます。その内、耐震改修が必要となる昭和５７年以前に建てられた自治会館

というのが１８ございます。議員、先ほどのご質問にもありましたように、公共施設の耐震事業

については、学校施設を最優先に、本庁舎、分庁舎の耐震事業に取り組んできました。これらの

事業が一区切りとなることから、今後は、自治センター、自治会館を含めました社会教育施設の

耐震事業に取り組むこととなると思っております。しかし、地方交付税も減少していることから

緊急性や危険度、老朽化など総合的に判断した中で整備計画を作成し、補助金や助成金などの財

源確保を行い、順次整備したいと考えております。 
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次に、避難場所になっている自治会館の敷地が、防災対策事業を行うことになった場合、地元

負担がどうなるのかというご質問にお答えします。一般家屋と同様な取り扱いとなる予定でござ

います。自治会館を防災対策事業で実施することとなった場合、地すべり指定区域における「地

すべり対策事業」及び、河川沿いの土石流災害を防止する「砂防事業」などに該当した場合は、

県営事業で実施することになりますので、地元負担は必要ございません。しかし、「がけ崩れ防災

対策事業」で実施することになった場合、地方自治法第２２４条の規定で定められました「内子

町公共事業分担金徴収条例」により、地元負担が必要となります。この条例には、減免等を定め

た規則等もございますが、この規則の概要と致しまして、事業の公共性を念頭に、事業の緊急性、

受益者が生活に困窮し、条例で定める額一括で納入が困難になるなど、著しく資金の乏しい方々

を対象とした特例の事情に取り扱いを定めております。自治会館は、地域のコミュニティー施設

でありますし、地域内の多くの方々が協力してこの負担金を払うことが可能な施設と考えており

ますので、この減免措置の対象外と考えておりますので、よろしくご理解をいただきますよう、

お願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 県がやろうとしておる防災訓練、町内でもかなりの団体がすでに登録を

済ませておられるということで、ちょっと安心というか、まだまだ団体が増えればいいなという

ふうに思い、また実施される訓練が実の多いものになりますことを期待したいと思います。再質

問として、自治会館の施設の整備に伴う負担の関係ですが、建物は町の施設だからすべて町が責

任をもって補助事業等を導入して整備を進めて行くと、急いでいくというご答弁で、できるだけ

早い時期に対応もいただきたいと思うんですが、地すべりとか安全対策については急傾斜地、が

け崩れに対しては、やはり地元負担金が条例に基づいて必要であるというご答弁のようなんです

が、町の先ほど答弁の中にあった公共事業分担金条例。これの課長、第５条の減免の関係を説明

いただいたと思うんですが、この第５条を読んでみますと、該当しないという課長の判断の答弁

のようなんですが、読み方によっては、私は自治会館の公共性を考えれば、この謳ってあること

に該当するというふうにもとれるんですが、町長はどう考えておられるか答弁をいただきたいと

思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） この問題につきましてはですね、建物は先ほど言われましたように、町

の方でちゃんとやりますよ。地元負担なしでやりますよというふうに私は当然そういうことだと

いうふうに理解しております。その奥がですね、今言ったように崖防とか非常に危険なところと

いうところに建っているのが多くあるんですね、町内には。本来ならば、そういうところに公共

施設があること自体がこれは問題なんであって、出来れば違うところに、安全なところに集会所

とか自治センターとかがあってしかるべきなんですけど、なかなか用地の関係等々でそういかな

いというのが現状だろうと思うんです。この分担金につきましては、事業そのものに対する分担

金を頂くということが分担金でございます。ですから、今のこの規約・条例の中では、私は分担
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金をいただかなければならないというふうに理解をしているところでございます。以上でござい

ます。 

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

 

午前１１時５０分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、才野俊夫議員の発言を許します。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（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） １２月定例議会にあたり、質問通告書の通り「人口減少対策について」

及び「マイナンバー制度について」の２項目において、総括質問を行います。まず、人口減少対

策について質問致します。広報うちこ１１月号によると、内子町には、本年１０月１日現在、老

若男女１万 7,５９９人の方々が住まわれています。ちなみに本年４月１日現在では、１万７，７

１２人でしたから、この半年で１１３名減少しています。先日、担当部署より戴いた「内子町人

口ビジョン」の資料によれば、現在の内子町エリアは、戦後人口が急増し、１９５０年、昭和２

５年には、約４万人とピークを迎えましたが、それ以後は減少に転じており、その傾向は現在も

続いていて、今後も歯止めはかからないと現状分析がされています。国立社会保障・人口問題研

究所の推計によれば、内子町は、現状のままで推移すれば、２０４０年、平成５２年には、１万

７００人にまで人口が減少すると推計されています。私は、町内における、人口減少がすべて悲

しむべき事態とは考えておりません。現在のいびつな人口構成を考えれば、将来、内子町がなだ

らかに人口減少すること自体は、ある意味、やむをえないことと考えます。重要なのは、基礎自

治体として活性化がはかれる人口構成を維持する、その中身にあると考えます。それではまず、

将来の人口見通しについて質問致します。５年後の２０２０年の人口予測、２０２５年１０年後

の人口予測及び、２０４０年２５年後の内子町として予測している人口数と、人口増減数の見通

しをまず伺います。併せて、その人数を予測するに至った根拠を伺います。次に、人口減少対策

として、新内子町発足当時より取り組み実践してこられた人口減少対策の事業内容及び、その実

績、今後 新たに取り組もうと予定している各種事業の詳細内容を伺います。併せて、今後取り組

まれる予定の人口減少対策事業の成果や効果により、内子町として見込んでおられる人口の増加

予測、その概算人数を、５年後、１０年後、２５年後にそれぞれ何人程度と期待しておられるか、

それぞれ年ごとの人数を伺います。 

次に、本年１０月より始まりました「マイナンバー制度」、正式名称「社会保障・税番号制度」

について稲本町長に質問致します。広報うちこ９月号に「マイナンバー制度ってなんですか？」

の見出しで、２ページにわたり要点が掲載されています。我が家にも、１１月の中旬に「簡易書
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留」でお知らせ・案内文書とともに、返信用封筒が同封されて、１２ケタの個人番号が記載され

た「通知カード」が送られてきました。町民の皆さんには、なじみのない制度で、いまいち理解

が出来ていなく、私も含め充分腹入りできてないのが現状だろうと推察します。改めて、町民目

線で「マイナンバー制度」について何点か、質問致します。 

 まず、今回「マイナンバー制度」が国の政策として導入されるに至った経緯及び経過と、その

目的を伺います。次にこの「マイナンバー制度」の現在までと、今後のスケジュールを改めて伺

うとともに、今後、町民の皆さんにより周知して戴くための方策や、スケジュール等が有れば、

その詳細を伺います。今回郵送されてきた「通知カード」の取り扱い方と、今後、本人の考えで

希望者の申請によって受領する「個人番号カード」の取り扱いの方法とその手順を伺います。 

 次に、この「マイナンバー制度」の導入により、我々町民にとってどのようなメリットがある

のか。また、町民にとり どんなデメリット、負担が生じると思われるか。それぞれ事例を挙げて

詳細な説明を伺います。今回、約２０００億円の国費を投入して発足するこの制度で、内子町で

も電算機などのシステム改修費や受け入れ態勢の構築、セキュリティー対策、情報保護の観点か

ら対応従事者教育など相当な負担が生じると考えますが、内子町における「マイナンバー制度」

を整備・運用するための総額費用と内容を伺います。また、それら総費用の内、国と内子町とが

それぞれ負担する金額、負担割合等を伺います。以上の通り総括質問致します。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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、才野議員のご質問にお答えしていきたいと思います。ま

ず、一番最初の人口減少対策についてということで、３項目ございます。１番最初が、内子町の

将来、５年後、１０年後、２５年後における人口の増減見通し。それから２番目がですね、人口

減少対策としてすでに取り組んでいる、または今後取り組む予定事業の詳細内容。それから３番

目が諸対策事業の実施により、見込まれる人口増加の見込み、概算人数等を伺うということでご

ざいます。まず関連性がございますので、１番と３番、これについてまず先に答弁をさしていた

だきます。一般的によく用いられております、先ほど議員さんのご指摘ございましたけれども、

社会保障・人口問題研究所による、内子町の将来予想人口によればですね、２０２０年が、これ

が５年後でございますが、１万５，３００人。それから２０２５年、これが１０年後でございま

すが、１万４，０００人。それから２０４０年、これが２５年後でございますが、１万７００人

と推計をされております。内子町では、現在策定を進めている「内子町まち・ひと・しごと創生

人口ビジョン」これにおきまして、これ５年後、それから１０年後は、ちょっと推計ないんでご

ざいますけれども、２０４０年、２５年後の内子町の人口予測を１万２，０００人と致しており

ます。これの推計方法でございますが、まず合計特殊出生率を２０２０年を１．６とし、以降５

年ごとに、０．１の上昇を見込み、２０４０年に２．０となると仮定した上で、社会増減は、第

２期内子町総合計画の最終計画年度である２０２５年に、社人研が推計する減少値を３分の１ま

でに留め、２０３０年からは、均衡すると仮定を致しました。内子町では、社人研の推計よりも
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１，３００人の上積みを目指したいと考えております。続きまして、２番目のご質問でございま

すけれども、内子町では第２期総合計画基本構想において、内子町をとりまく厳しい現状として

第１に、「人口急減時代」をあげております。人口減を少しでも食い止めるためには、出産・子

育て支援や、移住施策の推進、産業の強化と働く場の確保、海外を含めた町外からの人材獲得な

どが必要であり、内子町では、第２期総合計画に掲げるまちづくりの課題に向け、シンボルプロ

ジェクトをはじめとする基本計画に基づき、計画に掲げた個々の施策に取り組むことで、将来に

わたって住み続けられる内子町を目指したいと考えおり、そのこと全てが人口減少対策であると

考えております。また、総合計画の実行計画の一つとして、現在、策定作業を進めている内子町

まち・ひと・しごと創生総合戦略でも、総合計画の２つの戦略によって、地場産業の振興や、交

流人口の拡大、移住・Ｕターンの推進、起業振興と雇用の確保、コミュニティ活動の推進、結婚

、育児、子育て支援の強化、外部人材の活用と連携によるまちづくりの推進等で、新型交付金等

を活用しながら、人口減少に立ち向かいたいとこういうふうに考えてございます。 

 続きまして、マイナンバー制度の関連でございます。まず、１番目ですね、マイナンバー制度

を導入するに至った経緯と、現在及び今後のスケジュールということでございます。マイナンバ

ーは、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効

率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するた

めに活用される「社会基盤」として導入されます。マイナンバーの導入は、何十年も昔から検討

されていましたが、プライバシー保護の観点からこれまでは導入が見送られてきておりました。

今回、ついに国が導入へと踏み切ったのは、平成１９年に発覚した、年金記録問題が大きなきっ

かけであると言われております。その後、国会で検討が進み、平成２５年に「マイナンバー法」

これは略称でございますけれども、正式には「行政手続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」が成立しました。これまでは、個人情報の管理を組織ごとにバラバラ

に行っていたため、年金記録にミスや漏れが起きてしまいました。マイナンバーの導入により、

こうしたミスを予防することも目的のひとつでございます。また、所得の不正申告や生活保護費

の不正受給を防止し、公正・公平な社会を実現していこうとするものでもございます。それから

今後の主なスケジュールについて述べて参りたいと思います。２０１６年、平成２８年の１月１

日から本格的な運用が開始されます。社会保障や税金の申請や手続き・管理には、マイナンバー

が用いられます。２０１６年平成２８年 1 月からは、個人番号カードの交付がこの時から開始さ

れます。２０１７年、平成２９年１月からでございますが、国のレベルでの情報連携が始まりま

す。これはいわゆるマイナポータルの運用開始ということでございます。２０１７年の７月から

地方自治体レベルでの情報連携が始まります。それから２０１８年平成３０年の１０月からにな

りますけれども、これはまだ検討中とはなってございますが、民間利用の開始がおこなわれると

いうことになります。どのようなものかと申しますと、預金口座への任意登録、これは２０２１

年頃に義務化を目指すものでございます。それからもう一つはですね、カルテなど医療情報への

利用などが、このようなものがあげられると思います。 

 続きまして、２番目の制度の導入により、町民にとってどのようなメリット、デメリットが生

じるか、個々の事例をあげ、詳細内容等を伺うというご質問でございます。まず、メリットの方

からでございますが、最大のメリットは、税金の負担を不当に免れることや、給付を不正に受け

ることを防止することで、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになるということ

です。また、一番身近なところでは、窓口での手続時間の短縮や、添付書類の簡素化につながり
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ます。行政側も、従来に比べて手続きにかかる手間が省けることにより、時間や人員などのコス

ト削減につながり、その分を別の部分に回すことができますので、町民サービスが今までよりも

充実したものになる可能性がございます。また、平成２８年１月から希望者に無料で交付される

個人番号カードは、本人確認書類として利用できる他、将来において様々なサービスが利用可能

になります。次にデメリットの方でございますが、一番のデメリットは、マイナンバーの管理の

問題でございます。国や地方公共団体も含めて、大小問わず、一般の企業や事業主が、従業員や

取引先のマイナンバーを取り扱うことになります。当然、情報漏えいの危険がありますし、企業

や事業主にとっても、情報管理を徹底しなければならず、その事務負担が非常に重くなって参り

ます。町民一人ひとりにとりましても、通知カードや個人番号カードなど、これまでなかったも

のを安全に管理しなければならなくなります。また制度を理解するための心理的な負担や、それ

から詐欺などに対する自己防衛のための負担等も考えられます。 

 続きまして、最後のご質問でございますけれども、内子町におけるシステム改修等の総額及び、

負担割合の点でございます。まず、システム改修等につきましては、平成２６年度においては、

事業費ベースで８１２万１，６００円、うち補助金が７３９万６，０００円で、７２万５，６０

０円が町の負担となっております。改修するシステムごとに補助率が異なり、住民基本台帳シス

テムと宛名システムの改修については１０分の１０。それから、地方税システムについては、３

分の２となっております。平成２７年度におきましては、事業費が２，５２５万４００円、うち

補助金が１，９７９万８，０００円で、５４５万２，４００円が町の持ち出しとなっております。

補助率については、システム別に補助率が異なり、前年度と同様に住民基本台帳システム、宛名

システムの改修については１０分の１０。地方税システムについては、３分の２。障がい者福祉

システム、児童福祉システム、国民健康保険税システム、後期高齢者医療システム、介護保険シ

ステム、健康管理システムについては、補助率が３分の２、国民年金システムについては、１０

分の１０となっております。システム改修費の他、マイナンバー導入に伴う事業と致しまして、

情報連携に必要な中間サーバーの整備や設計・構築負担金として、平成２６年度・２７年度で７

５１万７，０００円。こちらは１０分の１０の補助率で補助金が交付されます。通知カード・個

人番号カード関連事務交付金として、平成２７年度に６２２万７，０００円。また、個人番号カ

ード交付事務費として、平成２７年度に５６万３，０００円。こちらも１０分の１０の補助率で

補助金が交付されます。条例等の例規整備委託費として、平成２６年度、２７年度に６００万４，

８００円。また、個人情報取扱ＷＥＢシステム使用料として、平成２７年度に１９万５，０００

円。こちらはいずれも補助金がなく、町の一般財源での対応となります。平成２７年度、個人番

号カードを交付する際に必要なパソコン端末等の備品購入費に、１１７万６，２４０円が必要で、

町の一般財源での対応となります。さらに、職員に対するマイナンバー研修費として、平成２７

年度に２８万４，４００円。こちらも町の一般財源での対応となります。これらの事業費等を合

計致しますと、事業費ベースで５，５３３万９，４４０円、補助金ベースで４，１５０万１，０

００円となり、一般財源対応は１，３８３万８，４４０円となります。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） 課長から丁寧なご説明をいただきました。ありがとうございました。何

点か再質問さしていただきます。人口減少問題について。町の施策をかいつまんで説明いただき

ました。その中でですね、今回第２期の内子町総合計画、基本構想の中で戦略「住み続けられる」

内子町をめざすという項目がございます。その中にＵ・Ｉターン者を増やし、子育て支援を強化
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すると謳っておられます。これは、国土交通省が昨年３月に発表したグランドデザイン２０５０

の資料の中にですね、１年間に２０代から３０代の独身、又は子ども世帯を組み入れた人口の１％

の転入者、年当たりが有れば、人口定常者社会、世代間のバランスが保たれ、急激な人口減少が

起こらない社会が実現できるということを内子町も取り入れられて、内子町への移住、定住促進

を推進し、Ｕ・Ｉターンの人口を１％まで引き上げ、より住み続けられる内子町を目指すと文書

化されていますが、その通りでよろしいでしょうか。 

○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） 才野議員のおっしゃるとおりでございます。 

○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） ということで年あたりですね、内子町の人口は１万７，０００か８，０

００ですから、１７０人、１８０人程度をＩターン、Ｕターンの人口増の対象とするということ

でよろしいでしょうか。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 人口１％といいますとですね、議員おっしゃられたとおり、１７０

人から１８０人。ひとことで言いますとこれ聞いた時には、１年間にそんなに多くの人が果たし

て出来るんだろうかというふうにお考えだと私も最初思いましたけれども、これは考え方一つで

ございまして、一言でですね１７０人も８０人もどんと増えると考えて行けば、不可能じゃない

かなと考える方が多いと思いますけれども、そこをちょっと考えを変えまして、内子町には４１

の自治会がございます。で、４１の自治会でですね、おひと家族ですね、４人くらいのおひと家

族が転入があったと考えますと、だいたい１６０人から１７０人くらいにはなります。ですから

増えるところもありますし、減るところもありますけれども、調べて行くと４１自治会でひと家

族が増えると、Ｕターンで増えて行くというふうな目標と言いますか、そういう考え方で行きま

すと、なんとか実現ができるんじゃないかなというふうな考えでこの計画を策定致しております。 

○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） 考えとることは、分からんでもないんですが。実は今回の資料をいただ

いてですね、人口減の資料をですね、国土交通省の資料を入手しました。これにはですね、前段

としてですね、この１％の人口増ということを目指すという前段としてね、こちらの資料では山

間地域の人口１，０００人の集落の将来推計人口と移住を見込んだ推計人口というふうになって

おります。山間地域の集落、人口１，０００人程度における２０５０年推計人口は、総勢３０９

人に減少する。しかし、仮に年間１０名を見込んだ場合には、人口は減少するものの、緩やかな

減少にとどまるとともに、人口は一定数を維持ということであくまでもですね、１，０００人規

模であって、山間農村地域のモデルケースとして出されたですね。内子町は今１万７，０００人

の人口をこのモデルケースにあてはめるのは、少し無理があるのではないかと思うんですが、い

かがでしょうか。 



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

- 29 - 

○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） 人口１％の移住を目指したいという目標なんですけど、先ほど

総務課長が答えた考え方もございますし、またですね、私たちが考えてございますのは、それぞ

れの地域、例えば自治会ごとでもかまわないと思いますけど、その自治会の総人口に対して１％

の増を見込むという考え方も実はある一方ではさしていただいております。内子町全体で考える

ということよりもですね、その地域地域、地域にはそれぞれの特徴であるとか、また立地条件と

かいろいろございますので、その地域に応じて移住政策というのもですね、地域住民と一体とな

って進めていくべきだろうと考えております。その地域で考えた時に、じゃあその地域の人口が

いくらであるか。その１％がいくらであるかということを逆算すれば、その地域で移住を進める

目標と言うのがですね、はっきり出てくるかと思います。その目標に対して取り組んで行くとい

うような姿勢をですね、取って参りたいというふうに考えてございます。 

○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） 町からの資料とですね、別の資料ですね、現実において内子町では平成

１９年以降、平成２６年８月末までに５１世帯、１１５名の方が移住されていると報告をされて

おります。この８年間の実績で１１５名、それを踏まえた上でですね、今回ですね、移住者の受

け入れ目標数を、年間１７０名、毎年１７０名を受け入れるというのも少し無理があるんじゃな

いかと思うんですが。少しというか大変無理があるんじゃないかと思うんです。合わせてその点

の説明をお願いします。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議員ご指摘のようにですね、町民の数の１％を毎年というのは

これまでの実績から見てもですね、非常にしんどい数字でございますが、先ほども説明しました

ように、それぞれの地域で１％の増を目指すというようなスタンスで取り組んで参りたいという

ふうに考えてございます。 

○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） せっかく目標ということですからね、目標は高く持つことは大変結構な

ことだと思うんですけれど、毎年、ローリングされますので、その時にですね、いっぺん立ち止

まって考えてみることも必要だと思いますので、よろしくお願いします。それから人口減少対策

について。うちこんかい事業においてですね、「移住サポーターの増加をはかる」とあります。内

子町には移住サポーター何人おられましょうか。 

○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） 申し訳ございません。手持ち資料がはっきりしたものがないの

で、はっきりした正解な数字は答えられないんですが、私の記憶では２名だというふうに記憶し

ておるところでございます。 
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○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） そのサポーターの方はですね、どんな活動をされておられるでしょうか。

またサポーター同士の交流とか、町とのですね、定期的な連絡・連携体制はどのようになってい

るかを伺います。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 内子町には移住者の会議、連絡会議がございまして、移住者同

士の連携、それから町の連携、それから地域住民の連携というものを考えていこうということで、

発足した会議がございますが、最近その活動が若干停滞気味でございます。それじゃ駄目という

ことも考えましてですね、今年の１月には移住者の特にリーダーの方からの要請もありまして、

交流会をしようという話になりましてですね、移住者を中心に交流会を実施さしていただきまし

たし、これはあくまで個人の意思ということでですね、行政から呼びかけたわけではないんです

けど、そのサポーターの方が中心となって、呼びかけてそういう交流会をもったと。それから今

年度、２回程ですね、都市部で移住フェアを開催します。その時にはですね、その移住サポータ

ーと一緒に都心に出向き、また地域おこし協力隊も一緒に同行しまして、内子町への移住促進に

ついて力強くＰＲをして参りたいというふうに考えています。 

○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） ぜひですね、移住サポーターの方が間に入っていろんな情報を町と共有

してですね、１０人、２０人とまた内子町にですね、来ていただく方を増やしていただいたらと

いうふうに思います。 

 関連になるんですが、先日、県内の鬼北町の甲岡町長がですね、「子どもを安心して育てられる

環境を整えることで、若い世帯を呼び込み、人口の減少に歯止めをかけたい」として、１２月町

議会に、平成２８年度より、すなわち来年４月から「高校生までの医療費を無料化にする条例案

を提出するとの報道がされました。なかなか素晴らしい事業だと思うんですが、今回の鬼北町の

この「子育て支援事業の実施」について、稲本町長の見解と内子町としての今後の方針を伺いた

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） それぞれの自治体のお考え、あるいは財政的なご事情とまた将来展望と

いうものを判断の上での政策だというふうに思いますので、この場で鬼北町についてのコメント

は差し控えさしていただきたい。私たちとしては、私たちのいろんな町民の皆さんのニーズを踏

まえながら、財政状況も考えながらですね、適切に判断していきたいというふうに思っておりま

す。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 町長のお考えよく分かります。ただ、同じ過疎自治体としてですね、や
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っぱり今後、人口減少を食い止めるいろいろな手法があると思います。今回の鬼北町の事例をで

すね、ぜひ参考にしていただいたらと思います。 

 それではマイナンバー制度に移ります。まずマイナンバー制度で、先ほども最初に言いました

が、なかなか分かりずらい、分からない。いろいろと案内状等はいただいておるんじゃが、どう

したらいいんだろうという様子見の方がたくさんおられるように聞いております。まず、このマ

イナンバー制度が分からないので、どこに問い合わせたらいいのかなということを聞くんですが、

内子町としては、相談窓口はどこにあるでしょうか。 

○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） 制度自体の窓口と致しましては、広く総務課の政策調整班の方

で受付をしております。それからただ今、配布がほぼ終わっておろうかと思う通知カードですね、

こちらの方、それから個人番号カードの問い合わせにつきましては、住民課の窓口の方にお問い

合わせをしていただいたらというふうに思いますが、どちらにしましても内子町の方に問い合わ

せをいただければですね、その部署に電話が回るということになってございますので、電話をい

ただけたらというふうに思います。 

○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） 内子町役場ですが、それは内子町本庁、内子分庁、小田支所、そのどち

らでも構わないということでよろしいでしょうか。 

○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） そのとおりでございます。 

○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） １月１日以後にですね、入手が可能になる「個人番号カード」を必要と

するのは、どういう時でどんな場合でしょうか。お願いします。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） お答えを致します。個人番号カードにつきましては、先ほどの

答えの中にもありましたように、この申請については自由と、義務ではないということですけれ

ども、それぞれのカードにつきまして特徴がございますので、若干、そのカードの説明をさせて

いただいた上で、お答えとさせていただいたらというふうに思います。通知カードは、皆さんご

存知のように、住民票のある方全てに簡易書留によって郵送されてございます。紙のカードでご

ざいまして、個人番号の他に住所、氏名、生年月日、性別等が記載されてございます。２８年の

１月１日から法で定められた各種手続きにおいて、本人確認と共に個人番号の登載確認を求めら

れることになりますので、その際に提示をしていただくというものでございます。また一方、個

人番号カードですが、本人の申請によって交付されるもので、これは個人番号を証明する書類や

本人確認の際の公的な顔写真付きの身分証明書として利用できます。また、裏にはＩＣチップも
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登載されておりまして、今後は様々な行政サービスを受けることができる便利なカードというこ

とでございます。申請をされる方は、通知カードに同封されております申請によっておこなうこ

ともできますが、スマートフォンやパソコンなどからでもＷＥＢ申請ができるようになります。

申請されまして不備がなければ、役場の方から後日、交付通知書をお届けしますので、申請者の

方は役場本庁、分庁、小田支所の窓口で個人番号カードの交付を受けるということになってござ

います。その際には、お届け致しました通知カード、お届けしますという交付の通知書、それか

ら本人を確認する書類、こちらの方をご持参していただきます。よって、通知カードと個人番号

カードは引き換えになりますので、どちらか一方を町民の方は持っていただくということになり

ます。それから先ほど言いましたように、個人番号カードはＩＣチップを利用しておりますので、

公的認証サービスによる電子証明書などのサービスが使えます。こちらにつきましては、交付時

の際に個人番号カードに暗証番号を入力していただくことになりますけども、それはまたそれぞ

れの皆さんお考えしていただいてですね、２種類の暗証番号をこちらの方から求めさしていただ

きますので、それを入力をしていただくと。入力していただいた番号はそれぞれ皆さん控えてい

ただくようなですね、控えの方も書類の方も準備をさせていただいてございます。なお、個人番

号カードの交付を開始しましたらですね、住民基本台帳カードを持たれている方は、有効期限内

は使えますけれども、その後の発行は出来ませんので、順次、個人番号カードに切り替えていた

だくという必要がございます。それから最後に、個人番号カードには有効期限がございます。二

十歳以上の方は１０年、二十歳未満の方は、容姿の変化を考慮して５年としています。なお通知

カードには言うまでもありませんが、有効期限はございません。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） 個人番号カードについて説明を受けたんですが、現実問題としてですね、

例えば現役をリタイヤして年金だけの生活というふうになっておられる方とか、子どもさんです

ね、小学生、中学生、高校生とありましょうけど、お子さんたちは実際に本人の希望ということ

もありましょうけど、個人番号カードを持つ必要性はあるんでしょうか。 

○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） 先ほどの説明もございましたように通知カードがございました

ら、個人番号は確認できますので、それはそれでこと足ります。あとは本人の身分証明として本

人が使うかどうかという判断になろうと思いますけれども、他に公的な身分証明書をお持ちの方

でしたらですね、慌てて取得する必要はないかなというふうに思います。 

○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） 先ほどの説明の中でですね、平成２９年１月から「マイナポータル」シ

ステムが開始されるということだったんですが、若干その点の説明をお願いします。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 平成２９年の１月から国と地方公共団体との連携が始まります。



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

- 33 - 

これにつきましては情報ネットワークを使いまして、マイナンバーを紐付けした連携が始まりま

す。その際には、必ず中間サーバーというところを介して、情報が共有されて行きますけれども、

その中間サーバーを経由したやりとり、これをご自分の自宅のパソコンでどういったような時に

誰がどのように、何の目的で自分のマイナンバーが使われたのか、というような履歴ですね、こ

ちらの方を確認することができます。このマイナポータルを閲覧するためには、先ほど説明しま

した、個人番号カードについています電子証明書、こちらの方は必ず取得をしていただく必要が

ございます。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） ただ今説明を受けたんでは、なかなか理解はされにくいし、出来ないと

思います。まだ１年間は余裕がありますので、その間に勉強したいと思います。 

 最後にですね、役場内の町職員のですね、このマイナンバーの取扱いに対するセキュリティ対

策等については、どのように進められておられるかよろしくお願いします。 

○政策調整班長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡政策調整班長。 

○政策調整班長（山岡 敦君） まず制度面におきましてですが、制度面につきましては、１１

月中旬にですね、全職員を対象とした、まずマイナンバー制度の研修をおこないました。それと

ともに、システム、パソコンでの取扱ですね、個人情報のパソコンでの取扱いについても、総務

課の方から全職員に対して、周知をさせていただいております。それから合わせて個人情報の取

扱い規定というのをですね、現在策定をしておりまして、それも全職員に対して周知をする予定

でございます。それから、あとその他の人的なセキュリティーですけれども、これにつきまして

もその専用端末にアクセスできる職員の限定、それから厳格なパスワードの管理であるとかです

ね、その辺のこともしっかりと。それから書類の保管、管理につきましては、鍵のかかるロッカ

ーに必ず保管をすると、そういったようなですね、きちんとした取り決めを今後進めて参りたい

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） 以上で一般質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 次に、宮岡德男議員の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（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） １２月議会にあたりまして、まず最初に、伊方原発再稼働問題で原発

立地県の知事として、鹿児島県についで２番目に再稼働容認の態度表明を中村知事が出された問

題についてお伺いを致します。この点につきましては、今朝ほどの行政報告で、一定のお考え方

などは伺ったわけでありますが、あえてこの質問を重なる部分はあるかもしれませんけれども、

やらせていただきます。伊方原発再稼働につきましては、３０キロ圏域の首長、稲本町長をはじ
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め、近隣の５市町長さんは知事に地元同意の判断を委ねられ、それぞれの自治体の声を伝えられ

たようでありますが、町長は内子町民が原発再稼働に対して抱いていた不安や不信について、ど

のような声を町民から聴取をされて、知事に伝えられたのか。このことについてお伺いを致しま

す。今回の同意判断に至る過程については、種々マスコミ報道がなされておりますが、中村知事

が最も重視をされた政府や、電力会社が責任をとるとの言質は、私は福島原発事故の４年半の経

過を見るならば、住民にとって不安解消にはつながらず、全く無意味な責任の取り方だと思うわ

けであります。それは、今なお原発事故による避難者は１０万人以上がふるさとに帰ることもで

きず、全国に散らばって暮らす現状や、原発事故の直接的な原因について何も解明されておらず、

その中での原発の再稼働するなどは、これは非常に無謀な行為であり、到底、責任の取り方では

ないと考えるわけであります。ここで再稼働を許すならば、数万年の管理を要する使用済み核燃

料をどんどん増やすことになる上、この使用済み核燃料の受け入れ先の定まらないままでは、原

発立地地域での危険がますます増大すると考えるのであります。今、国の責任を言うならば、そ

れは今すぐ原発からの撤退を決断することであり、省エネの徹底と再生可能エネルギーの計画的

かつ、大量の導入に勢力を注ぐことではないかと思うわけであります。そこで、伺いますが、第

１に地元同意を知事に委ねられた町長は、住民の声をどのような形で汲み取られたのか。それを

どのようなことをもって知事に伝えられたのかについてお伺いを致します。第２に、知事は安倍

首相の言質にこだわってこられたようでありますが、安倍首相が今福島原発事故で対応している

姿勢は、地域住民への自己責任をとっているとは到底受け取れませんし、今の科学の力では、放

出された放射能をコントロールできる技術を持っておりませんから、福島の現実から学んで、国

は原発からの撤退を行うべきと考えるのであります。町長は、国の責任の取り方についてどのよ

うなご所見を持っておられるかについて伺うものであります。原発再稼働の地元同意を知事に委

ねられた町長は、もし在任中に重大事故が発生した場合、どの様な責任を考えておられるか。町

長のご所見をお伺いを致します。 

次に、全国の農業団体や農民の反対を押し切って、農業協同組合法等の一部改正案が強行可決

をされました。そこで、農業委員会法も変えられ、ご承知のように農業委員会は、特定の専門的

分野では常勤公務員以外の事情精通者が、行政に関与をする必要があることから設けられた行政

委員会の一つでありますが、農業委員会の重要な任務でありました、農地異動等に関与するにあ

たって、何よりも公平性が求められる点から、その公正性を担保する委員は、選挙による委員の

選出が重要と言われておりましたが、その公選の委員がなくなるわけであります。もう一つの大

きな仕事でありました、農業者の声を集約をしての意見公表や、行政庁への建議等の業務が法定

業務から外されております。この変更によって、農業や農民の暮らし、経営にどのような変化が

出てくるとお考えでありましょうか。また、委員会運営がどのように変わるのかについてお伺い

を致します。また、今回の法改正によって行政庁への農業者の声を届ける、法に保障されたパイ

プがなくなったことに対して、町長はどのように受け止めておられるか。今回の法改正によって、

直接選挙で選ばれる委員や、議会や農業団体から推薦されて出る委員が無くなり、町長選任によ

る委員だけとなりまして、農地異動や境界のトラブルの調停などは、地域を熟知をした委員がど

うしても必要と考えるわけでありますが、町長はこのような課題をどのように考えておられるか。

今回の法改正にあたっては、実際に運営に携わり、問題点を知りつくして来られた農業委員会会
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長の見解をお聞きをしたかったわけでありますが、残念ながら公務といってこの場に出てきてい

ただけておりません。私はこの点については、行政委員会の考え方をお聞きする点で２回目の欠

席を受けたわけであります。このような点については、今後議長にぜひ議会運営についての改善

を求めておきたいと思います。次の機会にこの問題についてはお聞きをすることとして、町長だ

けのご所見を伺うものであります。 

次に農協法や農業委員会法の改正への引き金となったのではないかとも言われております、Ｔ

ＰＰ交渉の大筋合意が発表をされました。この件についてお伺いを致します。この交渉は、秘密

交渉で進められ、国会議員にすら交渉内容が知らされないまま進められました。マスコミ報道な

どによりますと、日本だけが大幅な譲歩によって合意が図られてきたというようなことも報道さ

れているわけであります。私ども日本共産党は、合意は図られておりますけれども、今後とも交

渉の全容の公開を求め、協定書の作業から日本政府が撤退をされるよう、そして、調印を中止す

ることを求めて運動を進めて参ることを、決意を致しておるところであります。現在、農水省が

公表をしております重要５品目や、これまで関税を撤廃したことのない農林水産品８３４品目の

半分以上の関税を、即時、あるいは一定の期間をおいて、撤廃をするということでありますので、

内子町の農業にとっても大きな影響が出てくるのではないかと危惧するものであります。政府は、

情報の小出しで秘密交渉の危険性からの不安を和らげようとしておりますけれども、このような

対応のもとで、農林水産物の関税の撤廃や、輸入拡大が進められるならば、関連する人々の意識

を奪い、意欲を奪い、農山漁村を一層衰退させる方向に向かうのではないでしょうか。政府は、

この対策が大規模化や、企業参入などに集中、多くの農家や地域農業は対象にしない方向になる

のではないかとの危惧も出ているわけでありますが、この点について稲本町長は内子町農業をど

う対応して、支えて行く方策、対策を持っておられるか。このことについてご所見をお伺いをす

るものであります。 

最後に、介護保険行政についてお伺いを致します。政府は、介護報酬改定を行い、制度の持続

可能を理由に、平均２．２７％のマイナス改定を強行を致しました。介護事業はハードとソフト

の両方が大切と言われておりまして、特にソフト面の介護労働者の充実が介護の質を決めるとも

言われており、特に若い介護者の定着が大切であるとも言われております。介護者の質が利用者

の終末期の幸・不幸を決めるとも言われておりまして、質向上のためには、基礎教育や経験、そ

して再教育、訓練など大変な努力が必要とされておると言われております。これを保障する社会

体制が求められている中での今回の介護報酬の引き下げは、効率のみを求めるものであり、大き

な組織だけが生き残るような対策となっておるとも言われております。これは、利用者にあまり

にも大きな負担がかかる原因を作ることにもなるのではないかと思うわけでありますが、この点

についてお考え、対策についてお伺いを致します。特に、内子町内には、多くの零細介護事業者

が活動をされて、高齢者やそれを支える町民の暮らしを支えてもらっておりますが、今回の介護

報酬の大幅な引き下げによる事業者の運営等における変化や、介護士等の安定的な確保の実態が

どのような状況になっているのか、このことについてもお伺いを致します。また、介護報酬の引

き下げが介護事業全般に対して、どのような影響が出ているかについてもお伺いを致します。当

町では、要支援１、２の方々を介護保険から外し、総合事業への意向が当初説明から早められ、

今年度から移行されるようでありますが、介護報酬との改訂との関連があるのではと考えるわけ



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

‐ 36 ‐ 

でありますが、介護事業全般への動きについて伺いまして、私の総括質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 宮岡議員にお答えを致します。まず、伊方原発のご質問でございます

けれども、内子町民の声をどのように知事に伝えたのかということでございます。これについて

まずお答えをしたいと思います。まずその前に地元同意を知事判断に委ねたということ、そのこ

とのご質問でございますけど、国から同意を求められたのは、立地自治体の伊方町と広域行政を

つかさどる愛媛県であります。今の制度に関して内子町として判断する立場ではないというのが

今のシステム、制度でございます。内子町としては、さまざまな中で限界があるということをま

ず私は感じておるわけでございます。素直な感じでございます。このプラントの安全審査を行う

国の原子力規制委員会がありますけれども、この委員会は法律によって設置されております。委

員は衆参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命された方々であります。ここで、審査がなさ

れ、合格の判断が出され、愛媛県でも伊方原発安全環境委員会で審査もされまして、原子力規制

委員会の判断を妥当ということになったわけでございます。私は、町民の皆さんからの声という

のは、現システムの中では、町議会での対応という捉え方をしております。町民の代表でありま

す内子町議会では、ご案内のように９月定例議会において、伊方原発再稼働にかかる請願の判断

は、いずれも不採択。のちの議員全員協議会におきましても、私は意見交換をさせていただきま

した。一方司法の判断は、福井地裁と鹿児島地裁では、それぞれ判断が分かれているという状況

でもあります。このようなことから総合的に考えまして、知事のご判断を待つ、そして出された

方向性については尊重しなければならない、ということが適切ではないかというふうに私は判断

を致しました。しかし一方では、内子町も一部がＵＰＺに入っているわけでございます。関係す

る市町とともに知事と意見交換さしていただきたいということで申し入れを致しまして、知事に

もその場を設けていただいたということでございます。要望した内容等につきましては、先般の

招集挨拶の中で触れた内容でございますけれども、重複致しますが、第１点は安全確保対策や信

頼性の向上に努めるよう、今後とも国、事業者に要請し続けてほしいということ。そして２点は、

防災対策について避難計画をさらに実行性あるものに高めていくとともに、ＵＰＺ圏外について

も避難の計画の策定に国の関与を要請してほしいということ。避難路となる国道５６号線、この

前でございますけれども、内子五十崎インターチェンジから内子橋の間の４車線化、及び電柱の

地下埋設、松山以南の高速道路の複線化等々を図ってほしいということでございます。３点目は、

エネルギー政策でございます。原子力の依存度を下げる観点から、再生可能エネルギーの研究利

用に積極的に取り組んでほしいということ。そして、使用済核燃料の中間貯蔵、及び最終処分に

ついて研究開発を加速してほしいということ。数年の後に、運転４０年を迎えるであろう、１、

２号機について、廃炉研究を国に求めてほしいということ。その他、県から国に対して求められ

ております、大洲、八幡浜道路の整備促進等も含めて要望を致したわけでございます。 

次に、国の責任というものは何を指しているのかというご質問でございますけれども、この再

稼働の問題は、国の原子力政策の問題であるというふうに私は捉えています。したがって、責任
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の所在をあいまいにせず、国が責任をもって対応していただくためにも、愛媛県として経産大臣

に対しておこなった伊方原発の安全対策に対しての８項目の要望。社会資本の整備でありますと

か、大分県への避難訓練に対する協力でありますとか、諸々この８項目の要望。特に、最後に内

閣総理大臣の発言いうものを知事は強く求められたというふうに理解をしております。国のエネ

ルギー政策、原子力政策を任務とする国の責任の所在を明確にするため、更なる覚悟を引き出す

要望であったというふうに私は理解をしております。そして、平成２７年１０月６日、総理大臣

官邸で中村知事も出席されまして、第５回原子力防災会議が開催されました。会議の中で、安倍

総理より原発については、何よりも安全性を最優先させ、原子力規制委員会が科学的、技術的に

審査し、世界でもっとも厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原発について、その判断

を尊重し、地元の理解を得ながら、再稼働を推進する責任は政府にあり、その上で万が一、原子

力発電所の事故が起きてしまい、災害にあってしまうような事態が生じた場合、国民の生命、身

体や財産を守ることは、政府の重大な責務であり、責任をもって対処する。被災自治体を最大限

支援し、全力を尽くす。中村知事や、関係自治体には、国の方針に理解をいただき、協力をお願

いしたい。この旨の発言があったわけでございます。最終責任ということの言質は取っておく必

要がある。知事が最もこだわられた、国の最高責任者である総理の言葉であり、「国の責任」を引

き出した点については前例のないことである、私は受け止めているところでございます。やるべ

き対策をしっかりとやり、考えられる事象や訓練等検証し、実効性を高めていく。それは国・県・

市町村・事業者全てにおいて言える事であります。ただ、法律的には事故時の賠償について、原

子力損害賠償法の適用などございますけれども、これらについては一時的に事業者の責務となっ

ております。二次的に国の責任となっておりますけれども、これは国会でもう少し議論をしてい

ただいて、国の責務ということを全面に出していただく国会の責任があるんではないかと、いう

ふうに私は考えているところでございます。 

再稼働についての判断を知事に委ねてこられた町長は、今後どのような責任を考えておられる

のか、と言うことについてお答えを申し上げたいと思います。町長としての責任の問題について

のご質問でございます。今後とも事業者、国及び、県に対して安全管理や信頼性の向上に特段の

努力を求めるとともに、町で取り組めるものについては、町で対応致しますが、避難計画の更な

る実行性の確保や、社会資本の整備、原発依存度を下げるための様々な取り組みの推進を図られ

るよう、求めて行きたいと考えておるところです。一方で、もし万が一、過酷な災害が発生した

場合には、内子町の災害対策本部長として、町民の生命を守るという想いでその責任を果たして

行かなければならないいうふうに考えておりますとともに、この過酷な災害の発生に再稼働の同

意権のない町長として、今回の判断が問われるということであれば、私は他に責任を転嫁する考

えは全くありません。町長としての進退を含めた政治的判断をする覚悟であります。 

次に農政・農業問題、農協法や農業委員会法の改正に伴うご質問でございます。今回の農業協

同組合法、及び農業委員会法の改正は、平成２８年４月１日の施行になっております。農協の改

革については、農業所得の増大に最大限配慮をして、的確な事業活動で高い収益性を実現するな

ど、経営目的の明確化等が規定されておりました。地域農協が、地域の農業者と力を合わせて農

産物の有利販売等に創意工夫を活かして、積極的に取り組めるようになると言われております。

農協の農産物の販売は、系統での取扱い率が非常に高いと思われますが、もっと多様なルートで
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の販売を模索していくとか、あるいは農産物の価値を引き上げる多様な切り口を考えていくとか、

今まで以上に様々な工夫を行い、農業所得をあげていくことが求められるのではないかというふ

うに捉えております。地域農業が急激に変化していくことは、避けなければなりませんけれども、

時代、時代の変化の中で組織というものについては、常に変革をしていくということは、必要で

はないかというふうに私は思います。改革を地域農業の発展とどのように結び付けていくのかと

いうことが、非常に大切だろうというふうに私は考えております。 

次に、農業委員会の改正でございますけれども、率直に申し上げまして、現在の農業委員会制

度で不備な点があるとするならば、修正改善すればいいことでありまして、その根本から変える

ということの理由、目的が私には全く理解できません。農業者の立場から考えるのであるならば、

これほどの改革をしなければいけない必要性が現にあるのか。今の農業委員会制度の中で何が問

題なのか。私はもう一回きちんと検証すべきだというふうに私は思っておるところです。特に、

農家の皆さん方の代表である選挙で選ばれた、民主的なルールで選ばれた、こういう人たちが今

どういうふうに農業者と向き合われているのかいうことをもう少し私は、その立法過程の中で議

論をしてほしかったなというのが正直なところでございます。そんな考えをこの改正については

持っているということを申し上げておきたいと思います。それから、農協につきましては、先ほ

ど申し上げましたようなことなんで、控えさしていただきます。農協法の改正や、農業委員会の

改正につきましては、今後の推移をよく見ていかなくてはなりませんけれども、ただ、特に農業

委員会の行政庁への建議廃止については、法的な根拠がなくても行えることになっておりますの

で、農地等の利用の最適化を効率的に実施するため、必要があると認める時には、関係行政機関

に対して、施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならないというものにされてお

りますので、関係行政機関は提出された意見を考慮しなければならないということでございます

ので、建議は担保されているんではないかと。農業者の声を届けることは可能だというふうに私

は捉えております。それから農協の皆さん方とも定期的に協議をしておりますので、そういう組

織は変わっても農業・農村を守るっていうのは農協としての大きな役割でもございますので、定

期的に農協の皆さん方とも行政も意見交換をしながら、いい農業政策が出来ますように、今後と

も取り組んで行きたいというふうに思っているところです。 

それから農業委員の選任制についてのご質問でございますけれども、今の段階で分かっており

ますことを申し上げますと、農業委員の選出方法につきましては、議会の皆さん方のご同意を得

て町長が任命するということになっておりまして、中でもそれは、認定農業者をこのくらいな数

は入れなさいよとかですね、あるいはその他女性の委員の登用にしても、私は確保できればいい

んじゃないかと思っておりますし、多様な皆さん方が意見交換が出来る場になればいいだろう。

いきいきした委員会になればいいというふうに思ってますけど、その委員会が今後どういうふう

な性格付けのものになってくるのか、これから研究もしないといけないというところでございま

す。 

それから、ＴＰＰの問題についてお答えを致します。ＴＰＰで大筋合意した農産物や工業製品

合わせた全９，０１８品目の関税撤廃率が９５％となっておりまして、農林水産物は２，３２８

品目のうち、約８１％の関税が最終的には撤廃となり、重要５項目である米、麦、牛肉、豚肉、

牛乳、乳製品、甘味資源作物については、５８６品目中、約３割の１７４品目の関税が撤廃され
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ることになりました。農水省はＴＰＰの発効による影響をいろいろ分析しておりますけれども、

町としても先般、農協さんにも具体的にどういう影響が具体的に出てくるんだろうかという問い

もしましたけど、今はまだ明確に金額としてはこういうことだということは、どうもまだ算出し

きれないという状況のようでございます。おいおい町としても非常に関心も持っておりますので

、また農協さん等とも意見交換しながらですね、もし大きな影響が出るとすれば、町としても全

力を上げて対応をしていかなくちゃいけないというふうに思ってます。と同時に、逆に日本の農

産物等が輸出しやすい状況も逆に起こってきているわけですから、アメリカなんかについては、

味噌、醤油は関税ゼロ、即やるということでございますから、そういうものも輸出しやすいとい

うことは、町内で原材料等々の作付け拡大につなげたり、輸出等々もにらみながら、新たな作物

構成というものを考えていかなくちゃいけないのかなというふうにも捉えているところでござい

ます。いずれにしても、もう少しこれについては様子を見ないといけないというのが正直なとこ

ろでございます。以上でございます。介護につきましては、担当課長の方で答弁をさしていただ

きます。 

○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、介護報酬の改定についてのお答えをさしていた

だいたらというふうに思います。議員ご指摘のとおり、平成２７年４月より介護報酬改定が実施

され、全体で２．２７％という非常に厳しい減額改定となっております。介護サービス利用者に

とりましては厳しい改訂であり、全国の中には介護事業から撤退をされるということが一部で報

道されているところもあるようでございます。ただ、内子町におきまして現在のところ、介護事

業から撤退や規模を縮小されるという事業所はありません。ただ、厳しい運営を余儀なくされて

いる事業所もあるものと思いますが、現在、それぞれの企業努力をおこなっていただいているも

のと考えております。なお、その詳細の経営状況については、私どもでは知り得ることは出来な

いということでございます。また、介護従事者の確保についても厳しい状況が続いております。

特に運営基準によりまして、配置が義務付けられております、有資格者の離職が出ますと、直ち

に有資格者の補充をおこなうということが必要になって参りますが、それぞれ苦慮されたり、事

業者の努力をされて現状を維持されている状況であり、現在は内子町におきましては、基準を下

回る事業所はございません。今後も各事業所だけではなしに、各事業所が連携をされて、職員の

スキルアップや、資格取得に取り組み、また職場環境の改善や、福利厚生などの充実に努力をし

ていただき、介護職員の確保に努めてほしいと願っております。私ども介護保険係や、包括支援

センターでは、町内のグループホームの運営委員会に参加をしたり、実地指導調査を行い、情報

交換や安定した介護サービスの提供をお願いをしているところでございます。また介護相談員を

直接各事業所の方に派遣を致しまして、入所者から直接相談を聞いたり、課題を聞いたりしても

おります。各事業所と一緒になり、学習会を開催したりするなど、各介護事業所との密接な連携

を図っているところでございます。これまで申し上げましたように、現段階で内子町におきます

この改訂の大きな影響は、明確なものは現在出ていないのが現在現状でございます。内子町の給

付状況だけを見ますと、昨年同時期の介護保険の給付費ですけれども、１０１％ということにな
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っております。改定は行われましたけれども、介護事業の全体給付額は、１％の伸びということ

で、現在に至っている状況でございます。いずれにしましても、内子町の介護保険事業は、介護

事業所の存在、介護職員の人材確保、安定運営が不可欠で、今後も各事業所との密接な連携を図

りながら、安全安心の町づくりの一端を担います、介護保険事業の推進を進めていきたいと思っ

ております。また先ほど、追加でご質問をいただきました、要支援者への総合事業への移管でご

ざいますけれども、今回の改定に伴うものではございません。すでに、本年３月の議会で総合事

業への移管につきましては、議会で可決をしていただいております。そうした中で今回、２７年

度中にその事業へ移管することによって、総事業費の上乗せがあるというようなことがございま

したので、先に訪問介護と通所介護のみを移管をさしていただいて２９年４月１日からは全部と

いうことで事務を、またそれぞれの事業所も大きな転換になりますので、先持って２７年度中へ

の移管を今議会へ上程をさしていただいているところでございますので、ご理解をいただきます

よう、お願い申し上げます。 

○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、再質問に移らしていただきます。町長は中村知事に委ねる

権限はなかったと。 

○議長（池田洋助君） 宮岡議員、マイク。 

○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） 知事に委ねる以外、町長自身での判断の余地はなかったんだと、法的

な部分からご説明をいただいたわけでありますが、確かにそれはその通りであろうと思います。

しかしながら、町民が抱いている不安、それに応えられるのは、やはり町長の責務ではないかと

思うわけであります。私どもは、今までにも町民へのアンケートであるとか、多種多様な意見を

述べ合って、それを町長判断につなげていくようなことについても求めて来たわけでありますが、

残念ながら、そういうことについては、議会にそういう判断を委ねるということでありました。

そこで伺うわけでありますが、私は知事判断が地域住民との、思いとのかい離を感じるという表

現をさしていただきましたが、これは確かに、推進側の四国電力や国との対話はやっておられる

ようでありますが、非常に不安を持った住民や反対する側の専門家や、住民との間の対話がない

ままに、この承認の態度表明をされたと。このことに私は、非常に住民感情とのかい離を感じた

わけでありますが、この点については町長はどのように受け止めておられるか。知事自身がやは

りそういう住民の声や、そういう反対をされる不安を感じておられる住民との対話は、ほとんど

拒まれてきたと思うんであります。その中で知事の表現を借りるならば、孤独な中で決定をした

んだというようなことを言っておられるわけでありますが、しかし知事は推進側の四国電力との

対話は重ねて来られたけれども、やはり不安を持つ住民や、なぜ不安が生じるかというような専

門的な見地をもった方々との対話については、拒み続けて来られた中での今度の容認の表明であ

りますが、この点についてはどのように受け止めておられるか。この点お伺いを致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） 知事の心情がどうであったのかという深いところまではですね、私は推

しはかることはできません。しかし、知事は知事なりにですね、いろんな角度から真剣に考えら

れて、もしかしたら悩まれたかもしれません。いろんな角度から考えられて、私は知事なりに万

全の結論を出されたんではないかなというふうに私は捉えているところでございます。以上でご

ざいます。それ以上の推測では、私はちょっと発言は出来ませんので、ご理解いただきたいと思

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） 町長は、今朝ほどの行政報告でも、内子町でも再生可能なエネルギー

の実現のために全力を尽くすというようなご発言もいただきましたが、この内子町でのそういう

部分での取り組みをどう考えておられるか。この点、お聞かせをいただきたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 内子町は、森林も水もそうですけども、多様な、やっぱりエネルギー資

源が使いようによってはもっともっと使える面が私はあるんじゃないかなというふうに思ってま

す。そういう意味で、なるべく依存度を、原発の依存度を下げるという意味からも、内子町内で

受給できるエネルギーの可能性は調べてみる、研究してみる。今現在、町のある何か所かで小水

力発電ができないだろうかということで、これから調査に入るということも検討しているわけで

ございまして、そういったことも含めまして、前向きにこれは検討しないといけないというふう

に捉えております。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） そのことと関連を致しまして、中村知事は、経済的な優位性というの

を非常に重視をされた見解を述べられておるわけでありますが、私どもは原発の電気料金が安い

とは受け止めておりません。このことは、あの福島の原発事故一つとってみてもそれは明らかに

なってきていると思うんであります。その点について、経済性優先の再稼働の容認については、

町長はどのように受け止めておられるか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 経済性を優先されたかどうかっていうのは、私はそこのところは判断を

しかねるわけでございます。そういったのを含めて、やっぱり総合的に知事は判断されたという

ふうに私は捉えています。以上でございます。 

○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） ある程度町長のご判断、特に今の置かれている状況の中でのご判断に

ついて述べていただきましたが、今後ともこの原発の安全性の問題については、やはり私どもは

町民の命と暮らしを守る立場からも、議論を今後とも積み重ねて参りたいと思っておりますので、

ぜひ、そういう点での町民の声、気持ちを町長は汲み取っていただくことを求めておきたいと思



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

‐ 42 ‐ 

います。 

次に、農政・農業問題についてお伺いを致します。今回の農協法、農業委員会法、農地法が一

括をして審議して決められたと。昨年の春でありましたか、規制委員会による答申が出されて、

１年近く経った中で８月に強行採決をされたわけでありますが、農業委員会法にしても、農協法

にしても、農地法にしても、どれ一つとっても非常に重要な問題でありましたが、これを一括審

議をすると。非常にこの問題についての安倍内閣の軽視の姿勢については、私どもは憤りすら感

じるわけでありますが、稲本町長は農業委員会法についても、農民の側から出た発想ではないと。

そのお気持ちや、考え方については、私どもも同じ思いを持っておるわけでありますが、こうい

う審議の進め方で果たして、日本の農業が守られるのかどうか。このことについて、町長はどの

ように受け止めておられるでしょうか。 

○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） これは、立法府の判断でございますから、国会で議論をですね、しっか

りしてもらわないといけないわけでございますね。やっぱりその過程でいろんな思いとか、政策

のぶつかり合いというのが立法過程ではたぶんあるんだろうというふうに思いますけれども、今

の日本の農業、内子の農業が置かれた状況を考え、特に、こういう中山間地域の規模の小さい農

業、農家がどういうふうにこれから将来夢を持って、希望を持ってやっていくのかということの

真摯な議論の上で、こういうふうなことがなされたのかどうかというのは、私の目からは見えま

せん。ですから、あんまり簡単にコメントを出すことはできないんですけれども、若干そういう

ふうな気持ちを持っているということをお伝えしておきたいというふうに思います。 

○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） 今回の法改正によって、農業委員が町長の選任制になります。このこ

とは、町長がどのような農業委員会を目指すか、そのことによって、委員の選任も変わってくる

と思うんであります。私は、いろいろ話題にも上ります、教育委員の選任の問題。教育委員会も

農業委員会と同じように、以前は公選制でありましたが、その公選制をなくして選任制にするこ

とによって、非常に権力を持っておられる首長さんの、意向に沿うような委員会が出来あがって

きていると思うんでありますが、農業委員会の場合も私はそういう危険性が生じるんではないか

というふうに思います。特に、農地の異動などにつきましては、開発志向の首長さんが就かれま

すと、それはそれなりの委員が出てくるのではないかと。公平性やそういう部分が失われる危険

性を感じるわけでありますが、稲本町長としては、どのような農業委員会がベターであると考え

ておられるのか。この点、お気持ちだけこれからまだ時間がありますから、そういう方向に向か

って行くまでには。私はその点について、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） 先ほどの答弁で若干、触れたかも知れせんけれども、地域の農業者や農

協でありますとか、共済でありますとか、土地改良団体等の推薦を求めるということもあります

し、場合によっては、公募ということもあるかもしれません。女性も当然入ってもらわなくちゃ
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ならないでしょうし、認定農業者も入れることという枠もこれは決まっております。そういうふ

うな中で、やっぱり農家の皆さん方が、元気が出るように、内子の農業が元気が出るようにです

ね、そんな農業委員会であるべきだろうと。多様な意見が、そこで建設的な意見がそこで出るよ

うな、そんな農業委員会であるべきだろうというふうに私は思っております。以上でございます。 

○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） 先ほどの町長のご答弁で、建議制度の問題でありますが、その建議そ

のものについては、残っておるから十分やれるんではないかというようなご答弁でございました。

しかし、町長に選任された委員が、果たして町長にそういう意見を述べる、建議をするようなこ

とが出来るでありましょうか。私は、これは非常に疑問に思うわけであります。この点について

はどのようにお考えか。 

○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） あんまり先々のことまでですね、質問されても今の段階ではお答えのし

ようがないんでございますけれども、そう恣意的な物にはするべきではないと思いますしですね、

やっぱり公平、公正、中立的に見て、委員は議会の皆さん方の同意もいるわけでございますから、

それが前提になるわけですから、私はそう宮岡議員がご心配されるようなことにはならないとい

うふうに思っております。以上でございます。 

○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） 町長のそういう方向へのお考え方は、ぜひ今後の取り組みの中で重視

をしていただきたいと考えております。 

 ＴＰＰの問題でありますが、やはり町長の今まで私も何回かこの問題については、ご議論をさ

せていただきましたが、このことによって、内子の新たな農業も作っていくことができるんでは

ないかというような、ずっと答弁をされて来られましたが、今、政府がさかんにマスコミなどを

使って宣伝をされておられるのは、農業の農産物が外国にどんどん輸出することが可能だという

ことでありますが、実際に農産物の輸出で生き残れる農業者というのは、私は限られた層になる

のではないかと思うんであります。そうなりますと、地域の農業が立たちいかなくなりますし、

今いろいろ人口増の問題などで、取り組みをされている点からも、非常に逆の立場の動きが出て

くるんではないかと思うんでありますが、この点について町長は、常々そういう攻めの農業とか

いろいろご発言をされて参りましたが、やはりそれについて内子町でのビジョンといいますか、

考え方、それをどういうふうに実行をされようとしておられるか。 

○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） やっぱり、冷静に私たちが見ないといけないのは、日本の人口が将来１

億人くらいになるんではないかということを言われているんですね。つまり、日本人の絶対数の

胃袋がだんだん小さくなってきているということなんです。ですから、国内消費、国内マーケッ

トが小さくなるということは、決していいことではないんですけど、これはもしかしたら仕方な
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いことかもしれない。逆にアジアの地域を見てみますと、ベトナムにしてもフィリピンにしても

中国もそうですけども、中国は今回ＴＰＰの国ではないですけれども、そういう国の人たち、国

民っていうのは、人口がだんだん増えてきているわけです。しかもベトナムやフィリピンってい

うのは、国民の平均年齢が２４歳とか２５歳とか非常に若い国々であります。そういうところに

日本の本当に良い農産物がやっぱり、もし輸出して食べていただくということであれば、私はど

んどん挑戦していくべきだと。現に、りんごであってもですね、出ているわけですね。そういう

ものは可能性があるものについては、攻めていく必要があるというふうに思っております。それ

からもう一つ大事なことは、内子の農産物は先ほど言いましたように、総面積が一人当たり何十

丁と持ってたくさんな量が出来る農業ではありません。限られた面積の中で、価値をどれだけつ

けていくか。そういう農業を考えていかないといけないわけですから、買って下さる人と顔の見

える環境をどういうふうに作っていくのか。本当に安全安心な農産物を作って、あなたが作った

農産物なら、あなたらのグループが作った農産物だったら、私たちは食べますよと。少々高くて

も食べますよ。そういうつながりをこれからどう作っていくか。そこが私は一番大切だというふ

うに私は思ってます。そういう意味で、今東京でもいろんなところで営業活動をやってですね、

少しずつ、少しずつ広がりを見せるようになりました。大阪でも広がりを見せるようになりまし

た。こういう輪を広げていく、これがこれから大事だというふうに私は思っております。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 先ほどのご答弁の中で、内子の農業について、やはり農協等とも、い

わば、意思の疎通を図りながら、協力、協働の取り組みをしたいというお話もございました。私

も本当に内子町の農業を守っていくといいますか、その場合はやはり町が進めております、直売

所とか、いろんなそういう部分もこれは非常に大事でありますけれども、産地としての協同、共

選による販売、農協がおこなっておりますような販売力の維持・向上を図りながら、個々の直売

所あたりの売り上げを伸ばして行くということなくして、内子の農業は、私は発展はないと思う

んでありますが、この点についてのお考えを。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今の点については、宮岡議員のおっしゃるとおり、私もそういうふうに

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） 次に、介護保険の問題についてお伺いを致します。課長のご説明によ

りますと、町行政として民間のそれについての調査の方法と言いますか、それはないというよう

なご答弁ではなかったかと思うわけでありますが、実際に全国の流れ見ておりますと、特にグル

ープホーム辺りでの取り組みの中で、今回の介護報酬の引き下げによって、事業そのものが大変

な状況に陥っていると。最終的には、国からのそういう報酬の引き下げによって、職員の確保な

どをしようとすれば、やはり利用者に負担をお願いをする以外にないというような。特に今回早

められた要支援者などの事業については、これは介護保険から外れるわけでありますから、ある
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部分、利用料の改定なんかについては、私は事業者の判断で値上げなどができるんではないかと

思うんでありますが、この点についてはどのように受け止めておったらよろしいでしょうか。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 介護報酬の部分は、全て法で決まっている状態の中で運用して

おりますので、その給付費、もしくは総合事業になったら補助金になる部分があるんですけど、

その部分について、その事業所、事業所で特にっていうことは出来ないということになっており

ますので、そういうことは起こり得ないというふうに考えております。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私が言いたいのは、介護報酬の引き下げによって非常に事業運営その

ものが困難になってきた場合に、私は介護保険から分離されるわけでありますから総合事業が。

町は今までと同じでやれるんだというご説明でありますが、私はこの辺がちょっと腑に落ちんの

です。介護保険から除外された事業について。で、事業者についても今まで通りの内容でやるん

だというような答弁を今までもされてきたわけでありますが、私はその辺が非常に危惧される。

総合事業について今年からやれば、国の交付金が１割上乗せされるんだというご説明も受けたわ

けでありますが、国が果たしてこれを未来以後、そういう形でやるのかどうなのか。もしそうい

う部分が打ち切られた場合には、これは事業者としては、そういう部分での引き上げをやらなけ

れば運営が成り立たないようなことも起きてくると思うんであります。これは、すなわち利用者

に負担がかかってくることにつながると思うんであります。この点について、今の流れの中でど

う受け止めておられるか。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） まず、総合事業の補助事業のことですけれども、まず今できた

ばかりの補助事業です。将来においてということですけれども、まず、絶対っていう、このまま

続くっていうことは私どもでは言い切れませんけれども、それはなくてはですね、内子町の介護

保険事業が続いていかないだろうというふうに思っておりますし、それは内子町だけではなしに

全国的なことだろうと思いますので、その補助事業がですね、直ちに改訂されるっていうことは

まず考えられないだろうというふうに思っております。それと前に言われました議員の、補助に

乗らない事業所っていうことだろうと思うんですけれども、まず国が今示されている中は、介護

事業所もしくは、それに続く通所介護等やデイサービスをされている所については、今までどお

り変わりません。ただ、国が目指している所には、地域で介護が出来るところ、もしくは小さい

ＮＰＯ法人等で、そういった介護が身近なところで出来るところは、これから進めていきたいと

いう考え方はございます。ただし、そこは補助金を得るだけの施設としてきちんと認定をしてい

ただければですね、資格取得者がおられるというところになればですね、小さい事業所であった

としても補助金は今まで通り出る、これからと同じように出るということになります。ただ、今

地域でおこなわれています、サロンのような事業、そういったところで、そこにまだ支援が進ん

でいない人たちは地域の人たちで見守り合いこをしましょう。皆さんでやりましょうというとこ
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ろについての補助事業は、当然出来ませんけれども、そういった部分も、これからはまずは地域

で見守ろう、近所で見守ろうというグループを作って行こうという考え方はあります。ただ、き

ちんとした要支援者の方が介護を受けるっていうシステムは、今後も変わりませんし、そういう

施設については、補助事業になっても同じような補助が出来る。給付等は変わらないというふう

に考えております。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 非常に国の制度もくるくる変わっておりますので、自治体としては大

変ご苦労をされる事が多いだろうと思うんでありますが、ぜひ内子町の高齢者が本当に安心して

内子町で最後まで生きていける体制を作っていただくように、そのご努力を求めまして、私の質

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。３時５分から再開します。 

 

午後 ２時５０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。 

 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） だいぶ傍聴席の方が静かになったんですけれども、がんばって質問を

したいと思いますので、前向きな答弁をよろしくお願い致します。結婚支援対策について質問を

致します。「まだ結婚していない息子がいるのだが、嫁にきてくれる嫁さんはおらんか。」とか「う

ちの娘もいい歳になったが、出会いがないみたい。」と、親御さんからの話を聞いて、人口減少、

過疎化に歯止めをかけるには、就労の場と結婚が前提になるのではと、３年前の平成２４年６月

議会において、結婚支援対策の一般質問をしました。人口減少、過疎化に歯止めをかけるには、

就労の場と結婚が前提になるのではないか。また、昔は公の組織である青年団活動等において男

女の交流や出会いが図れる場があったが、行政として今までどういった結婚支援の対策を図って

きたか、また今後、こういった出会いや結婚支援についての考えを町長に質問をしていました。

その時、答弁をされた稲田副町長は、企業誘致やＩターン者の定住促進を図っていくことが人口

減少に歯止めをかける。自治体が主催する出会い事業については、７割以上の若者が否定的に捉

えている。よって、保育所の充実、出産育児子育て支援を行っていくということでありました。

また、再質問に対しての町長答弁では、行政で支援をするとしたなら、主催する民間企業への費

用の一部負担や広報・ホームページにおいてのイベントの周知であり、積極的な担当部署等の設

置の考えは無い。自治会や各種団体で、出会いの場を設けて欲しいといった答弁であったと思い
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ます。さて、国の「まち・ひと・しごと創生法」では、総合戦略において４つの「基本目標」を

掲げています。①地方における安定した雇用を創出する、②地方への新しいひとの流れをつくる、

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安心な暮ら

しを守るとともに、地域と地域を連携すると謳われています。①の地方における安定した雇用、

③の若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるは、私が３年前に一般質問したことと同じ

であります。東京首都圏域へ流出することは、地方にとって大きな人口減少の要因であり、地方

における安定した雇用の場を設けることは、誰しも同じ思いであると思います。そんな中、都会

へ出ずに地元に残って頑張ってくれている若者がいます。せっかく地元内子町で後継者として頑

張ってくれているのに、出会いの場があまりにも少ないのです。国内の結婚、出産、子育ての現

状と課題を調べるために、５年ごとに実施している厚生労働省の２０１０年の出生動向基本調査

の結果によりますと、過去５年間の結婚について、夫妻が初めて出会った時の平均年齢は、夫２

５．６歳、妻２４．３歳であり、ともに上昇。また、出会ってから結婚するまでの平均交際期間

は４．３年となっており、１９８７年に比べると、１．７２年(６８％)も長くなっており、夫妻

が２５歳までに出会う割合は、夫の場合約過半数の４９．６％、妻では約６割の５７．４％であ

り、全体として出会いが遅くなっているという結果です。これらの変化の結果、平均初婚年齢は

依然上昇を続けており、晩婚化が進行しているということであります。出会いがあり、結婚をし

たならば、子供の数に対する考えは、ここ十数年大きな変化はないということであります。出生

率低下の要因は、「未婚率の上昇」と「夫婦の子供数の減少」ですが、先ほどの調査によりますと、

未婚者も結婚への意思が持っていないわけではないということだそうです。未婚者のうち「いず

れ結婚するつもり」と答えた者の割合は、２０１０年で男性が８６．３％、女性が８９．４％で

あり、１９８７年時の男性９１．８％、女性９２．９％と比べても、さして低下しているわけで

はないということだそうです。また、子どもの数についても、夫婦の理想子ども数は、近年若干

低下しているものの、２０１０年で２．４２人であり、夫婦が子どもを持ちたいという気持ちは、

それほど弱まっているわけではないようです。要は、出会いがない、出会いが無いのは出会いの

場が無いということであり、晩婚化や人口減少に対する大きな要因であると思うのですが、町長

いかがでしょうか。今回、内子町においても、町長を本部長としてワーキングチームや、町民や

各界有識者によります推進会議が設立され、「内子町人口ビジョン」及び、「内子町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の策定において、人口減少についても協議・検討がされています。ひと口

に、人口減少といっても、その原因にも様々な様相があり、人口増減は、出生数と死亡数の差で

ある自然増減と、転入と転出の差である社会増減の二つに分解され、自然減の要素が強いのか、

社会減の影響が大きいのか、きちんとした分析を行うことが、適切な対策を講じるためには、大

切であると言われています。この「内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の、各課中堅職員

で構成されたワーキングチームからは、住み続けられる内子町を目指すといった目標の中、結婚、

育児、子育て支援の強化では、男女の出会いの場づくりを掲げられて、仮称「結婚おせっかい」

委員や、結婚や出産に対する特典制度の導入が提案されていました。今回の質問、３年前の一般

質問で問うた内容ですが、「婚活おせっかい課」や「婚活おせっかい室」等の増設までは言いませ

んが、担当職員の配置や、結婚により特典制度等、結婚支援策、出会いの場づくりについて、積

極的に取り組むべきと考えますが、町長のお考えをお聞かせ下さい。今回、国として人口減少、
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地方創生に対応する体制の整備「まち・ひと・しごと創生法」により、内子町稲本行政において

も、男女の出会いの場づくりや、結婚支援に向けた考え方が前進するものと期待をして、次の質

問に入ります。 

続いての質問は、「住民を対象とした講演について」であります。年間を通じて各担当課による

住民を対象とした講師による講演が開催されているが、公費を使って公の場での講演にて、偏っ

た政治思想や、考え方の講演もあったと思えますが、講師選定や講演内容についての内容協議は、

どのようにされているのか質問をします。特に社会教育や、学校教育分野においての講演につい

ては、講師についての一般的な評価の良い悪いは別として、偏った思想や活動をされている講師

の話を聞くと、参加されている住民だけでなく、中には生徒や学生さんも参加されており、現在

の政治や社会情勢の考え方への影響は大きく、行政による政治的な誘導と誤解される場合もある

のではないかと懸念するものであります。来年度の参議院選挙では、選挙権が１８歳以上に引き

下げられることになりましたが、政治や時事問題について、教職員の偏った考え方や、指導とい

った学校現場での課題が指摘されています。政治的中立性を確保しつつ、政党や候補者の公約や

政策を正しく理解する能力を身につけさせることが求められ、特定政党の価値観の押しつけがあ

ってはいけないのは教育の場で、そのことは誰しも思うものであります。政治的な中立を守りな

がら、政治的・社会的な課題や政治課題について、議論し合い、互いにディベートさせる事が大

切ではないでしょうか。社会教育においても同じであると思います。言論や表現の自由は、当然

認めるものでありますが、公の場にて公の講演料金を使っての講演であります。住民への政治や

宗教及び、思想に影響を及ぼすものであってはならないと思うのですが、いかがでしょうか。公

共団体が講演を行う場合は、ＴＰＯ「時と場所と場合」に応じた講演を考える必要があると思う

がいかがでしょうか。政治や政策について評価をする講演の場合は、良いところと悪いところ両

方の意見を述べていただき、傍聴者にはそれぞれ個人でその判断をしていただく講演内容である

べきであり、事前にそのことをお願いしておくべきではないかと思うのですが、町長、教育委員

長のお考えを伺います。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは、下野議員のご質問の中の最初の方ですね、結婚支援対策

について平成２４年の６月議会において、この一般質問をしていたが、前向きな答弁ではなかっ

たように思うと。それで今回、結婚支援に向けた考え方について新たなビジョンを伺うというご

質問に対しての答弁を致します。現在、策定を進めている「内子町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」では、総合戦略の大きな２つ目の柱である「住み続けられる内子町」を目指すため、「結

婚、育児、子育て支援の強化」の面で、「男女の出会いの場づくり」を推進致します。具体的に

は、子育て世代の女性職員から提案のあった「恋活プランニング事業」。この事業は、内子町第

２期総合計画・前期計画のシンボルプロジェクトである「子育て支援プロジェクト」の１つとし

ても位置付けており、うちこんかい事業の一環として、内子町の環境や資源を活用した、例えば

町並みでの「街コン」や、小田深山をはじめとする大自然の中での「森コン」など、内子らしい
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特色ある婚活プログラムの企画・実施を支援するものでございます。内子町まち・ひと・しごと

創生推進会議においても、先ほどもありましたけれども、「（仮称）結婚おせっかい委員」とい

うものの導入など、提案を受けております。最近では、自治会が単独で、あるいは広域で連携し

て婚活イベントを実施するなど、地域での盛り上がりが見えて参っておりますので、地域づくり

事業の一環として支援させて頂いております。また、有志や各種団体等でも行われはじめている

ようでございます。婚活は、地域や各種団体・サークル等、それぞれのアイディア・工夫により、

今後の地域を支えていく魅力的なイベントですので、行政としてもできる範囲で支援をして参り

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、私の方から住民対象の講演について答弁をさして

いただきます。議員もご存知のように町長部局、教育委員会部局において、年間を通じて講演会

やシンポジウム等、数多く開催をさしておりますが、自治･学習課におきましては、今年度、主な

講演会につきましては、自治センター単位で行っております自治センター研究大会、それと先般、

図書情報館が開催致しました、谷川俊太郎氏及び、賢作氏を招き、児童・生徒、大人も参加しま

した読書活動研究集会、それと人権･同和教育に関する講演会等が該当しようかなというふうに思

ってます。お尋ねの講演会の内容につきましてですが、これは町長部局も含めてのお話なんです

けど、町民ニーズや町民の課題解決に合った、合致したテーマなのか。講師の選考につきまして

は、住民課題を解決できる講師なのか、また予算の範囲内で対応できる講師なのか、などを検討

した中で対応しております。講師等との交渉におきましては、講演会の日時はもちろんのこと、

主旨、ねらい、聴衆対象者、それと講演してほしいテーマや、内容を十分に伝え、講演料や旅費

等を含めて交渉をさしていただいてます。このような過程を踏まえて講師を人選しておりますの

で、議員のご質問の偏った、思想や考え方をもった講師を呼んでいるのではないかというような

ことはありませんので、ご理解をいただいとったらと思います。なお、現在推進しております、

内子町総合計画において、町民と行政の協働によるまちづくりを基本としておりますので、今後

も地域課題や町民ニーズに合った内容や、講師によります講演会を開催して参りたいと考えてお

りますので、議員におかれましても参加をいただき、いろんな角度でご指導、ご協力をいただき

ますよう、お願いを申し上げまして答弁とさしていただきます。よろしくお願い致します。 

○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） 総務課長からは、大変前向きな答弁をいただきましてありがとうござ

います。先月ですね、産業建設厚生常任委員会にて、委員のメンバーが山梨県の市川三郷町へ勉

強に行ってまいりました。そこでの行政の子育て等、若者の定住に対する、また老人福祉に対す

る面で勉強したんですけど、やはり自治体の位置とか、大きさによって一概には私も言えないと

思うんですけど、手厚い、若者やお年寄りに対するいろんなお祝い金とか、あらゆる補助等がな

されておりました。これに対して一概には、先ほど言いましたように言えないわけではあります

けれども、稲本町長も９月の私定例議会でも言いましたように、２期目のターニングポイントを
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迎えて折り返し地点で、その中でやっぱり、三郷町で質問したんですけど、「そういったある程度

の交付金が減らされる中で、内子町においてはやはり今後の一般財源の確保の事を考えると、な

かなかそういった手厚い行政の運営はまだ若干行われてないんですが、町職員の方や住民の皆さ

んはどういった感情の中でこういった事を受けられていますか。」という質問をしたんですが、あ

くまでも町長の選挙での公約であり、それで当選されている町長であるから、住民からそういっ

た苦言も出ないし、議会の方からも十分理解をしていただいているのではないかといった答弁で

ありました。そこで町長に、総務課長からも前向きな答弁ではあったんですけど、稲本町長のお

気持ちとしてこういった若者の定住や結婚支援策について答弁をいただいたらと思います。 

○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） 以前のご質問で、私は町づくりの中において、他の自治体と比較してい

ろんな手厚い支援策の、いわゆる消耗戦ですね、他の自治体がこのくらいのことやっているから

内子町はこのくらいのことやる。他の自治体がこのくらいのことやっているから、内子町がこの

くらいのことやって。それは、私は消耗戦になりかねない。そういうことは、もしかしたら大事

なことなのかもしれませんけれども、そうではなくて、やっぱり町のいろんな産業を振興させた

り、観光振興させたり、そういうやっぱり稼ぎながら魅力ある町を作っていく。そういうオーソ

ドックスではありますけれども、そういうことをきちんとやるということの方が、むしろ私は大

事なんではないかなと。派手さはないかもしれませんが、そういうことをきちんとやるというこ

との方が、私は大事なんではないかなという、財政的に余裕があればですね、やったらいいんで

すけど、なかなかそうはいかないだろうなというのが正直なところなんです。ですから若い人達

がこの町に定住するっていうことは、もちろん働くところをきちんと用意するということも大事

です。今内子町はご案内のように人がおりません。若い人達が求人してもですね、働くところが

ないんじゃなくて、働くところはあるんですけど、人がいないということなんですね。ですから

下野議員が言われるように、じゃあ出会いの場をということなんですけど、今自治会で、いろん

なところで取り組みが始められております。そして、うまくいっているケースもあるようでござ

いますから、そういったものを応援をさしていただきたいと思いますし、行政としても特別に課

を設けるということではないんですけれども、可能な限りそれぞれ課を挙げてですね、応援出来

る範囲で応援しないといけないなというふうに思ってます。以上でございます。 

○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） 特別な課を設けたり、特別な室を設けるということではないというこ

とでございました。私もそれまでは求めておりませんが、総務課長の答弁でそういった取り組み

はしているということでございました。個人的な組織の中ではなくても、稲本町長も顔が広ろう

ございますので、職員の皆さんも広ろうございますので、どうか若い人がいたら個人的にでもで

すね、結び付けてあげるような、あそこにはこの人がおいでるよ、この人がおいでるよというよ

うな、そういったことはどんどんと進めていっていただいたらと思います。我々議員の方もそう

いった取り組みも一生懸命頑張っていきたいと思いますので、その点はよろしくお願いします。 

 続いての質問の方です。講演についての質問で、井上課長からの答弁でしたけども、十二分に
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町長部局を入れた中での検討をしながら、選考しているのでそういったことはないというふうな

答弁ではあったのですけれども、私はどの講演がどれで、どれにあたりますとまでは言いません。

けれども、そういったとこに議員としてやはり当然参加しなければならないと思いましたので、

参加をしておりましたし、当時は議長でもありましたので、来賓挨拶もさせていただきました。

たぶん町長は、その時は挨拶されて、おられなかったという記憶なんですけど、それに対する住

民のアンケート調査の結果も見させてもらいますと、かなり多くの方が今日の講演はよかったと

いうふうにアンケート調査は、書かれているのを私も知っております。ただ、その講演が終わっ

てちょっと異常なとは言い方いけませんが、偏っているんではないかというふうに私自体は感じ

たので、帰りがけに同じく参加していた方に、今日の講演どうでしたって言ったら、「もっと個人

的に深い、普段の活動をされていないところの場面の話が聞けるのかなと期待したんじゃけど、

なんかこう一方的な話で、そんな活動は、普段全部いろんなホームページとかテレビとか新聞等

に出されれていることを、私はこれをしてます、やってますというふうなことが強かったように

思って、そんなんは知っているんだからそうじゃない、違うとこの勉強会の講演だったらよかっ

たのにな。」ということでこれも聞きました。今回の一般質問にあたって、やはりその席に参加を

された別の住民の人に、こういう質問をしようかと思うんじゃけど、どうふうに感じましたかと

いうふうなことを聞きますと、「確かにそういうのがあったな。」ということを言われ、「一般の報

道番組も出られている方なので、そこの中で公共性のある放送の中で、そういった発言を月に１、

２回されるので、ちょっと大丈夫かな、偏っているなというふうには感じるんよ。」というのが言

われました。これが反対のような話や講演だったら、もっといろんな質問や質疑や住民からの声

が出てくるんではないかというふうに私は感じたんですけど、課長もう一回、そんなことは感じ

ませんでしたでしょうか。 

○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） 私どもの所管しております、講演会等につきましては、アン

ケート調査等も行っている講演会等もございます。なぜ、アンケート調査をやらせていただいて

いるかということは、今後の講演会とかシンポジウムに活かしたいために、やらせていただいて

いるものなんですけど、その辺りを見させていただくのは、ちょっと大半が私の横目かもしれま

せんが、大半が良かったよというような評価をいただいて。確かに議員が指摘されてます、偏っ

た考え方がある講演会だったよ、というようなことも書かれている方もいらっしゃいました。そ

ういったところも踏まえながら、次年度対応さしていただいておりますので、全てが全て皆さん

来られた方が満足して帰られるような講演会というのは、あまり、ほとんど皆無と言っていいほ

ど、ないんじゃないかなという。いろんな多種多様なお考えの中で、その中で求めている課題解

決になっている講演会を、我々としては、企画立案していきたいなというふうに思っております

ので、ご理解をいただいとったらと思います。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 私が言っているのは、今後そういったことを十二分に検討した中での

講演、講師の選考、また講演内容というものを十二分に気をつけていただきたいというのを言っ
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ているんです。要は、この時期になぜこういった講師が来て、なぜこういった内容の話をするか

ということが、一番私が言っているのはネックにしていることなんで、それが、時期が違ってい

たら違うかもしれないんですけど。逆に、この講師がなぜこの時にそういった話をされるのかと

思うと、それが公の場で公の金を使ってやるということは、故意に行政が関わっているのではな

いかと誤解を招いたらいけないから言っているんですから。今後、十二分にそこのところは、皆

さんで協議をしていただいて、対応していただいておりますが、教育委員長は参加されておられ

ましたから当然。それでご意見を聞かせていただいたらと思います。 

○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。 

○教育委員会委員長（城戸 彰君） 実はですね、私も実は楽しく聞かせて頂きました。ただで

すね、その講師を選ぶことにつきましては、事前にですね、ある程度は選考もしております。だ

けど今後ですね、なお内容につきましてもですね、事前にお願いして、十分にお願いをしてです

ね、あまり偏った変更の話じゃないようにですね、今後お願いをしていきたいと思います。 

○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。 

○８番（山上芳子君） ８番、山上です。 

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） 本日の一般質問最後になりました。１２月定例議会、通告に従い質問さ

せていただきます。まず始めに、子どもの貧困による教育格差について質問致します。次代を託

す子ども達の将来に向け、どの様に取り組んで行くのか。今、子ども貧困対策は、深刻な問題と

なっております。平成２７年２月公表の平成２４年度愛媛県市町民所得統計において、内子町の

一人当たりの所得は、県下２０市町で１５番目という低い水準にあり、厳しい経済状況でありま

す。厚労省の調べによると、家庭経済の影響により家庭環境に差が生じ、そのために子どもの受

ける教育にも大きな影響が及んでいると。子ども貧困率は、１６．３％、６人に一人の子どもが

貧困状態にあると推定されます。家庭の経済状態によって、子どもの将来に左右されることのな

いように環境整備をすることを目指して、２０１３年６月、子どもの貧困対策推進法が成立。国

と自治体が連携して、教育支援、生活支援、就労支援、経済的支援など施策をつくり、実施する

ことを義務づけております。教育ジャーナリストの渡辺敦司氏は、とりわけ就学や学資の援助、

学習支援など貧困による教育支援が重要だと言われております。近年、経済格差の広がりによる

ことで、生活がやっとの家庭では、子どもの教育に十分なお金をかけることが出来ず、それが学

習面や進学になどに影響し、経済格差は子どもの教育にもつながることが心配されております。

そこで今、学校外教育、つまり習い事や、学習塾などに助成をして、子どもの教育格差の支援を

おこなっている自治体があります。千葉県南房総市では、小学５・６年生を対象に今年度から学

校外教育サービス利用助成事業を開始しており、所得に応じ６段階に分け、申請があった世帯に

利用券を支給し、市内の塾や習い事の５４事業で利用出来るようになっています。市教育委員会

は、保護者の経済力による教育格差の解消が狙いの一つとして説明しております。この事業は、

地方創生交付金を充て、来年度からは自主財源で継続するとのことです。また、大阪市では中学
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生を対象に、生活保護、就学支援を受けている世帯に対し、一人当たり１万円の学校外教育に係

る費用を助成しております。このような取り組みの広がりを期待するところであります。子ども

の貧困を解決するためには、様々な支援策が必要であります。このため多くの分野、福祉教育な

どで施策を打ち出せる自治体の役割が大きいと考えます。そこで、本町において教育現場におけ

る子どもの貧困問題による教育格差の解決についての施策は、どのような対策をとっておられる

のかお聞かせ下さい。 

 次に、高齢者・障がい者世帯のごみ収集について質問致します。家庭から排出されるごみ問題

は、分別にはじまり様々な声が上がっております。本庁においても抱える課題だと認識しており

ます。埼玉県の蓮田白岡環境センターでは、高齢者や障がい者などのある方で、自らがごみを設

置場所まで持ち出すことが困難な方を対象に、ごみを個別収集する事業「ふれあい収集」を実施

しております。対象者は蓮田市、または白岡市に住所を有している方で、６５歳以上の一人暮ら

しの方、障がいのある方のみの世帯、要介護認定を受けている方のみの世帯、申請しますと週に

１回の収集をしてもらうようになっております。しかも、もしごみが出されていなかった場合は、

声かけをして安否確認をおこなっております。また、その時に応答がない時には、利用者が指定

した緊急連絡先に伝えるようになっており、まさに徹底されたものになっております。このよう

に配慮された実施には、大変頭が下がる思いです。県下でも高齢者や、障がいのある方のごみ収

集については、自治体によって進め方はあるのでしょうが、四国中央市、新居浜市、久万高原町

が実施されているようです。そこで、本町ではごみ出しが困難な高齢者・障がい者世帯の方への

ごみ収集については、現在、どのように対応されてるのでしょうか。また今後も高齢化が進む中、

ごみ出しが困難な世帯が増えると考えますが、どの様に取り組まれるのか、お聞かせ下さい。 

 最後に、オリジナル婚姻届について質問させていただきます。新しくご夫婦になられたお二人

の門出を祝おうと、全国の自治体で独自のオリジナル婚姻届を作成し、反響を呼んでおります。

厚生労働省が昨年の人口動態統計を発表し、婚姻届件数は６４万３，７４９件でした。そして、

新たな人生の門出を迎えるお二人の共同作業として記入するのが婚姻届であります。兵庫県伊丹

市では、ピンク色を基調にしたオリジナルの婚姻届を作成し、３，０００枚を用意し、市役所や

各支所などに配備しております。結婚情報誌と連携して作成する自治体も増えてきております。

婚姻届は一定の様式が整っていれば、デザインについては自由に決めることができるようです。

そこで本日持参致しましたオリジナル婚姻届は、静岡県藤枝市と愛媛県の伊予市で作成されたも

のでございます。これがですね、藤枝市の作成された現物の大きさです。で、これが愛媛県の伊

予市の。伊予市は県下ではたぶん初めてだと思うんですけど、この９月から実施されているよう

です。この藤枝市は１１月の２２日がいい夫婦いう、そういうふうになっておりますので、それ

に間に合わせるように作られたということが聞いております。本当に素敵な婚姻届であります。

何種類かある中、それぞれにアレンジを加えてのオリジナル婚姻届は大変に好評で、地元の名所

で咲く花とかモチーフにしたり、市のロゴマークやゆるキャラをデザインしたり、各自治体のア

ピールも兼ねての素敵なものになっております。従来の婚姻届とは一変し、新婚のお二人を祝う

晴れやかなイメージを演出するものです。そこで内子町におきましても、内子町ならではのオリ

ジナル婚姻届を作られ、さらにこの内子町に愛着を持っていただけるよう、そして将来的には定

住促進までつなげたいと考えますが、ご所見をお聞かせ下さい。以上、３点よろしくお願い致し
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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。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） それでは、教育現場における子どもの貧困対策による教育格差

の、解決に向けての対策についてご説明をさせていただきます。学校教育における対策と致しま

しては、就学前の対策として、幼稚園の授業料について減免制度の拡充を行っております。現在

では、月額５，０００円のところを生活保護世帯０円、均等割のみの世帯を含む町民税所得割０

円の世帯は、３，０００円。また、この区分において一人親世帯は０円としています。他に、子

どもが２人以上の世帯などについては、以前より大幅な拡充制度を設けております。義務教育段

階におきましては、経済的理由によって就学困難と認められる児童、生徒の保護者に対して､要保

護及び準要保護児童生徒就学援助費支給制度を設けております。学用品費、通学用品費、校外活

動費、通学費、修学旅行費、体育実技用品費、新入学児童生徒学用品費等、また学校給食費、医

療費等の支給しておりますが､平成２７年度からはこれに加えて、クラブ活動費、ＰＴＡ会費も加

えて支給をしております。貧困対策だけに限ったことではございませんが、学力の低下をしてい

る児童に対しましては、放課後に補充学習を行い、支援を行っている状況でございます。また高

校、大学への進学に対します制度と致しましては､町条例に基づきまして、「内子町奨学資金」、

「内子町内子小学校開校百周年記念高畑奨学金」により､高校への進学が月額１万８，０００円。

大学への進学が、内子町奨学資金が月額５万円､高畑奨学金が月額７万円を貸与しております。返

還期間中の５年間引き続き内子町に居住し､町民税の滞納が無い場合等の免除制度も設けており

ます。これにつきましては無利子でおこなっております。今後も､教育相談の充実などを図りなが

ら、就学支援を充実させたいと考えております。以上で終わります。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私の方からは、ごみ収集の状況についてお答えをさせていただ

きます。内子町の一般廃棄物収集運搬業務における、排出困難者に対してのごみ収集の対応状況

ですが、高齢者・障がい者の方を対象とした特別な対応はしておりません。近所や親族の協力を

得ることが難しい世帯から要望のあった場合など、収集ルート上であれば、家の近くへのごみス

テーション増設という形で対応しております。本年度ごみステーションについては、１１月末現

在で３件の変更要望、４件の増設要望があり、合計７件に対応しておりますけれども、増設要望

のあった４件うち、２件については、高齢化によるゴミ出しが困難との理由になっております。

なお、粗大ごみの回収については、年４回実施しておりますが、収集場所まで持ってこられない、

例えば軽トラがないとかですね、そういう搬出車両がないと言われる世帯もございますが、そう

いった場合については、職員が庭先まで出向いて戸別収集をおこなっております。現状において

の排出困難者へのケアはですね、地域のコミュニティの中で、助け合いにより対応できているも

のと考えますが、将来的には、世帯の高齢化に伴いまして、顕在化する問題と捉えております。
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行政サービスとしての支援も検討を要する課題だと思います。今後はですね、単にごみを出す場

所を変えるというだけでなく、家の中をどう片付け、分別し、安全に家の外にごみを出すといっ

た、福祉の要素も視野に入れながら、行政としてどういった支援が必要なのか、福祉担当部署と

連携して協議をしていきたいと考えます。 

○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） 私からは婚姻届について答弁させていただきます。オリジナルの婚

姻届につきましては、新婚のお二人の門出にふさわしい華やかで、わくわくどきどきするような

内子町のオリジナルのデザインで作成したいと考えております。例えば、内子町の伝統工芸品で

あります「大洲和紙」で作成するとか、内子座などの内子町の名所・名景や、また柿や栗、ぶど

うなどの特産物をデザインした婚姻届とかいろいろあると思います。「こんなデザインはどうでし

ょうか。」と言ったご提案があれば、お願いを致します。以上で答弁とさしていただきます。 

○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） まず、子どもの貧困による教育格差について答弁していただきました。

本当によく対応をされていると思っておりますが、私はこの教育格差で一番に考えることは、子

ども達が平等にですね、教育が受けられなくてならないということです。家庭の経済格差によっ

てですね、子どもの教育格差につながるということが一番残念というか、そういうのが実情であ

るんだなということを感じておるわけなんですけど、そこで答弁にありましたように、就学援助

の件なんですけど、これが基本になる考えかなとは思っておりますが、内子町におきまして２６

年度の就学援助の認定率といいますか、確定は何パーセントくらいでしょうか。 

○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。 

○学校教育課長（片山哲也君） ２６年度でよろしいでしょうか。２６年度で小学校、中学校合

わせまして全体の人数から言いますと、約６．５％になっております。 

○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） これは、愛媛県下ではどうなんでしょうか。高いんでしょうか。そうい

う利用をされるというご家庭ですよね。６．５％という数字は高い方なんでしょうか。 

○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。 

○学校教育課長（片山哲也君） 県下の全体の状況というのは、把握しておりませんが、たぶん

平均的な数値だと思います。 

○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） 今の就学援助なんですけど、これは親御さん、保護者が利用するかしな

いかというのは決断されるわけなんですけど、その中で援助を申し入れされる家庭の子どもさん
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は支援をしていただくのが確定しますので、分かるわけなんですけど、ついしたらですね、生活

保護のそういったセーフティネット、安全対策の中から漏れているというか、保護者がそういう

の申請しないでね、生活しておられる家庭の子どもさんもおられるんじゃないかなと私考えるん

ですけど、そういった把握なんかはどんなんでしょうかね。されるんでしょうか。 

○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。 

○学校教育課長（片山哲也君） この助成制度につきましては、毎年１１月末までに次年度の入

学予定者を含めた家族の方に、学校を通じて周知をしております。毎年、１月の広報に就学援助

制度をご存知ですか、ということで広報的には出しております。それと同時にですね、年度途中

においても給食費がちょっと払いにくくなったとか、そういった場合においては、学校の方で相

談をしていただいて、そういう就学援助制度がありますよということで、申請をしていただいて

おります。そういう形で本年度も途中から援助制度該当になった家庭がいくつかございます。 

○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） 今の答弁で分かりました。次に質問の中にもありました、学校外教育で

すね。これについて事例を申し上げましたが、こういった助成事業については課長どのようにお

考えですか。 

○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。 

○学校教育課長（片山哲也君） 準要保護の家庭がすべて学力低下と、そういったものに該当し

ている状況ではございませんので、内子町と致しましては、学力低下に、それを解消するための

支援策を実施したいというふうに考えております。今の小学校で、先ほど申しました放課後学習

をやっていると申しましたが、これにつきまして中学校についても愛媛大学との連携ができてお

りますので、今度の学生さんを援助していただいて、そういった夏休みの補習学習が出来るか、

出来ないか、そういったことを２８年度には検討して行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） 学習面においては、今後も学校と行政と連携しながら、進めて頂きたい

と思っております。あくまでも義務教育の機会は、全ての子ども平等に保障されておるわけなん

で、そのことをまた頭に置いていただいて、しっかりと貧困による子どもの教育格差について今

後も努めて頂きたいと思っております。 

 次、ごみ収集なんですけど、先ほどの特別にはしていないということでありましたが、問い合

わせがあれば、収集ルートであればするということを言われたんですけど、現にそういうふうに

そういった方が電話をされて要望されるわけですので、やっぱりこれは内子町には絶対そういう

方がたくさんおられると思うんですね。そういうふうに連絡をすればですね、収集できるんであ

れば、これは早くにきちんと自治体の進め方もあるんでしょうけど、そういったサービスをきち

んと決めていただいて、また周知をしていただく方向付けをしてもらったらなと思いますが、い

かがでしょうか。 
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○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 要望すればですね、全て対応しますよというわけではなくて、

たまたま今年出された７件については、現場を見てですね、現状をお聞きした結果ですね、やっ

ぱりここは必要だということで増設をさせていただいたと、変更さしていただきました。むやみ

やたらに増やすということであればですね、経費の面もですね、かかってきますので、必要最小

限度にということで、収集ルート上であれば対応させていただきたいというふうに思っておりま

す。県内の状況を見てみますと、先ほど議員さん言われましたように、排出困難者を対象とした

対応事例ですね、新居浜市さん、四国中央市さんにおいては、６５歳以上、要介護認定世帯の方

ですとか、または障がい者手帳の交付を受けている方を対象にしてですね、個別収集といったも

のも実施されている例もありますし、久万高原町においてはＮＰＯ法人が、これは有料になりま

すけれども、収集をしている例もございますので、こういった事例も参考にしながら、どのよう

なニーズがありまして、どこまでが行政が対応すべきものなのかということについては、また関

係部署と協議しながら適切な対策を講じていきたいと思っております。 

○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） 今、答弁していただきましたが、近隣の助け合いというのも本当に気持

ちの良いものではありますが、気がねも多少やっぱありますので、よい方向付けをまた今後して

いっていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願い致します。 

 次にオリジナル婚姻届についてでございますけど、これはしますということなんでしょうか。 

○住民課長（亀岡弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

○住民課長（亀岡弘君） 山上議員のご質問に対して、前向きに取り組んでいくということでお

考えいただいたらというふうに思います。するということで考えさしていただきます。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） 先ほども同僚議員からも結婚の支援ということで質問がありましたが、

それもしっかりと進めていただいて、また内子町のオリジナル婚姻届に、作成していただいて、

華を添えていただきたいと思いますので、早急によろしくお願い致します。質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 以上で、一般質問を終結します。 

 

○議長（池田洋助君） 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。明日４日は、午前１０時

から本会議を開きます。日程は、全議案に対する審議であります。 

 本日は、これをもって散会致します。 

午後 ３時５８分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２７年１２月 ３日（木） 

○開会年月日   平成２７年１２月 ４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 

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   ５番  大 木   雄 君 

 

○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１４号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第８６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の制定について 
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日程第 ４ 議案第８７号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第８８号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第８９号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第９０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第９１号 内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第９２号 内子町水道事業運営協議会条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第９３号 内子町簡易水道等施設条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第９４号 内子町水道事業給水条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第９５号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

日程第１３ 議案第９６号 内子町特別会計条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第９７号 内子町参川簡易水道施設維持管理等基金条例の廃止について 

日程第１５ 議案第９８号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場条例の制定について 

日程第１６ 議案第９９号 財産の無償譲渡について 

日程第１７ 議案第 100号 財産の無償貸付について 

日程第１８ 議案第 101号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１９ 議案第 102号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２０ 議案第 103号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２１ 議案第 104号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２２ 議案第 105号 内子町教育委員会委員の任命について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２２ 

 

午前１０時００分 開会 

 

○議長（池田洋助君） ただ今、出席議員１４名であります。欠席届が大木雄議員から提出され

ております。 

それでは、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、１２番山崎 正史議員、

１３番寺岡 保議員を指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 
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○議長（池田洋助君） 「日程第２ 議事日程通告」を致します。 

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１４号のとおりであります。

これから議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議案第８６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議案第８６号 内子町行政手続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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の制定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８６号、内子町行政手続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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に

ついてでございます。内子町行政手続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

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につきましては、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、本条例

を制定するものでございます。内容は、総務課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（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８６号」について説明を致します。議案書１の３ページか

ら６ページになります。本条例は、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、新たに条例を制定するものでございます。平成２５年５月３１日

に公布された、いわゆる番号法では、住民票を有する全ての方に固有の番号、通称マイナンバー

を付番し、利用することで、国、県、市町村等複数の機関が保有する個人の情報を正確に連携さ

せることが出来るようになり、年金や福祉給付等の申請時に必要な、所得照明書等の添付書類を

削減し、町民の利便性を高め、行政事務を効率化することが可能となります。番号法では、国、

都道府県や、市町村等、内子町以外の機関との情報連携は、法に定められた事務において、情報

提供ネットワークシステムという仕組みを介しておこなうことが出来ます。しかし、市町村等が

法に定められていない独自の行政サービスを実施している事務において、個人番号を利用する場

合や、個人番号を利用している事務において、町内同一機関内、例えば税務課と保健福祉課間で

個人番号をその内容に含む個人情報の連携をおこなう場合は、条例を定める必要があります。ま

た、町内他機関、例えば町長部局と教育委員会部局との間で、特定個人情報の連携を行う場合も

条例を定める必要があります。このようなことから、マイナンバー制度のメリットをより高め、
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町の内部でも個人番号を利用した情報の連携を可能とするため、この条例を制定するものでござ

います。条例案の概要は、まずマイナンバーの独自利用規定については、番号法第９条第２項の

規定によって社会保障、税及び災害対策に関する行政手続きであって、条例で定めるものはマイ

ナンバーを利用することが出来るようになります。本町では、議案書１の６ページ、別表第１の

とおり、内子町改良住宅等管理条例による改良住宅の入居に関する事務において、マイナンバー

を出来るよう規定します。次に、町内部でのマイナンバーの利用、規定につきましては、番号法

第１９条第７号の規定によって、町の外部、他の地方公共団体や、国などに対しては、番号法、

別表第２の範囲内でのみ特定個人情報の照会、提供が可能です。一方で、番号法では、複数の事

務にまたがって個人番号を含む個人情報を情報連携して利用することは想定しておらず、あくま

でも、一つの事務において個人番号を利用することのみが認められています。すなわち、町の内

部でのマイナンバーの利用についての規定がないため、町の内部での利用についても番号法別表

第２の範囲内に限定するよう条例で規定します。最後に、他の執行機関への照会、提供・規定に

ついては、番号法では同じ地方公共団体内でも町長部局とその他の執行機関とは別機関とされ、

情報をやりとりする際は内部利用ではなく、外部への照会提供となります。外部への照会提供の

場合、国が新たに設置する情報提供ネットワークシステムを使用することが義務付けられていま

すが、番号法第１９条第９号の規定により、同一地方公共団体内の他の執行機関に対してであれ

ば、条例で定めた場合には、同システムを使用することなく照会・提供できることとなります。

本町でも行政手続きの効率化と町民の皆様の利便性が向上するよう、番号法別表第２の範囲内で

照会・提供できるよう条例で規定します。以上、「議案第８６号」の提案理由の説明とさせていた

だきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８６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８６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 ４ 議案第８７号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第４ 議案第８７号 内子町介護保険条例の一部改正について」

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町介護保険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、本条例の一部を改正するも
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のでございます。内容は、総務課長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（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８７号」について説明を致します。議案書１の７ページ、

８ページ、説明資料４の１ページ、２ページになります。本条例は、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、条例の一部を改正するものでご

ざいます。番号法の施行に伴い、内子町介護保険条例第１２条に規定する保険料の徴収猶予、第

１３条に規定する保険料の減免において、次の２点に改正が生じて参ります。第１条では、番号

法に規定する法定事務であることから、申請書の記載事項に個人番号を新たに加えます。第２条

では、保険料の徴収猶予、または減免を受ける場合に申請書に添付が必要であった、徴収猶予を

必要とする理由を証明すべき書類、減免を受けようとする理由を証明する書類を削除します。こ

れは、マイナンバーを利用することにより、情報連携が可能となることから、添付の義務付けが

免除されるからでございます。なお、施行日について、第１条は、番号法附則第１条第４号に掲

げる規定の施行日、平成２８年１月１日。第２条は、番号法附則第１条、第５条に掲げる規定の

施行日。すなわち、情報提供ネットワークシステムによる情報連携が始まる日からと致します。

以上、「議案第８７号」の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜

りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８７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８７号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第 ５ 議案第８８号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 議案第８８号 内子町介護保険条例の一部改正について」

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町介護保険条例の一部改正につきましては、介護予防日常生活支援

総合事業の実施に伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、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。 



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

‐ 64 ‐ 

○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１、９ページと、説明資料の３ページをお願い致します。

議案第８８号、内子町介護保険条例の一部改正についてであります。介護予防、日常生活支援総

合事業につきましては、平成２７年３月の議会におきまして、その施行を平成２９年４月１日か

らとしておりましたけれども、その後、早期移行に向けて、総合事業における補助金の上限枠の

改定がおこなわれ、その他の条件等を再検討した結果、平成２７年度中に移行した方が内子町に

とりまして有利であるという判断を致しましたので、条例の一部を改正するものでございます。

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。 

説明資料の３ページをお願い致します。右側が旧でございますが、附則第１２条、３行目の末

尾のところでございますが、平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間はおこなわ

ず、平成２９年３月３１日の翌日からおこなうものとするということにしておりましたけれども、

改訂後は、平成２７年４月１日から平成２８年１月３１日までの間はおこなわず、平成２８年１

月３１日の翌日からおこなうものとするというものでございます。附則でこの条例は、公布の日

から施行するということで、改正をするものでございます。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８８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第８８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第 ６ 議案第８９号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 議案第８９号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一

部改正について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部改正につきましては、地方

自治法施行規則等の一部を改正する省令が平成２７年９月３０日に公布されたことに伴い、本条

例の一部を改正するものでございます。内容は、税務課長に説明を致させますので、よろしくご

審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 山上税務課長。 

〔山上幸久税務課長登壇〕 

○税務課長（山上幸久君） 議案第８９号、内子町税条例等の一部を改正する条例の一部改正に

ついてご説明申し上げます。議案書１１ページをお願い致します。内子町税条例等の一部を改正

する条例の一部改正する条例を別紙のとおり定めることにつきまして、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。この改正は、今年５月の臨時議

会におきまして、専決処分の承認をいただきました、改正税条例の一部を改正するものでござい

ます。理由と致しましては、先ほど述べましたとおり、地方税法、施行規則の一部改正する省令

が今年９月３０日に公布されました。いわゆる番号法の施行により、関係する部分を一部改正し

て、規定の整備を図るものでございます。改正条例につきましては、１２ページに記載しており

ますが、説明資料の方で説明をさせていただきます。 

説明資料４ページをお願いしたいと思います。新旧対照表を付けておりますが、左側、新の方

をご覧いただきたいと思います。第２条のところは、税用語の定義を規定している部分でござい

ますが、第３号（３）と（４）の第４号の部分で、第３号、納付書、それから、第４号の納入書、

この用語の規定中、太字のとおり、または名称と改正し、法人番号に関する記載を削除するもの

でございます。あと、中段以降で第３６条の２、第８項と下段第６３条の２、第１号の部分につ

きましては、法人番号の後ろに、この法人番号は番号法に規定された番号であるという法的根拠

をカッコ書きで加えたものでございます。 

５ページ、上段第８９条第２項第２号、中段１３９条の３、第２項第１号、下段１４９条第１

号につきましても、それぞれ同様に法人番号の法的根拠をカッコ書きで加えたものでございます。

今回の改正は規定の整備でございますして、納税者に対し、特に影響が及ぶものではございませ

ん。施行の日は公布の日からとなってございます。以上で説明にか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、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８９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８９号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

  日程第 ７ 議案第９０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 議案第９０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正につ

いて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町国民健康保険税条例の一部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、本条例の一部を改正

するものでございます。内容は税務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますよう、お願い致します。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上税務課長。 

〔山上幸久税務課長登壇〕 

○税務課長（山上幸久君） 議案第９０号、内子町国民健康保険税条例の一部改正についてご説

明申し上げます。 

議案書１３ページをお願い致します。内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定めることにつきまして、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。理由と致しましては、先ほどの税条例と同様でございまして、いわ

ゆる番号法が施行されましたので、条例の一部を改正するものでございます。改正条例につきま

しては、１４ページに記載しておりますが、資料４の議案説明資料にて説明をさせていただきま

す。 

７ページをご覧いただきたいと思います。第２６条の第２項、ここは国民健康保険税の減免関

係について規定している部分でございます。二重消しの部分を赤い文字のとおり改正するもので、

まず減免の申請期限を納期前７日までであったものを、納期限まで、に改正するもので、これは

納税者の利便性向上を図るものでございます。施行日は平成２８年４月１日でございます。もう

一カ所は申請書の記載事項の中で第１号（１）の部分ですが、氏名及び住所に加え、番号法によ

る個人番号を記載することとしたものでございます。これは平成２８年１月１日からの施行でご

ざいます。これも国保税条例の改正につきましても特に納税者に影響を与えるものではないもの

と考えます。以上で説明にかえさせて頂きます。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。 

○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） ここで、個人番号を入れるということでありますが、もし、個人番号

を記入していなければ、その減免について受けられないのかどうなのか。その点。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上税務課長。 

○税務課長（山上幸久君） 個人番号、これは町の内部の事務規定を定めておる部分でございま

して、万一ですね、個人番号がなくてもですね、事務に特別支障をきたすものではございません

ので、特に強制をするものではないと考えております。 

○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。 
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 お諮りします。「議案第９０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９０号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

  日程第 ８ 議案第９１号 内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

  日程第 ９ 議案第９２号 内子町水道事業運営協議会条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第９３号 内子町簡易水道等施設条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第９４号 内子町水道事業給水条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 議案第９１号 内子町水道事業の設置等に関する条例の一

部改正について」「日程第９ 議案第９２号 内子町水道事業運営協議会条例の一部改正について」

「日程第１０ 議案第９３号 内子町簡易水道等施設条例の一部改正について」「日程第１１ 議

案第９４号 内子町水道事業給水条例の一部改正について」以上４議案を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正、内子町水道事業運営

協議会条例の一部改正、内子町簡易水道等施設条例の一部改正、内子町水道事業給水条例の一部

改正につきましては、簡易水道事業の上水道事業への統合に伴い、これら４条例の一部を改正す

るものでございます。内容は建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますよう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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９１号から９４号までの４議案につきまし

て関連がございますので、一括して条例の一部改正についてご説明させて頂きます。今回の簡易

水道事業の上水道事業への統合に関しましては、現在、町内に点在します１４簡易水道につきま

して、少子高齢化や限界集落等のさまざまな要素を抱えておりまして、現状のままでは従来の水

道事業の運営が将来困難になることが予想されます。よって、今回、町内の簡易水道が上水道に

統合することにより、水道事業の一元管理、財政基盤や技術基盤の強化になりますけれども、ま

た、維持管理体制の強化、危機管理体制の充実をはかり、地域住民に対して安全で安心な水道水

を安定的に供給し、均一で良質なサービスを実現するものでございます。 

それではまず、議案９１号、内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきましてご

説明させていただきます。議案書につきましては、１５から１６ページになっております。説明

資料につきましては、資料４の８ページに記載しておりますので、お開きいただいたらと思いま

す。 
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それでは、説明資料の８ページの新旧対照表でご説明申し上げます。左側が新、右側が旧とな

ってございます。今回の改定につきましては、簡易水道事業の統合に伴いまして、給水区域が拡

大したことによりまして、給水人口及び、一日最大給水量の増加をするものでございます。第２

条、３項、給水人口は１万１，２００人から、１万４，７００人で、第４項、一日最大給水量に

つきましては、５，６００立方メートルから７，９００立方メートルに改めるものでございます。

なお、附則と致しまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

続きまして、議案９２号、内子町水道事業運営協議会条例の一部改正につきまして、説明させ

ていただきます。議案書は１７から１８ページになります。説明資料につきましては、資料４の

９ページに記載しておりますので、またお開き願います。 

それでは、説明資料の９ページで説明させていただきます。今回の改正につきましては、簡易

水道事業の統合に伴いまして、一部改正をするものでございます。まず、２条の委員の定数等に

ついて第１項、２号の議会議員において議決機関の議員がですね、町の付属機関である審議会等

の構成委員になることは、望ましくないという観点からですね、見直しを行いまして、それに伴

い、関連する第２条第２項の中の議会部分関係部分も削除致します。なお、定数については統合

により給水も区域拡大したこともありまして、現状の１７名のままとし、今後の水道事業の適正

な運営を図りたいと思っているところでございます。なお、附則と致しましてこの条例は２８年

４月１日から施行するものでございます。 

続きまして、議案９３号、内子町簡易水道等施設条例の一部改正につきまして説明させていた

だきます。議案書は１９ページから２０ページになります。説明資料につきましては、１０ペー

ジから１４ページになります。説明資料の方で説明させていただきますので、１０ページを開い

ていただいたらと思います。今回の改正につきましては、簡易水道事業の上水道事業の統合に伴

いまして、簡易水道事業の関係部分を削除し、条例の題名につきましても飲料水供給等施設条例

等に改正するものでございます。条例の題名につきましては、簡易水道から飲料水供給に改正し、

第１条についても同様となっております。次に第３条、給水加入金については、参川簡易水道の

特記事項である第３項を削除致します。また別表第１、給水区域につきましては、これは１０ペ

ージの下の方からですね、１２ページにかけて記載しておりますが、大瀬簡易水道から１１ペー

ジの参川簡易水道までを削除致します。次に別表第２、給水加入金につきましては１２ページに

なります。中段ところにございます。これにつきましても大瀬簡易水道から川登簡易水道まで及

び、参川簡易水道を削除致します。次に別表第３の１、水道使用料でございますが、これは１２

ページの下の下段の方からですね、１３ページにかけてになりますけれども、大瀬簡易水道から

参川簡易水道までを削除致します。次に１４ページになりますが、別表第３の２、量水器使用量

でございます。これにつきましては、大瀬簡易水道から参川簡易水道の簡易水道部分を削除致し

ます。なお、附則と致しまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

続きまして、議案９４号、内子町水道事業給水条例の一部改正について説明させていただきま

す。議案書は２１ページから２６ページでございます。説明資料は資料４の１５ページから２０

の１まで記載しておりますので、それぞれお開き下さい。それでは説明資料で行います。今回の

改正につきましては、簡易水道事業の上水道事業の統合に伴いまして、内子町水道事業給水条例

に追加するものでございます。また、水道料金に関しましても、激変緩和措置を設けるものでご
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ざいます。説明資料４の１５ページをご覧下さい。まず、２条の給水区域につきましては、内子

地区の石畳、袋口、及び河内の一部や大瀬区域から１６ページの上段にあります、参川区域まで

の１４簡易水道区域を加えます。次に、中段の第８条４項中の別表第３から、別表第３及び第４

に改めまして、加入金について新規簡易水道区域の一部につきましては、第４表で対応致します。 

この加入金につきましては、１９ページで説明させていただきます。今回基本加入金について

は別表第３のとおり内子、五十崎、小田区域と統一を致します。ただし、次のページ２０ページ

になりますが、別表４の大瀬、立川、立川第２、川登、参川区域につきましては、整備事業の起

債償還等が残っておりますとともに、また新旧受益者間の負担の公平等によりまして、現在の加

入金を残しつつ、均衡を図るものでございます。 

次に給水使用料でございますが、説明資料２０の１、次のページでございます。これで説明を

させていただきます。統合後の水道料金につきましては、基本として水道法にございます。公正

な水道料金の確保、差別的取り扱いなど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おりますが、現在におきましては各簡易水道におきまして、料金

に大変大きな開きがございます。今回この格差是正のため、料金緩和措置にて５年間で統一料金

に合わすこととしております。それでは料金体系についてご説明いたします。ページ２０の１、

下段の方を見ていただいたらと思います。口径１３ミリ、２０㎥を使用した場合のベースで記載

をしておりますが、１４簡易水道を３つのグループに分けて設定を致しております。まず、現在

の上水道の料金に近いもの、及び大きい組合につきまして一番下の下段のですね、ステップ３と

いうふうになりますけれども、参川簡易水道からですね、池田簡易水道６簡易水道につきまして

は、平成２８年度より内子水道事業の料金となります。次に、統一料金により、低い料金で比較

的、料金差のない組合、立川、及び上田渡簡易水道の２組合。今の表で行きますと下から２段目

になります。水色の分でございますが、ステップ２につきましては、３年後の平成３１年度から

統一料金になります。この分につきましては１７ページまでちょっと返っていただいたらと思い

ますが、１７ページの下段からですね１８ページにかけまして、附則の６項で記載をしておりま

すので、お目通しをお願い致します。 

また２０ページの１の方にお戻りを願います。最後に特に開きの大きい組合、中田渡簡易水道

からですね、寺村簡易水道までの６組合、ステップ１になります、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、平成３３年度に統一料金となります。この料金体系の平成２

８年度から平成３０年度までにつきましては戻りますが、１６ページの下段から１７ページにか

けまして、附則の５項で記載をしております。１８ページ下段から１９ページの上段にかけまし

ては、附則７項で平成３１年度から平成３２年度までの緩和措置を記載しているところでござい

ます。なお、附則と致しまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。

以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 一点、お聞きしたんですけど、簡易水道統合関係については各簡水の

代表者と言いますか、役員の方々が集まられて協議を開いた中で、こういう決定に至ったんじゃ
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ないかと思うんですけど、それぞれの簡水のですね、役員の方々の状況と言いますか、どういう

意見があって、どういうふうな取りまとめになったのかっていう、経緯みたいなのをちょっと聞

かせていただいとったらと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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） この検討委員会ですね、５回ほど検討委員会を行いました。

その中でですね、それぞれの状況等を出しながらですね、検討して参りましたが、特に料金につ

いてはですね、ひどいところでは約２倍近くですね、開きのある組合もございまして、そういっ

たところの調整はなかなかいろいろとありましたけれども、その中で今の趣旨のいわゆる上水道

と簡易水道の統合する趣旨等をご理解いただいた中でで、今いう料金統一についてもですね、ひ

とつの３つのグループに分けた中で、５年間で統一するということについてですね、ご了解をい

ただいたということで、最終的には今後５年後超えますとそういう上水統合ができますので、適

切な維持管理が出来るということで基本合意を得て進んでおります。ですから皆さんも今のとこ

ろは、管理体制についても協力体制をするというようなことをいただいておりますので、将来に

向けていい展望が開けた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） 今の説明の中でですね、前にも私協議会の方でも発言したんですけど、

加入金に差がたくさんありますよね。一方で、水道料金の方は５年を目処に統一する。一方で加

入金に、ひどいところになると３８万ですか、立川第２区域が３８万。参川地区でも１６万５，

０００円。一方で旧内子、五十崎辺りは、１万８，０００円。５万４，０００円というふうなこ

とでこれはやっぱし、いろんな観点から考えるとですね、じゃあ参川なり、立川なりの加入金が

高いということは、人をこれから呼び込もうという時に、参川は高いからやっぱし町内が良いよ

ねとかいう話になって、これは公平じゃないと思うんですよ。もちろん今までの人たちがそれだ

け払ってきたからというような考え方もあるように聞いておりますけれども、それはそれとして、

この加入金辺りもやはり、全町統一的なものにするべきかなと思いますし、この水道料金の２，

８８５円という根拠もしっかりと説明をしていただかないと、合併する前はサービスは高い方、

負担は低い方というようなことで合併を１０年前にはしたわけですけれども、そういったことが

旧五十崎の人ともいろいろ話をしてもですね、もう水道代金上がるし、また上がるんとな、とい

う話も聞こえてきますし、この辺の２，８８５円の根拠もしっかりと示していただかないと、な

かなかああそうですかというわけにはいかないと私は思っておりますが、その点について加入金

と水道料金の設定ですがご説明をお願いします。 

○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） 加入金につきましてはですね、今、森永議員がおっしゃっ

たとおりですね、その検討委員会の中でもですね、いろんな意見が出て参りました。いわゆる今

後内子町にですね、公平という形の中では当然統一という意見も出ましたけれども、今までの例

と言いますか、いうこともありますので、今回ですね、５年間合わせてですね、統一料金に合わ
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すということもありますので、今後ですね、その分の統一化ということについては、５年間をか

けてですね、はかって統一が出来ればということで今検討といいますか、考えているところでご

ざいます。当面は今のまま継承をするということで考えているところでございます。それからで

すね、料金でございますが、料金の今後の算定と致しましては、一応シミュレーションをいたし

ておりまして、いわゆる企業会計についてはですね、基本的には水道料金で賄うというのが基本

的な考えでございまして、それを基準に考えたシミュレーションをしますと、どうしてもですね、

今の内子町の上水道の料金でないとですね、立ちいかないということで先般もですね、シミュレ

ーションの中で申し上げたこともあるんですけど、今後決して予断を許さない経営になるかとい

うふうに考えておりますので、それは一番低い料金に合わせば良いんでしょうけれども、なかな

かそういうことではいかないということがございますので、とりあえずですね、統一料金という

ことは、今の内子町になりますけれども、それは算定して、シミュレーションによって得た料金

ということになっておりますので、ご理解を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） 関連ですが、加入金についてですけど、先ほどの説明では償還起債残

高に応じて加入金を設定したと。今、森永議員の質問の中で５年度緩和措置終了後には、加入金

も一定の加入金にするという話だったと思うんです。そのような受け取り方でよろしいんでしょ

うかね。緩和措置が済んだらいくらになるのか。この口径の中にありますけど１万８，０００円

とかいうふうな一律の料金の加入金の設定になるということで、理解でいいんでしょうか。 

○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） 起債もですね、償還もある程度、ピークは過ぎております

のである程度、目鼻もたって参ります。またですね、加入金というのは、今後の更新料というも

のが目的でございまして、それについても今後減価償却等で５年間はたまって参りますから、そ

ういうことを考えますと、いわゆる加入金を統一してもですね、支障はないということになろう

かと思っておりますので、それを含めて一応、統一料金にするということでございますが、今後

今、七次拡張をしておりますので、そこらについてはその時にまた条例等は上げさせていただき

ますけれども。七次拡張は満穂地区ですね。そこらについてはまたそういう形の分で検討の課題

もありましょうけれども、今の統合の関している分についてはですね、５年後には統一したいと

いうふうに考えております。 

○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） ひとつだけちょっと教えてほしいんですけど、今ここで我々詳細な説

明を受けておりますが、町民の方にはどのような方法でこれだけの資料を、値段の違いとかいろ

んな問題、加入金とか水道料金の問題をどのような方法で町民の方に分かっていただけるような

説明がなされるのか。そこだけをちょっと教えてほしいんです。 

○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。 
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○建設デザイン課長（橋本健一君） 一番今後していかないといけない仕事だと思っております

けれども、まずですね、この料金の統一とかそういうことについては、基本的には各簡易水道の

皆さんが出ていただいて、その中である程度は皆さんのご相談いただいた中で決定したものでご

ざいますから、ある程度の情報はいっていると思いますし。なお再設定、おいてはですね、広報

等も使いますけれども、各簡易水道の方に出向いてですね、今後説明もして参りたいというふう

に思っておりますので、これから条例、これが決定しますと、皆様に説明出来るというふうに思

っておりますので、そういうことでご理解をいただいたらと思います。 

○１０番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１０番（林 博君） 簡易水道の水道事業への統合という一連の条例改正なんですが、この統

合が出来れば給水人口が先ほど説明があったように、１万４，７００人と。内子町からの人口か

ら言いますと、あと残り２，０００人足らずの方が変更のあります共同給水施設。また個人での

対応ということになるんですが、簡易水道、上水道に統合しますと、先ほど説明のとおり、管理

も全て水道事業の方でやられるんですが、残った共同給水施設、ここらの管理にも大変苦慮をさ

れておろうと思うんですが、そこらの管理、修理、対応については、町単事業で対応が出来ろう

と言うふうにも考えるわけですが、条例を見てみますと、なかなか老朽化の対応辺りは難しいよ

うな内容の条例ではなかろうかと思うんですが、そこら、残されたわずかな人口の対応をどう考

えておられるのか。関連になるかもしれんのですが、質問をしたいと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 水はですね、大変生活に密接しているということで、重要

なことは十分認識しておりまして、今言われました今回統合する上水道と簡易水道他の飲料供給

関係等でございますが、それ以外もありますけど、それについても今の町単事業のですね、維持

管理が出来ない、老朽化対策は出来ませんが、当然維持管理については、特にそういう地域につ

きましては高齢化とかですね、非常に大変だろうというふうに私も承知をしているところでござ

います。そういうことについてですね、なるべく簡単なことで維持管理ができるような方法が必

要かと思っておりますので、場合によっては補助金の拡大と言いましょうか、額は別ですけれど

も、やれる施設の、例えば配管が、例えばいつも漏水しているからそういうところのやり替えと

かですね、そういうことも考えられますので、そういうことについては検討していきたいし、そ

ういうことの拡大も図っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

〔「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９１号から議案第９４号までの４議案は、産業建設厚生常任委員会に付

託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（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９１号から議案第９４号までの４議案は、産業建設厚生常任委員会に付託する

ことに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。１１時１０分から再開します。 

 

午前１０時５９分 休憩 

 

午前１１時１０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１２ 議案第９５号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１２ 議案第９５号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」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） 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正につきましては、簡易水道事業の上水道事業への統合に伴い、本条例の一部を改正する

ものでございます。内容は、建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますよう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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９５号、内子町特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましてご説明させていただきます。議案

書は、２７から２８ページでございます。説明資料は、資料４の２１ページに記載しております。

今回の改正については、簡易水道事業の上水道事業の統合に伴いまして、内子町特別職職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 

資料４の２１ページで説明致します。今回簡易水道事業の上水道事業に伴いまして、新旧対照

表の右側、旧の欄の別表、内子町簡易水道事業等運営協議会及び、内子町簡易水道事業統合推進

委員の項を削除するものでございます。附則と致しまして、この条例は平成２８年４月１日から

施行するものでございます。以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますよう、

お願いを申し上げます。 

○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。 

お諮りします。「議案第９５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第９５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１３ 議案第９６号 内子町特別会計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９６号 内子町特別会計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） 内子町特別会計条例の一部改正につきましては、簡易水道事業の上水道

事業への統合に伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、建設デザイン

課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○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９６号、内子町特別会計条例の一部改正

についてご説明させていただきます。議案書は、２９ページから３０ページでございます。説明

資料は、資料４の２２ページに記載をしております。今回の改正につきましては、簡易水道事業

の上水道事業への統合に伴いまして、内子町特別会条例の一部を改正するものでございます。説

明資料の２２ページで説明致します。新旧対照表の右側、旧の欄の第１条第２項の内子町簡易水

道事業特別会計、内子町簡易水道事業の廃止に伴いまして、削除するものでございます。今回、

簡易水道事業分の施設分につきましては上水道へ統合するため、内子町水道事業会計に移行致し

ます。なお、今まで簡易水道特別会計で予算をしておりました、飲料水供給施設等の分につきま

しては、平成２８年度より一般会計で対応したいと考えているところでございます。また、附則

と致しまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。以上、簡単な説

明ですが、よろしくご審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） ただ今の説明の中で簡易水道特別会計をなくして、上水道会計で対応し

ていくと。統合しますので、当然ではあるんですが。昨日の定例監査報告の中に簡易水道の滞納

金が１２万４，０００円あまりの報告があったんですが、これの対応は上水道でやはり管理をし

ていくという捉え方でよろしいんでしょうか。 
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○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） 議員さんご指摘の件ですが、上水道に移行しますので、打

ち切り決算と言いまして、３月３１日で決算が終了しまして、打ち切り決算でその時点で公営企

業会計の方に移るようになっております。それは法律の地方公営企業法施行令の中にありますの

で、それらの債権についてですね、もし債権残りましたら、上水道、水道事業の方に移行しまし

て、管理をしていくという形になります。以上です。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

〔「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９６号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「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９６号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１４ 議案第９７号 内子町参川簡易水道施設維持管理等基金条例の廃止について 

 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第９７号 内子町参川簡易水道施設維持管理等基金

条例の廃止について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町参川簡易水道施設維持管理等基金条例の廃止につきましては、簡

易水道事業の上水道事業への統合に伴い、本条例を廃止するものでございます。内容は、建設デ

ザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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９７号、内子町参川簡易水道施設維持管

理等基金条例の廃止についてご説明申し上げます。議案書の３１ページ、３２ページに記載して

おります。３２ページの方、お開き願ったらと思います。今回の廃止につきましては、簡易水道

事業の上水道事業の統合に伴いまして、内子町参川簡易水道施設維持管理等基金条例を廃止する

ものでございます。この内子町参川簡易水道施設維持管理等基金条例は、参川簡易水道施設の維

持管理に要する財源に充てるため、平成１９年４月１日から加入金等を財源に積み立てて参りま

した。平成２６年度末におきまして、積立残高が９，２６０万７，２３８円となっております。

附則と致しまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございまして、経過措置



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

‐ 76 ‐ 

と致しまして、この条例の施行の際、現に参川簡易水道施設維持管理等の基金に属する財産はこ

れを内子町水道事業会計に帰属させるものとするものでございます。以上、簡単な説明でござい

ますけれども、よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第９７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「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９７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１５ 議案第９８号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第９８号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場条

例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町城の台公園特設ライフル射撃場条例の制定につきましては、笑顔

つなぐ愛媛国体ライフル射撃競技大会ＣＰ以外の競技会場建設に伴い、本条例を制定するもので

ございます。内容は、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い致します。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議案第９８号、内子町城の台公園特設ライフル射撃場条例の

制定についてご説明申し上げます。提案理由と致しまして、１１月の２０日の全員協議会でもご

説明申し上げましたけれど、愛媛国体ライフル射撃競技会場となります、城の台に現在建設中の

射撃場が完成となるため、本条例を制定するものでございます。地方自治法第９６条第１項第１

号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

制定する条例の内容につきましては、次のページ３４ページをお開きいただいたらと思います。

まず、第１条で設置目的を、第２条第１項で、射撃場の名称を内子町城の台公園特設ライフル射

撃場とし、第２号で１、内子町小田４２０番地、城の台公園の住所としております。次に、第３

条でここ条例の重要な部分となるところですが、この施設の管理を町長が指定する管理者、指定

管理者が行うことを定めております。なぜ、指定管理者が管理するかでございますが、このよう

な特殊な施設は、愛媛県公安委員会から指定射撃場の指定を受ける必要がございます。そのこと

から、射撃場の指定に関する内閣府令というのがございます。この府令の第６条の２の規定によ
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りまして、管理者の基準が定められておりますことから、これに合う管理者となりますと、愛媛

県におきましては愛媛県ライフル射撃協会しかありませんので、愛媛県ライフル射撃協会を指定

管理者とする予定でございます。なお、他県におきましても同様な取り扱いをしております。次

に、第４条で指定管理が行う業務を各号で、第６条で指定管理の期間を記載しております。この

射撃場は、愛媛国体開催におけます仮設の競技場となるために、愛媛国体終了後には、取り壊す

ことが決定しております。よって、指定期間につきましては、平成２９年１０月３１日までとし

ております。次に、第６条で指定管理者の指定の申請から第１３条の現状回復義務までは、他の

施設条例と同様ですので、説明は省略させていただきます。 

次に３７ページ、第１４条で利用料金の納付でございますが、３８ページ下段に別表を定めて

おります。このような料金体系で行いたいと思っております。この料金体系につきましては、近

隣にあります高知県の射撃場、広島県の射撃場を参考に定めさしていただいております。 

次に３７ページにお帰りいただいて、第１５条、利用料金の収入でございますが、利用料金は

すべて指定管理者の収入といたして、射撃場の運営する管理人の人件費や、事務用品等の経費を

賄っていただく予定としております。なお、町から指定管理者に対する委託料等につきましては、

支出する予定はございません。ただし、高熱水費、それとか消防施設保守点検、火災保険料、施

設に関する管理経費につきましては、町が負担をする予定とさしていただきます。次に、第１６

条で、利用料金の減免から第２０条の委任につきましては、他の施設と同様のことにしておりま

すので、説明は省略さしていただきます。次に附則と致しまして、この条例は公布の日から起算

して４カ月を超えない範囲において規則で定める日から施行するということにしておりますので、

後ほど施行期日を定めることからその施行期日を決定する予定としております。また、指定管理

者の手続き事務が必要になることから、２号におきまして、準備行為を規定しております。３号

におきまして、第５条で説明しましたように、指定期間が定められているために平成２９年３月

３１日までの条例失効する規定を定めております。また、４号から６号につきまして、条例の第

８条、事業報告の作成提出、第１３条第１項の現状回復義務、第１８条の損害賠償義務及び第１

９条の秘密保持義務に関しては、条例失効後もその効力を有することができるような定めとなっ

ております。以上、簡単でしたけど、議案第９８号のご説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い致します。 

 失礼しました。先程のところで条例失効のところ、３月３１日と申し上げましたけれど、１０

月３１日の間違いですので、訂正させていただきます。よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○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） この射撃場ですけれども、仮設で建設されるということでこの条例が出

来るわけですが、愛媛県内には、射撃場はないと承知しておるんですが、もしないとするならば

ですね、やはりせっかくこれだけの施設を建てたわけですから、引き続き設置をしておいて、県

内、県内外の射撃場の練習場となりの、利用価値もあろうかと思うんですが、そういったことは

全く考えておられないということでしょうか。 
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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） 以前の議会等々にもありましたけれど、この部分は愛媛国体

専用の仮設ということで動いておりますので、そのようなところで対応さしていただいておりま

す。ご了解をいただいたらと思います。 

○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） ちょっと１点確認さしていただいたらと思うんですが、３６ページの現

状回復義務の中で、利用者はその利用が終わった時うんぬんで、指定管理者の承認を受けた時に

はその限りであると。これはどういうことを想定された文章なんでしょうか。 

○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） この分につきまして、３６ページ、第１３条のところのご指

摘、町長の承認を得た時はこの限りでないということはどういうことを。 

○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） ３７ページにまたがってのお話で、もしくは利用の中止を命

じられた時は、その利用した射撃場の施設及び施設を速やかに現状に回復しなければならないと

いうことは、どういうことか。先程申しましたように指定管理につきましては、愛媛県ライフル

協会等にお任せをさしていただいておりますので、そこら日々の管理業務につきましては、どう

いった修理とか被害が与えられたか等々につきましては、指定管理者の業務の方の中に入れ込ん

でいるというふうなところで。ただし、指定管理者が許可をすればその分は対応できるよという

文言にさし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） １３条の１項はそれでよろしいと思うんですけどね。２項の利用者はと

いうことで、利用者がその利用を終わった時うんぬんで、最後に指定管理者の承認を受けた時は

その限りでないということなんで、そこらのところの文言の流れが理解できないので、質問さし

ていただいております。 

○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。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 利用者、例えば、ライフルを利用される方が利用が終わった

後、許可の取り消し、あなたの態度とかそういったところがまずいので、そういったところを命

じられた時について、傷を与えたとかいろんなところを与えた時には、現状回復というのが義務

であるわけなんですけど、ただ、ライフル射撃協会管理者がそれについては大丈夫だよというよ

うなところが認められれば、そういったものは構わないというようなところで、ただしというよ

うなところで、書いておりますので、ご了解をいただいたらと思います。 

○議長（池田洋助君） 他ございませんか。 
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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。 

お諮りします。「議案第９８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。 

〔「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９８号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１６ 議案第９９号 財産の無償譲渡について 

  日程第１７ 議案第１００号 財産の無償貸付について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１６ 議案第９９号 財産の無償譲渡について」「日程第１７ 議

案第１００号 財産の無償貸付について」以上２議案を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第９９号、財産の無償譲渡について。議案第１００号、財産の無償

貸付について。この２議案につきましては、大瀬保育園の業務移管に伴いまして、現施設の町有

建物を無償譲渡及び土地を無償貸し付けするため、議会の議決を求めるものでございます。内容

につきましては、保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議賜りますよう、お願い申

し上げます。 

○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３９ページ、議案９９号。４０ページ、議案１００号、

一括で説明をさせていただいたらというふうに思います。議案９９号、財産の無償譲渡について。

大瀬保育園の平成２８年４月１日より内子町社会福祉協議会への業務移管の準備を進めていると

ころでございます。私立保育園として愛媛県の認可を受けるためには、大瀬保育園の建物が社会

福祉協議会の財産であることが条件であるため、内子町の財産であります同園舎を、無償で譲渡

するものでございます。地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。１、財産の分類。保育園建物。２、譲渡の内容、喜多郡内子町大瀬中央４５７０

番地、家屋番号４５７０番。大瀬保育園４１４．５５平方メートル。付属倉庫１１．６５平方メ

ートル。付属倉庫３．０４平方メートル。３、譲渡の相手方、住所、内子町内子１５１５番地。

氏名、社会福祉法人内子町社会福祉協議会。譲渡の時期、平成２８年４月１日。譲渡の理由、保

育園の業務移管に伴い、建物について財産を無償譲渡することにより、私立保育園の認可とする

ものでございます。説明資料２３ページに建物、後でご説明申し上げます、敷地内についての図

面になっております。中央に大瀬保育園全体の園舎、右側の手前に小さい倉庫、裏側にもう一つ

の倉庫という３つの建物でございます。 
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 続きまして４０ページ、議案１００号でございます。財産の無償貸し付けについて。大瀬保育

園を内子町社会福祉協議会へ業務移管をするため、その敷地を貸し付けることにより、愛媛県か

ら私立保育園として認可を受けるものでございます。地方自治法第９６条第１項第６号の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。１、無償貸し付けの財産、土地、所在、内子町大瀬

中央４５７０番地。面積、宅地１４６５．９６平方メートル。２、無償貸し付けの目的、保育園

の業務移転に伴い、土地について財産を貸し付けることにより、私立保育園としての認可される

ためでございます。３、無償貸し付けの相手方、住所、内子町内子１５１５番地。氏名、社会福

祉法人内子町社会福祉協議会。４、無償貸し付けの期間。無償貸し付けの期間は、平成２８年４

月１日から平成３９年３月３１日とする。ただし、期間満了６カ月前までに、双方から別段の意

思表示がない場合には、この期間はさらに２０年間効力を有するものとし、以後同様とするとい

うものでございます。以上で、説明は終わりますけれども、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。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 現在の大瀬保育園の建物を移管先の社協に譲ると。先般の説明の中では、

運営を委託して、園舎も今後更新をしていくということなんですが、現在の園舎を譲渡すれば、

新たに出来た、今後出来るであろう園舎は、どういう所有形態になるのか確認をさしていただき

たいのと、土地の方の貸与について。貸付期間、当初は１０年あまりですが、双方に別段のあれ

がない限りは、さらに２０年という最初と最後の差が大きいと思うんですが、何かそこら理由が

あってそういう期間設定をされているのか質問したいと思います。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） まず、建物につきましては現在、来年の４月から建物、新しい

建物をですね、建てる設計等を行いまして、２９年度には現在の大瀬小学校の区域内に建物を建

てようという準備をしております。ただその間、まだ今の現状の建物の中で、２８年４月からは

保育園を行いますので、今回の建物譲渡ということになりました。新園舎が建った時にはですね、

またその建物を社会福祉協議会との話し合いによりまして、町の方へまた譲渡をいただくことが

あるかもということを前提にしながらですね、新しい建物は小学校の中で建てますので、そこの

中でもまた登記をし、中でその建物を建てていくと、譲渡も行うと、いうことになろうかという

ふうに思っております。建物自体は、社会福祉協議会の中で、新しい園舎を建てていくというこ

とになります。土地についてでありますけれども、平成２１年に内子保育園、くるみ保育園を社

会福祉協議会の方へ貸付をし、同じように現在は五城保育園、今度大瀬保育園というのが社会福

祉協議会の移管をするということになっております。その時の、一番最初の内子保育園、くるみ

保育園の契約がこのようになっておりましたので、同様に扱うことによってですね、長い期間に

なっておりますので、将来の手続き上、引き継ぐことが大事だということになりまして、同じよ

うな契約にさしていただくということで、ご理解をいただけたらというふうに思います。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 
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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。 

お諮りします。「議案第９９号」、「議案第１００号」の２議案は、産業建設厚生常任委員会に付

託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「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９９号」、「議案第１００号」の２議案は、産業建設厚生常任委員会に付託する

ことに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） 午前中の会議は、これまでとし、午後１時から再開します。 

 

午前１１時４７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１８ 議案第１０１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１８ 議案第１０１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算

（第３号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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３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３号）は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１，６９２万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０７億７，１９８万

２，０００円にするものでございます。歳入における主なものは、地方交付税で１，７６０万５，

０００円。国、県支出金で現年発生農業施設災害復旧費補助金３７２万５，０００円。果樹戦略

品種等供給力強化事業費補助金１２６万６，０００円。諸収入では、後期高齢者療養給付費市町

負担金等精算金５７４万８，０００円を追加補正致しました。歳出における主なものは、総務費

で南予地域事業承継先紹介支援事業負担金１９７万２，０００円。農林水産業費で農林業施設整

備事業補助金３００万円。果樹戦略品種等供給力強化事業補助金１８９万９，０００円。教育費

で国際交流協会補助金として１７０万円。災害復旧費として８月３１日から９月１日、９月２３

日から９月２４日の秋雨前線豪雨災害、農業施設補助災害箇所等の復旧費用として５５７万２，

０００円でございます。内容は副町長に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますよう、お願い致します。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） それでは議案書２の１ページをお開き下さい。平成２７年度内子町一

般会計補正予算第３号です。第１条として歳入歳出予算の総額に１，６９２万９，０００円を追

加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０７億７，１９８万２，０００円とするもので

ございます。 

９ページをお開き下さい。歳入の予算ですが、歳入につきましては、町長が説明した通りです

ので、歳出予算の説明をさせていただきます。 

１１ページをお開き下さい。２款１項４目の電算管理費４７０万４，０００円の補正ですが、

主なものは委託料１２４万６，０００円。選挙システム改修委託ということで、選挙資格が１８

歳に引き下げられましたので、システム改修を行うための委託料です。８６万４，０００円でご

ざいます。７目の財産管理費、４０万円。これはですね、内子の図書情報館横に軽自動車が２台

放置されております。その軽自動車を移動させるための申し立て手数料４０万円計上さしていた

だいております。 

１２ページをお開き下さい。２款１項９目の企画費、３６３万６，０００円の補正ですが、１

５節の工事請負費、３８万９，０００円。これは富中地区水道整備事業において定住促進集落活

性化住宅があります。これは町が借り受けている住宅ですが、その住宅に配水管を布設する工事

費でございます。３８万９，０００円でございます。それから同じく企画費の１９節の負担金補

助及び交付金３２４万７，０００円ですが、負担金、３２４万７，０００円のうち、配水管敷設

工事負担金、これは先ほど申し上げました定住促進活性化住宅に水道の配水管を布設を致します。

それの負担金、１２０万７，５００円計上致しております。それから、南予地域事業承継先紹介

支援事業負担金１９７万２，０００円ですが、これは南予地域の中小企業の事業承継に関する調

査と、後継者不在等による事業承継困難企業に対して人材紹介を行う事業でございます。西予市

が中心となりまして、南予４市５町が参加する事業で、地方創生交付金で全額補助されるもので

ございます。 

次のページ、２款４項６目の愛媛県議会議員選挙費、１，２６４万８，０００円の減額でござ

いますが、これは無投票だったため、減額するものでございます。 

次のページ、１５ページをお開き下さい。１５ページ、４款１項３目の予防費、２３０万３，

０００円の補正ですが、これはインフルエンザ接種委託という委託費でございます。高齢者を対

象としたインフルエンザワクチンが従来の３価ワクチン、これは３種類のインフルエンザに対応

するワクチン、３価ワクチンと言いますが、３価ワクチンから４価ワクチン、４種類のインフル

エンザに対応するワクチンに変更致しました。その差額分、一人当たり５０８円掛ける４，５０

０人余りの予算を計上致しております。接種率約７０％で計上致しております。６款１項３目の

農業振興費、４８９万９，０００円でございますが、補助金です。主なものは農林業施設整備事

業補助３００万円。これは町単独事業で、農業の施設に対する補助事業を今年度から補助率を５

０％、それから、補助対象事業を１５０万拡大を致しました。当初予算で７００万計上致してお

りましたが、農家の皆さん方の要望が多いということで、今回、３００万補正をさしていただい

ております。それから果樹戦略品種等供給力強化事業補助ということで、これはＪＡたいきが冷
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蔵庫を新設致します。それに対する運営補助金でございます。 

次のページ１６ページをお開き下さい。６款２項２目の林業振興費、５０万円の負担金、補助

金でございます。乾たけのこ生産拡大事業補助ということで、５０万計上致しております。森林

組合に対する補助金でございます。１７ページはお目通しを下さい。 

１８ページ、１８ページの９款１項４目、防災費２２万円の補正でございます。防災士受講負

担金ということで１万１，０００円の負担金掛ける２０名分を計上さしていただいております。 

次のページ、１０款５項１目の社会教育総務費、２８２万円の補正でございますが、これはロ

ーデンブルク市と内子町の姉妹都市５周年を記念致しまして、来年の３月２１日から２６日の日

程でハルトル市長を団長として３２名の訪問団が内子町に来ていただきます。訪問団を受け入れ

るための経費を内子町国際交流協会に補助金として交付するものでございます。１９節の負担金

補助及び交付金ということで１７０万計上さしていただいております。 

２０ページ、１１款１項１目の農業施設災害復旧費５５７万２，０００円でございます。これ

は、事業位置図は議案説明資料４の最後のページ２４ページに事業位置図を記載しておりますの

で、お目通しを下さい。農業施設災害復工事ということで、６箇所の工事請負費、合計で５５０

万計上致しております。位置については、説明資料の方でご確認をお願いを致します。以上で補

正予算の一般会計の補正予算の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定をお願い致しま

す。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 歳出の１６ページ、林業振興費の乾たけのこの生産拡大に向けての補助

をすると、組合に対してするという説明があったんですが、なぜ、乾たけのこを生産拡大をする

のに組合は補助を取らないとやれないのか。何に組合は利用をしようとしておるのか、説明を求

めたいと思います。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 小野植産業振興課長。 

○産業振興課長（小野植正久君） 経過から説明をさせて頂きますとですね、餃子の王将という

のがございます。そこの方がですね、愛媛産のたけのこを使った、メンマが欲しいというような

ことで、県の方で、県森連さんの方で確保をしていただけないでしょうかということがございま

してですね、それで納入をするということに決定がなされました。それで、森林組合を通じてと

いうことになるんですけれども、県としてもですね、新たな特産品として検討して、応援をして

いこうじゃないかということでですね、県下一斉に取り組んでおるんですけど、その中で県も補

助を３分の１致します。内容につきましてはですね、まず竹林への作業路ですね、それに対する

補助、それとあとは湯がくための鍋関係の道具ですね、そういったものについて県の方も支援し

ましょうということで、今制度が出来ました。それに合わせての町の方もですね、今言いました、

新たな特産品の支援というようなことでですね、町の方としても、県と同じ補助でもって３分の

１になりますけれども、それを支援をしていこうというものでございます。具体的にはですね、

鍋につきましては、一応、２０個を想定しております。また、作業路につきましては、５００ｍ
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程度を竹林の中に整備をしていってですね、出しやすい環境、作りやすい環境を支援を町として

もしていこうというものでございます。以上でございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 乾たけのこの生産の拡大のために、今説明があったような対応が必要だ

というんですが、竹林も山林の位置付けになろうと思うんですが、現在、その他の林業関係で竹

林に作業路を入れる場合、補助制度がないのか。他の補助制度がないのか。森林に道整備をする

場合には他にもあるように思っておるんですが、そういう対応が出来ないのか。特別に対応しな

いと対応が出来ないのかと、たぶんこれ今言われた整備内容は、内子町森林組合が対応するもの

だと思うんですが、果たして５００ｍくらいで十分な対応が出来るのかどうかと思うんですが、

そこの辺どう考えておられるか。 

○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） 林内、作業道についてはですね、当然、現在、補助制度はご

ざいます。ご存知のようにですね。で、竹林につきましてはですね、これ県の方でも普通の森林

についての制度ではなくてですね、竹林について、そういう制度を新たに作って支援をしていこ

うということでございまして、先ほど言いましたようにその制度の中で、県と同じ考えの中でで

すね、支援はしていこうということでの新たな制度での取り組みになってまいります。それから

ですね、延長につきましてはですね、これ森林組合と協議の中で一応、延長は出してはおるんで

すが、これもですね、実のところは、ある程度は、要望は少し予測でですね、掴まれておる数字

というふうに聞いております。実態としてはそこらあたりが若干変わる可能性はございますけれ

ども、うちの方の予算も若干限りがありますので、現予算の中でですね、鍋についても２０とは

なっておるんですけど、これについても概略での計上にということでございます。森林組合の方

ではですね。この５０万の中でですね、ある程度動けたらいいなというふうに考えておりまして、

予算はこれしかございませんので、その中でですね、一応森林組合の要望に基づいて計上させて

いただいたということでございますので、ご理解いただいたらと思います。 

○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） 関連ですが、乾たけのこの生産、それ取り組まれるんは、非常にいい

ことだと思うんですが、実際に内子町での生産目標辺りはどのように立てておられるのか。 

○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） 愛媛県下ではですね、１８トン、３年目にですね、それをク

リアしたいということ。１８トンほしいということなんで、それを確保したいということで今進

んでおります。この春からですね取り組んでおりまして、初年度は県下全域で５トンということ

で内子の場合には１トンという目標がありました。で、それに対してですね、３２０キロくらい

の実績になっております。ちょっと全体的にもですね、５トンに対して半分くらいの２．５トン

くらいの実績しか全体でも上がっておりませんので、今年はもうちょっと作らんといけません。
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そんなこともあってですね、今年は、内子は１．５トンを確保してくれと。全体では１０トンと

いうことなんですけれども、内子については１．５トンくらいは何とかしてくれというようなこ

とでございますので、何とかですね、皆さんに普及をしながら、お願いを今しておるところでご

ざいます。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

○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） １１ページの歳出なんですけど、２款の８目１５節の工事請負費なん

ですけど、４６万４，０００円、防犯灯設置工事ですけど、どこの地区で何基くらい設置するの

か。１基だけなのか、どうなのか。地区と基数を教えていただきたいと思います。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 本年新しい防犯灯の要望が２１灯出ております。当初予算で１

２０万を予定しておりましたけれども、全体数で全部の要望をお答えすることができませんでし

た。それで今回お願いをしまして、組み替えをおこないまして、全灯を本年度内に設置をすると

いうことで行っております。予算内で出来たのが、２１灯のうち１５灯で、残り６灯分を補正で

組まさしていただいているところでございます。一つではありませんので、それぞれの場所とい

うのはすぐはお答えできませんが、全体のところでお答えをさしていただきましたが、よろしい

でしょうか。それぞれ必要でしょうか。 

○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） １灯か２灯ならあれじゃけど、６灯となったらすぐには分かりません

でしょうから、かまいません。町民の安全・安心の暮らしを守れるように要望に応えていただき

たいと思います。 

○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） 私も勉強不足でありますが、ただ今、１１ページ、財産管理費のとこ

ろで車２台分で４０万と言われたんですけど、私理解が出来ないんですが、詳細について、なん

で４０万もかかるのか。車２台の撤去で。車２台じゃったら、ちょこっと積んだら済むことじゃ

けん、それをまた５，０００円か、１万で売れば済むことじゃけん。そう考えるんですが。なん

で４０万というお金がいるのか。今後の勉強のためにも、詳細を教えていただきたいと。なぜ４

０万なのか。 

○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） ただ今のお尋ねでございますけれども、詳細内容につきまして説明

をさせていただきます。この件はですね、場所も全部分かっておられるんですよね。最初から言

いますと、内子町の図書情報館ございます。図書情報館のＪＲ内子駅から走ってくる道の一番最

初にあたります。場所はですね。そこの横の部分に軽の車が２台、現在止まっております。敷地
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内でございます。それでこれの関係はですね、以前にも平成１７年頃ですけれども、放置車両を

裁判を行っておりまして、それで債権を差し押さえをしておりましたけれども、それはまだ裁判

の費用とか、そういった部分についてのお支払いは受けておりません。それが残っております。

今回はですね、裁判は結審はしておるんですけど、その後またしてもですね、これは自分の土地

だということで、ご自分の車をそこにずっと止められておりまして、それをですね、弁護士さん

に、顧問弁護士等も相談をして、どのような方法でそれを除けたらいいかということで、対応を

考えました。その中で平成１７年と同じようなことをするとですね、だいたい３年くらい裁判に

前回かかっておりますので、今回は前回と同じやり方でするのではなくて、いきなりですね、代

執行ということから、取り組もうということになりました。これでいきますと、先ほどの４０万

円ということの内訳なんですけど、予納金、裁判所に納める予納金が、だいたい２０万円ですね。

それから、執行官、執行くれる方なんですけど、この方の執行費が６万２，８７２円。それから

車を実際に移転をする業者への執行の費用が、１４万５，９５０円ということになりますので、

あわせて４０万円ということでございます。 

○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） だいたい場所は分かりました。図書館の横のところでしょう。あそこ

は前に裁判やって道も付けたし、あそこは町のあれで裁判やって、話は済んでおったんじゃない

んですか。そこへまた車を置いておるということは、向こうが勝手に置いておるということは。

同じ方が置かれておるんですか。それの今度、代執行ということでのけると。また置かれたら、

また同じことやらないけんようになるんじゃが、そこらあたりの対応はどうされるつもりですか。 

○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） 前回もですね、裁判の中では町の方が勝ちと言いますか、こちらの

言い分が通ったわけでございます。それで実際はですね、そのとおりにご本人がその通りに対応

して頂ければいいわけなんですけども、その裁判の結果を受け入れて頂けてないといいますか、

ここは自分の土地だというふうなことで、今回も置かれております。お話も何回かは現場でやっ

ておりますけれども、いっこうにききめがございませんので、今回、代執行をさしていただくと。

またこれで代執行をやった、結果また懲りずにですね、またやれる場合は、こちらも懲りないで

対応していくということでございます。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

○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） 今の件と、さっきのたけのこの件なんですが、今の件はまた置かれた

時にまた代執行やると言えば、また２台で４０万ということは１台で２０万。 

○議長（池田洋助君） 山崎議員、マイクを。 

○１２番（山崎正史君） １台で単純に考えて２０万はかかると。イタチごっこみたいなことし

かできないわけですかね。大事な税金ですから、何かもっといい方法があれば、また研究してい

ただいたらというふうに思いますし、ないんなら致し方ない部分があるかもしれないし、先に町
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が町のものを置いておくとか。置けないように、相手も物が置けないように町の備品なりなんな

り置いておくとかいう方法を取らないと。除けたら置き、除けたら置きでは、単純に意地のはり

やいこといったらいけんですが、無駄な金を使う一方になるんで、その辺はよく行政の方で考え

いただきい。先程のたけのこですけど、ちょっと聞いたのに、去年が１トン目標で３５０キロ。

今年が１．５トンで、その目標を達成したいと。たけのこというのは、僕よく分からんけど、こ

れからは生えんですからね、今年のたけのこのシーズンに生えたやつだったら、ある程度のトン

数って言うのは、ある程度は把握は出来てないわけですかね。春に生えるんですかね。 

○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） 先ほどお話しました目標、最初は５トン、全体でですね、内

子の場合には１トン、何とか最初そこからスタートしてくださいということだったんですけど、

この春からですね、ですので、それが結果的に３２０キロくらいしかできなかったということで、

３分の１くらいなんですが、来春がですね、１．５トンの目標でがんばってくださいということ

を内子森林組合なんですけど、言われております。その対応。次の年は、最終は当然１８トン目

標ですので、またさらに目標のトン数が上がってくるんだと思うんですが、いずれにしましても

少しずつにはなるかも分かりませんが、一生懸命、目標に近づけて行くということでの支援でご

ざいます。よろしくお願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 先ほどの議員さんのご指摘なんですけど、イタチごっこといいます

かね、やったらやり返すみたいな感じのことばっかりやっていても、いつまでたっても仕方ござ

いませんし、町としましても新たな方法あれば、それまた考えていかないけんのですけれども、

どちらにしましても、いった経費については相手方の方へ請求をしていくと。続けていくことに

なりますが、いただけるかどうかということについては、今までいただいておりませんが、そう

いったことはずっとやっていくつもりでおります。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 現実的に、結審した裁判の費用もいただいてないというふうな状況の

中で、今回、４０万使って除ける。前回も払ってくれてない人が今回の４０万払うかというたら

一般的な感覚では払ってもらえない。そのたびに町が無駄な金を使うんだったら、撤去した後に

何かを置くとか、置けないように相手方が。いろえないようにするというふうな工夫もしていっ

た方がいいんじゃないかなというふうに思いますんで、その辺は重ねて研究していただいとった

らと思います。 

 もう一点、来春の生産のために、今年度予算組みをして必要な器具を提供する。これおそらく

１８トンということになると、作業道あたりも今回は５００ｍ、約５００ｍ程度ですけど、竹林

の中で搬出道路が５００ｍといったら、そんなに何か所の竹林も整備できないんじゃないかなと

いうふうな気がするんですよ。目標が１．５トン必要とした場合に、例えばだいたいどのくらい

な面積がいるのか。そのために、何ｍくらいの搬出道路がいるのかというところらは、森林組合
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の方もきっちりそういう計画書を出していただいて、予算を執行していただかないと、いきあた

りばったりなことでは、生産性も上がりませんし、その辺また組合の方と十分に検討を重ねてい

ただいて、継続的に、やはり安定的な出荷ができる。農家、林家の方々が少しでも所得向上がで

きるような形の中で取り組んでいただきたいということを切に要望します。 

○議長（池田洋助君） 答弁はいいですか。 

○１２番（山崎正史君） いいです。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 先ほどの車撤去の関係、今回は強制代執行の手続きをとっていくという

説明だったと思うんですが、強制代執行というのは提訴の種類にはあたらないんですか。ちょっ

とそこを確認させていただきたいと思います。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） 今のご質問ですけれども、裁判の種類には入ってこないというふう

に認識しております。裁判の種類の中には入ってこない。 

○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

〔「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１０１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。 

〔「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１０１号」は、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１９ 議案第１０２号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１９ 議案第１０２号 平成２７年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２号）につきま

しては、内容を保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 
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〔土居好弘保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 補正予算の資料２の先ほどの一般会計に続きます、ピンクの資

料からになります。議案第１０２号、平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

１ページをお願い致します。第１条で歳入歳出予算の総額に増減はなく、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。 

 ３ページをお願い致します。歳入予算ですけれども、主なものは、４款１項、国庫負担金１０

９万５，０００円の減額。６款１項、県負担金７７万９，０００円の増額となっておりますけれ

ども、これは支出で介護給付事業の予算の組み替えを行いました結果、国と県の予算割合、負担

割合が変わったものによるものでございます。 

４ページをお願い致します。歳出予算ですけれども、２款１項、介護サービス等諸費、９４７

万６，０００円の減額。２款２項以下、介護予防サービス等それぞれ増額しておりますけれども、

内容につきましては、説明資料の方でご説明をさせていただきます。 

１０ページをお願いします。２款１項１目、居宅介護サービス給付費の負担金でありますが、

１，４９７万６，０００円の減額であります。これはサービス件数等が減少した結果で、減額と

しております。２款１項３目、地域密着型介護サービス給付費、同じく負担金でありますが、１，

０００万の減額です。これも当初予算よりも件数の方が減少しているということで、１，０００

万円の減額をしております。続きまして、２款１項５目、施設介護サービス給付費、同じように

負担金、これは１，５００万円の増額となっております。利用者等の増加により増額をするもの

でございます。 

続きまして、１１ページ、２款２項７目、介護予防サービス計画費負担金でありますけれども、

２００万円の増額としております。利用者が月２０件ほどの増加ということでありますので、増

額をさしていただいております。２款４項１目、高額介護サービス費、３００万円の増額であり

ます。この負担金でありますけれども、介護費の自己負担が一定額を超えた場合に給付するもの

でございますが、その部分の増額により３００万円を増額しております。 

１２ページ、２款７項１目の特定入所者介護サービス費、同じく負担金３００万円の増額でご

ざいます。介護施設への入所者の方で、低所得者の方が食糧費、居住費の一部を町の方が支払う

という制度でございますけれども、これにつきましても該当者が増えておりまして、３００万円

を増額するというものでございます。以上、介護保険の特別会計補正予算の説明とさせていただ

きます。ご審議の上、ご決定下さいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（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１０２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。 

〔「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１０２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。 
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  日程第２０ 議案第１０３号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２０ 議案第１０３号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２号）につきま

しては、内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

よう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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１０３号でございますけれども、水色の表

紙になります。平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまして説明

させていただきます。 

１ページをお開き願います。まず第１条で、歳入歳出予算の総額に変更なく、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６億１，８１６万円とするものでございます。補正理由と致しまして、

簡易水道の上水道事業への統合に伴うものの組み替え補正でございます。 

９ページまでお進み下さい。歳出でございますが、１款１項の７目、立川簡易水道からですね、

次のページの１０ページの頭になりますが、水道メーター、いわゆる機械器具費の水道メーター

をですね、検定期間の満了等に伴いまして、交換をするということで各簡易水道の分を計上さし

ていただいているところでございます。 

続きまして、１０ページになります。１款３項１目の諸費でございますが、補正額と致しまし

て、１，６５２万４，０００円でございます。主な内容と致しましては、１３節の委託料という

ことで、先ほど申し上げましたメーター機は機械器具費でございましたが、いわゆる取り付けの

労務の関係でございますが、メーターの交換委託ということで、９８８戸分の交換委託業務の委

託料ということで、まとめて発注したいというふうに考えているところでございます。続いて、

１４節の使用料及び賃借料でございますが、これに関しましては水道積算システムの使用料でご

ざいます。続きまして、１９節の負担金補助及び交付金でございますが、１，０００万円でござ

います。これは交付金でございまして、いわゆる簡水がですね、統合によって３月３１日で打ち

切り決算というふうになりますけれども、この交付金を年度内に清算する必要がございますので、

今回、補正をして対応するということでございます。続きまして、４款１項の予備費でございま

すが、今までの流用分に対応するためにですね、予備費の減額の補正をさしていただいとるとい

うことでございます。１１ページから１３ページにつきましては、給与明細を記載しております。

以上、平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明とさせていただきま



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

- 91 - 

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。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 歳出の諸費の中の水道メーターの計上があるんですが、各組合で組み替

えをして整備をされるということなんですが、このメーターというのは、どういう性格のメータ

ーなんでしょうか。 

○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） この備品の水道メーターにつきましては、現在それぞれの

組合ごとに残っております、水道メーターの更新する分とは別にですね、新規に今の確認してい

る部分とは別にですね、新規の分をこちらの方に、新規というか、各組合ごとで把握してない分

を、新規の分をこちらの方に入れさしてもらってます。 

○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） 今統合に関しましてですね、いわゆる各組合で管理はされ

ておりますけれども、例えば組合によってはですね、例えば公共施設とか、いろんな施設がある

んですけど、その分が実際的にですね、登録というかそういうのがされてない場合もありますか

ら、そういう部分を全部精査してですね、統合を迎えるということにしております。その際には

いわゆるメーター機とか、当然接続する必要がございますから、そういうことを踏まえて最終的

な統合を迎えるということでございますので、新たな新規の箇所等の分を今回この諸費の方で計

上さしていただいておりまして、今までの各検定の満了の分については、各簡水の方で計上して

いるということでございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） どうしても理解が出来んのですが、簡易水道組合３月３１日までは組合

で管理運営をすると。それまでに新規が出来た場合には、各水道組合の対応でメーターも設置を

し、加入金ももらって運営をしていくと。４月１日からは上水道になるんですが、上水道で全て

の管理をしていくという。その間、全体でみとく必要があるんでしょうかね。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） この管理についてはですね、当然各簡易水道やりますけれ

ども、例えばこの諸費の項目に関してはですね、例えばいわゆる消費税とか、いろんな項目で全

体でやる方が、効率がいいというものについては、これで考えておりまして、最終的にはこのメ

ーターの方も各簡易水道の方に振り分けをしていってですね、それに伴っての精算を行いますの

で、交付金とかそういう関係については、この分はあとで消費税とか全体で考える方がいいもの

と同じように、割り振ってですね、考えていくということで、今回は自分の便宜上だけこの諸費

で組ませていただいたということでございますので、ご理解をいただいたらと思います。 
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○議長（池田洋助君） 他ありませんか。 

○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） 後で、委員会で聞いても良いんですが、今ちょっと覚えとる間にお尋

ねをしたらと思うんですが、１０ページのところの委託料、５８２万６，０００円と出て、メー

ターの取替だと言われて５８８戸と言われたんですが、この委託料って戸数は５８８ということ

になって。すみません、９００らしいですけど、これは小田、内子、五十崎で全体でそれだけの

数になるんでしょうか。それで委託するんじゃったら、何か所に委託をするのか。業者名は構い

ませんが、何か所くらいに委託をするのか、一カ所でやるのか。それとも小田なら小田、内子な

ら内子、五十崎なら五十崎で一カ所ずつに分けて委託をするのか。そこら辺りを聞かせていただ

いとったらまた委員会でお尋ねするのに都合がいいんですが。お願いを致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） この取替の関係もですね、今９８８戸ということで、当然

ながらまとめてやるということで先ほどお話申し上げましたが、これ発注体系になりますので、

各地区に割り振るかどうかというのは、これから検討する必要もございます。例えば一本でやる

のか、各地区でやるのかですね。最終的には、先程も申し上げましたとおり、この費用もですね

各簡易水道の方で割り振って精算のするということになります。今日ですね、いくつの発注形態

にするのかというのは、ちょっと今日のところはですね、お答えできないでので、ある程度、各

地区３か所になるのか１箇所にまとめてするのか、ちょっとそれは考えていきたいというふうに

考えております。 

○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１０３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。 

〔「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１０３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２１ 議案第１０４号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号） 

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２１ 議案第１０４号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予

算（第２号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、

内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お

願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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１０４号でございます。水色の表紙となっ

てございます。平成２７年度内子町水道事業会計補正予算第２号につきまして、ご説明させてい

ただきます。 

１ページをお開き下さい。まず、第２条でございますが、平成２７年度内子町水道事業会計予

算、第３条に定めた収益的支出の予定額を次の通り補正するということでございまして、支出で

ございますが２款１項ということで、補正予定額につきましては７５万円、水道事業費用の合計

と致しましては、２億４，３８９万１，０００円となります。３条でございますけれども、資本

的支出の予定額を次の通り補正するものでございます。支出と致しまして、４款１項、建設改良

費ということで、補正予定額につきましては６万１，０００円ということで、資本的支出の合計

は３億２，９９４万４，０００円となります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額、２億６，６８９万１，０００円については、ここに書いております記載の通りでござい

ます。 

 続いて２ページになります。第４条でございます。予算第７条に定めた経費の金額を次の通り

改めるということでございまして、職員給与費でございますが、補正予定額で７５万ということ

にしておりまして、２，１８２万３，０００円の合計となります。 

 続きまして、４ページまでお進み下さい。平成２７年度の内子町水道事業会計補正予算の実施

計画書でございますが、これに関しましては、１２ページの内子町水道事業会計補正予算説明書

にて説明をさせて頂きますので、１２ページまでお進み下さい。 

 補正予算説明書でございます。収益的支出でございますが、２款１項５目、総係費、補正予定

額と致しまして、７５万円でございますが、２節の手当というところで５０万円補正を致してお

ります。これは時間外手当でございます。これにつきましては簡易水道がですね、上水道会計の

方に統合ということでございまして、その事務処理等でございます。６節の法定福利ということ

で２０万でございますが、これは共済の負担金となっているところでございます。資本的支出で

ございますが、４款１項建設改良費、１目、給配水設備工事費でございますが、６万１，０００

円の補正増でございます。これは２７節の公有財産購入費でございまして、今、富中地区の配水

管敷設工事のポンプ室の用地の買収でございます。当初は道路の、町道の分で出来るという見込

みでたてておりましたが、実際的には用地取得してやる方が事業費として安価でできるというよ

うなこともありましたので、今回土地の了解もいただきました。そういうことの中で、３２㎡に

なりますけれども、今回用地費を計上さしていただいておるところでございます。 

 それではですね、５ページまで申し訳ございません。返っていただいたらと思います。５ペー

ジにつきましては、水道事業会計の予定キャッシュフローの計算書でございます。下の３段、資

金増減額、それから資金期首残高、資金期末残高ということで、記載されておりますので、お目
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通しをお願いしたらと思います。続きまして、６ページでございます。６ページから７ページは

給与明細書でございます。お目通しをお願い致します。 

続いて８ページでございますが、８ページにつきましては、平成２７年度の予定貸借対照表で

ございます。これにつきましてもお目通しをお願い申し上げます。 

以上、平成２７年度内子町水道事業会計補正予算第２号の説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（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１０４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託し、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。 

〔「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１０４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） 本日、総務文教常任委員会、産業建設厚生常任委員会に付託しました、

各議案の委員会審査報告については、１２月１１日の本会議でお願いします。 

 

  日程第２２ 議案第１０５号 内子町教育委員会委員の任命について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２２ 議案第１０５号 内子町教育委員会委員の任命について」

を議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町教育委員会委員の任命についてでございます。内子町教育委員会

委員の横田光敏氏が平成２８年２月１５日任期満了となりますので、引き続き横田光敏氏を任命

致したいと存じますので、法の規定により同意を求めるものでございます。横田光敏氏は昭和４

０年７月２０日のお生まれで、内子町内子１６１３番地にお住まいでございます。人格識見とも

に申し分なく、内子町教育委員会委員として引き続き任命するに適任であると存じます。なお、

任期は平成２８年２月１６日から平成３２年２月１５日まででございます。よろしくご審議の上、

ご同意いただきますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） 本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

○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） 私は別に横田氏の同意についての問題はないんですけれども、教育委員

さんの任命を町長されるにあたって、今回２期目になるんですかね、だいたいどのくらいの周期
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で入れ替えというか、あまり固定するのも良くないと思うんですけど、基本的な考えを聞かせて

いただいたらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 一応、小学校、中学校も含めてそのゾーンゾーンくらいでですね、最適

任であるというふうな考え方を、基本的にベースとして持っておるところでございます。そのゾ

ーンの中で今森永議員が言われましたように、あまり長いのもいかがなものかなというところも

ありますし、そうころころ動かすということもいかがなものかなというものもあると思うんで、

その辺は、適切に判断しながらですね、対応をさしていただきたいというふうに思っておるとこ

ろです。どうぞよろしくお願い致します。 

○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、質疑を終結します。 

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

異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと、認めます。 

従って討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。本案を原案のとおり、これに同意する事に、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと、認めます。 

 したがって、本案は原案のとおりこれに同意することに決定しました。 

 

○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。次の本会議は、１２月

１１日、午後１時３０分に開会致します。 

 本日は、これをもって散会致します。 

 

午後 ２時０１分 散会 

 

  

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２７年１２月 ３日（木） 

○開会年月日   平成２７年１２月１１日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 
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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１５号） 

平成２７年１２月１１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 
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日程第 ３ 議案第８６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第８７号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第８８号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第８９号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第９０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第９１号 内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第９２号 内子町水道事業運営協議会条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第９３号 内子町簡易水道等施設条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第９４号 内子町水道事業給水条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第９５号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

日程第１３ 議案第９６号 内子町特別会計条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第９７号 内子町参川簡易水道施設維持管理等基金条例の廃止について 

日程第１５ 議案第９８号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場条例の制定について 

日程第１６ 議案第９９号 財産の無償譲渡について 

日程第１７ 議案第 100号 財産の無償貸付について 

日程第１８ 議案第 101号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１９ 議案第 102号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２０ 議案第 103号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２１ 議案第 104号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２２ 受理第 ６号 伊方原発３号機の再稼働前に、３０キロ圏内自治体の承認と、住民

説明会を求める意見書に関する請願書 

日程第２３ 受理第 ７号 ＴＰＰ交渉「大筋合意」は撤回し、調印・批准しないことを求める

ことについて 

日程第２４ 受理第 ８号 政府による米価下落対策を求めることについて 

日程第２５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２６ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２６ 

 

午後 １時３０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。 
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  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、１４番中田 厚寬議員、

１５番宮岡 德男議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 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１５号のとおりであります。

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議案第８６号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議案第８６号 内子町行政手続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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の制定について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○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、登壇願います。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。去る１２月４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８６号「内子町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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の制定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付

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８６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。本条例は、「番号法」、

いわゆる「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、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を新たに定めることにより、町

が独自に個人番号を利用できるものであります。その利用範囲として内子町改良住宅の入居事務

に関し、地方税関係情報が利用できる等を定めております。 

委員の質疑においては、「改良住宅の事務とは具体的に何か。」との質問に「入居に係る申請事

務において、所得証明書を確認する事務であり、新たに入居する場合に行うものである。」との答

弁でありました。 

採決の結果、議案第８６号は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

 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行います。 

〔「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。 

泉委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。 

○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） 反対の立場で討論に参加を致します。私はマイナンバー法そのものに

反対をして参りました。その理由は次のような理由であります。このマイナンバー制度は、社会

保障、税、災害対策の行政手続きで利用するとされてきましたけれども、金融口座や医療情報へ

活用も行われようといたしております。またマイナンバーカードを使った消費税の還付も検討さ

れているようにお聞きをするわけであります。制度自体やその利用目的などにおいて多くの問題

点が指摘をされております。一つは、政府による国民の管理が強められる。資産調査による税徴

収強化や社会保障給付の削減につながる恐れがあることであります。政府は、行政の効率化や国

民の利便を謳っておりますれども、国民へさらなる負担を強うるための道具となり、個人情報が

丸裸にされ、プライバシーが侵害をされる危険が増大する不当な制度と言わなければなりません。

番号制がすでに導入されておりますアメリカや韓国では、何千万人という単位の個人情報が漏え

いする事件が発生を致し、深刻な被害が出ているともお聞きするわけであります。さらに個人情

報保護の理由により、マイナンバーを扱う中小業者に対して、厳格な管理体制を強要し、漏れた

場合の罰則を強化するなどと致しております。小規模の業者にとりましては、マイナンバーを管

理することは大きな負担となり、経営にとっても大打撃となります。イギリスでは、一旦導入を

決めた国民ＩＤカード法を人権侵害への危険があることや、虚偽が浪費をされる恐れがあるとし

て廃止を致しました。国民監視を強め、中小業者の営業を破壊するマイナンバー制度そのものに

私どもは反対であります。そういう視点から本条例案はこの利用拡大につながるものになると考

えまして、本条例に反対を致します。 

○議長（池田洋助君） 討論他にございませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 私は委員長報告に賛成の立場で発言をさせていただいたらと思います。

宮岡議員言われます、今度２８年１月から施行されようとする俗称、マイナンバー制なんですが、

我々もまだ十分に法律の周知できてない、一生懸命勉強をしておる段階で、住民も十分に把握は

できてないのが現状ではなかろうかと把握するわけですが、先ほど宮岡議員が言われた金融、医

療、ここらの一体化も報道なんかで聞かないわけですが、今現在はそこまでの法は入ってないよ

うでございます。今後そういうことの懸念はあるかも知れんのですが、現在、１月から施行され

ようとする法律には、そこまでの縛りは入ってないように私は把握をしとるわけです。国が決め

た法律ですので、それに基づいて町行政も執行をしていくのが、適切であると判断しますので、

私は委員長報告に賛成を致します。以上です。 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８６号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は、可決です。 
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 「議案第８６号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔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８６号」は委員長報告の通り可決されました。 

 

日程第 ４ 議案第８７号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第４ 議案第８７号 内子町介護保険条例の一部改正について」

を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○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、登壇願います。 

〔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。議案第８７号「内子町介護保険

条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第８７

号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容、並びに質疑等についてご報告をいたします。本条例の改正

は、番号法の施行に伴うもので、町民の方が、介護保険料の徴収猶予や、減免を申請する場合に、

個人番号を記載することにより、申請に必要な所得証明書や住民票等の書類が必要でなくなると

いうものであります。委員からの質疑はなく、採決の結果、「議案第８７号」は、原案のとおり可

決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

これより、討論を行います。 

〔「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８７号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 「議案第８７号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

よって、「議案第８７号」は委員長報告の通り可決されました。 

 

日程第 ５ 議案第８８号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 議案第８８号 内子町介護保険条例の一部改正について」

を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 
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○産業建設厚生常任委員長（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１２月４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８８号「内子町介護保険条例の一部改

正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付致しておりま

す審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議案第８８号」は原案のとおり可決すべき

ものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本条例の改正は、

「介護保険で行っていた要支援者に対するサービスを、介護予防・日常生活支援総合事業として

行うもので、その実施期日を当初、平成２９年４月１日としていたものを２８年２月１日から行

えるよう、条例附則第１２条の一部を改正するものです。その理由として、２７年度中に移行す

れば、２６年度実績の１１０％が事業上限額と認められることから、平成２７年度中に総合事業

に移行する方が、内子町にとって有利であること。また、総合事業のうち、訪問介護、通所介護

を先に移行し、平成２９年４月１日からはすべての事業を移管する。」との説明がありました。委

員の質疑において、「要支援者へのサービスが介護保険の給付事業から総合事業として補助事業と

なるが、介護保険事業からはずれるのではないのか。制度上はどうか。」との質問に対し、「内容

は同じものであり、介護事業の給付から、介護事業の補助となるものである。また、今まで同様

に、介護保険事業特別会計としての位置付けであり、支出においても款の名称が給付事業から総

合事業に名称が変わるだけである。１号、２号の負担割合も同じであり、一般会計でなく特別会

計で事業を行う。」との答弁でありました。さらに、委員から「介護保険からはずしていくもので

あると理解をしていたが、補助事業は率的なものは、いつでも変えられるのではないか。要支援

者が放り出されるのではないか。補助率が下がったら町がその分を補償するのか。」との質問に対

し、「１００年も同じであるとは答えられないが、後退することはないであろう。改定はあると思

われるが、マイナスになることは想定はしていない。」との答弁があり、また、「国にとっては、

この変更に、何があるのか。」との問いに「給付のアップを押さえる形となる。また、全国ニーズ

から町に委ねられる事業もある。」とし、「町も独自に支援を増やすこともできるのか。」の問いに

対し、「受け皿となる事業所の問題もあるが、みなし事業として、将来、基準を緩和したものを行

う予定である。今後独自サービスも提供ができると考えている。」との答弁がありました。討論に

おいては、「給付費をいかに減らすかで、取り入れられたものであり、減らすということは、サー

ビスを安上がりにやっていこうとするもので、後退は明らかである。この介護保険法の改正に賛

成は出来ないという立場において、この条例改正には賛成できない。」との意見。「介護事業が給

付から補助事業となってもサービスに大差はない。」また「独自のサービスにもつながるものであ

り賛成である。」との意見がありました。採決の結果、「議案第８８号」は、賛成多数により原案

のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 
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山本委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。 

○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） 反対の立場で討論を行います。本条例は、内子町が総合事業に移行す

る日程を早めるという内容であります。しかしながら、私どもは、総合事業そのものが全国一律

のサービスから市町村に移行をするということで、市町村での格差が生まれるような内容を含ん

でいる事業であります。政府がこの総合事業に移行するという方向を打ち出したのには、委員会

の中でも議論を致しましたが、いかに安上がりのものにしていくかということでありまして、こ

れはやはり私ども賛成を致しておりません。そういう中での移行であります。と言いますのは、

予防給付の見直しによりまして、予防給付費の当面の節約効果は期待が出来るかもしれませんけ

れども、要支援の段階で必要なサービスを縮小・削減することが、状態悪化・病状悪化を加速を

させまして、結果として介護給付費の一層の増大をもたらす事態を招くことは明らかであります。

そういう内容を含んでいる総合事業を早めるという事態にも私は賛成を致しかねますので、本条

例案についても反対を致します。以上です。 

○議長（池田洋助君） 他に討論はございませんか。 

○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） 私は委員長報告に賛成の立場での意見を述べさせて頂きます。今回の

条例改正は、本年３月議会においても条例改正が行われたものの一部の改正で、委員会での報告

でもありましたように、介護予防・生活支援総合事業は、全国一律となっている予防給付のうち、

訪問介護、通所介護については市町村の実状に応じて、柔軟な取り組みができるものと思われま

す。先程、宮岡議員が言われましたが、格差が出るのではないかと捉えられておられるようでご

ざいますが、独自の自治体のサービスが出来るものではないかというふうに思うのであります。

また、介護保険法により、しっかりとした体制整備と円滑な実施を図るために、２年間猶予を定

められておりますが、平成２９年度末までには全ての事業を移行するように法律で定められてい

るものであります。１１０％、先程も出ましたけれども委員長の方から。今回１年２カ月前倒し

することにより内子町で取り組める事業の上限が１０％アップすることは、町の財政的にも、ま

たサービスを受けようとされる住民にとりましてもメリットが多いものであるというふうに思う

ものであり、反対する理由は見つかりません。よって私は、この条例改正に対して賛成するもの

でありまして、議員の皆様のご賛同をよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８８号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 「議案第８８号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

よって、「議案第８８号」は委員長報告の通り可決されました。 
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日程第 ６ 議案第８９号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 議案第８９号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一

部改正について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○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、登壇願います。 

〔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。議案第８９号「内子町税条例等

の一部改正する条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果について

は、「議案第８９号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本条例の改正は、

本年３月３１日に専決処分され、５月第７６回臨時会において承認をした条例の改正であります。

「番号法による法人番号に関係する部分を一部改正するもので、納税者に対し特に影響が及ぶも

のではありません。」との説明がありました。採決の結果、「議案第８９号」は、原案のとおり可

決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

これより、討論を行います。 

〔「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８９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第８９号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

よって、「議案第８９号」は委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第 ７ 議案第９０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 議案第９０号 内子町国民健康保険税条例の一部改正につ

いて」を議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○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、登壇願います。 

〔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。議案第９０号「内子町国民健康

保険税条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議

案第９０号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 
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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、

番号法の施行に伴うもので、町民の方が、国民健康保険税の減免を申請する場合、その申請期限

を納付期限の１週間前であったものを、納付期限まで可能であるとするものであります。また、

申請書に個人番号を記載することが追加されております。なお、減免申請は特殊な案件以外、申

請事案は無いとの説明がありました。採決の結果、「議案第９０号」は、原案のとおり可決すべき

ものと決定致しました。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行います。 

〔「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。 

これより、討論を行います。 

〔「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９０号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９０号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

よって、「議案第９０号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第 ８ 議案第９１号 内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

  日程第 ９ 議案第９２号 内子町水道事業運営協議会条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第９３号 内子町簡易水道等施設条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第９４号 内子町水道事業給水条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 議案第９１号 内子町水道事業の設置等に関する条例の一

部改正について」「日程第９ 議案第９２号 内子町水道事業運営協議会条例の一部改正について」

「日程第１０ 議案第９３号 内子町簡易水道等施設条例の一部改正について」「日程第１１ 議

案第９４号 内子町水道事業給水条例の一部改正について」以上４議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（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。議案第９１号「内子町水道事

業の設置等に関する条例の一部改正について」、議案第９２号「内子町水道事業運営協議会条例の

一部改正について」、議案第９３号「内子町簡易水道等施設条例の一部改正について」、議案第９

４号「内子町水道事業給水条例の一部改正について」、以上４件について、審査の結果をご報告申

し上げます。審査結果については、「議案第９１号」から「議案第９４号」までの４議案は、原案

のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。まず、これら４件
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の議案については、少子高齢化の状況下において、水道施設の一元管理、経営基盤の強化、安全・

安心な水を供給することを目的として、平成２８年４月１日に１４の簡易水道事業を上水道事業

へ統合を致しますが、それら統合に伴い、関係する条例の一部を改正するものです。 

まず、「議案第９１号」ですが、本条例の改正は、統合により給水区域が拡大することから、給

水人口、並びに１日最大給水量を変更するものです。 

 次に、「議案第９２号」ですが、本条例の改正は、水道事業運営協議会委員について、議決機関

である議会の議員が、諮問機関等、審議会の委員になることは好ましくないことを考慮され、委

員から議会議員を削除するものです。議会としても、町長に対し申し入れしていたものであり、

それらを踏まえて改正が行われたものと思っております。 

次に、「議案第９３号」ですが、本条例の改正は、題名を内子町簡易水道等施設条例から内子町

飲料水供給等施設条例に改めるとともに、参川簡易水道の特記事項や別表第１から第３について、

簡易水道部分の削除を行い、条例を整理するものであります。 

最後に、「議案第９４号」ですが、本条例の改正は、水道事業に統合される簡易水道の部分を追

加するものです。内容は、１４の簡易水道を３グループに分け、３つの料金体系でスタートして

最長５年間の激変緩和措置を行います。その上で、平成３３年度に料金を統一するものでありま

す。加入金については、五十崎地区、小田地区については、内子地区の加入金に合わせる。ただ

し、起債の償還中である大瀬、立川、立川第２、川登、参川の５区域については、現在の高い加

入金を残すというものです。委員の質疑において、「加入金について、起債の償還とどんな関係か

あるのか。分かりづらい。」との質問に「起債の償還と新旧の受益者の負担の公平、水道財政基盤

の強化を図る。また全体的な水道事業の経営安定化を図り、起債の償還のピークも過ぎてくるこ

とから、５年を目途に見直していく。」との答弁に、「５年を目途に見直すということを、明文化

はしないのか。」について「議会ではっきりと、５年を目途に見直すと答弁している。」とのこと

であります。「加入金の高いところは、分割での支払いも可能か。」との質問に対し、「一括納入と

しており、分割はない。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第９１号」、「議案第９２号」、

「議案第９３号」及び「議案第９４号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以

上で、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

山本委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。 

〔「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。 

討論、採決については１件ずつ行います。 

まず、「議案第９１号 内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 
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「議案第９１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９１号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９１号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

○議長（池田洋助君） 次に、「議案第９２号 内子町水道事業運営協議会条例の一部改正につい

て」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

「議案第９２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９２号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９２号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

○議長（池田洋助君） 次に、「議案第９３号 内子町簡易水道等施設条例の一部改正について」

討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

「議案第９３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９３号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９３号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

○議長（池田洋助君） 次に、「議案第９４号 内子町水道事業給水条例の一部改正について」 

討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

「議案第９４号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９４号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９４号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１２ 議案第９５号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 
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○議長（池田洋助君） 「日程第１２ 議案第９５号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山本産業建設厚生常任委員長、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。議案第９５号「内子町特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」、審査の結果をご報

告申し上げます。審査結果については、「議案第９５号」は、原案のとおり可決すべきものとする

ものでございます。本条例の改正は、報酬等の支払いを行う委員について、簡易水道の上水道事

業への統合により必要がなくなった、「内子町簡易水道事業等運営協議会委員」並びに、「内子町

簡易水道事業統合推進委員会委員」を削除するものです。委員からの質疑はなく、採決の結果、

「議案第９５号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終

わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

山本委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。 

〔「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９５号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９５号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９５号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１３ 議案第９６号 内子町特別会計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９６号 内子町特別会計条例の一部改正について」

を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山本産業建設厚生常任委員長、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。議案第９６号「内子町特別会

計条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第

９６号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。本条例の改正は、簡易水道

事業の上水道事業への統合により、必要がなくなった「内子町簡易水道事業特別会計」を廃止す
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るものであります。なお、飲料水供給等施設事業については、決算規模も小さく、今後、一般会

計で管理することとなります。委員からの質疑はなく、採決の結果、「議案第９６号」は、原案の

とおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

山本委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。 

〔「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９６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９６号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９６号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

日程第１４ 議案第９７号 内子町参川簡易水道施設維持管理等基金条例の廃止について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第９７号 内子町参川簡易水道施設維持管理等基金

条例の廃止について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山本産業建設厚生常任委員長、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。議案第９７号「内子町参川簡

易水道施設維持管理等基金条例の廃止について」、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９７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。本条例は、

平成１９年４月１日から施行され、参川簡易水道の維持管理に要する費用に充てるため積み立て

られてきたもので、本年５月末現在で、９，２６０万７，２３８円となっています。条例を廃止

し、この財産を水道事業会計に帰属させるものです。委員からの質疑はなく、採決の結果、「議案

第９７号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わりま

す。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

山本委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。 

〔「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。 



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

‐ 110 ‐ 

「議案第９７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９７号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９７号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第９８号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第９８号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場条

例の制定について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○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、登壇願います。 

〔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） ご報告を致します。議案第９８号「内子町城の台公園特

設ライフル射撃場条例の制定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、

「議案第９８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。本条例は、平成２

９年度に内子町で開催される「笑顔つなぐえひめ国体」ライフル射撃競技会の施設である「内子

町城の台公園特設ライフル射撃場」の設置や、指定管理、利用料金等について定めたものであり

ます。指定管理者については、愛媛県公安委員会から指定射撃場として指定を受けるためには、

内閣府令第６条の２の規定により、管理者の基準が定められております。県内では、唯一、愛媛

県ライフル射撃協会が基準を満たしており、指定管理者として予定しているとの説明がありまし

た。また利用料金については、高知県と広島県の施設を参考としているとのことであります。こ

の施設は、仮設ということで大会後に取り壊しが決められていることから、この条例は、平成２

９年１０月３１日でその効力を失います。委員の質疑においては、「利用料の減免について、公用、

公共、公益を目的とする事業とあるが、大会そのものはどう捉えるか。」との質問に、「リハーサ

ル大会と本大会は減免とする。それ以外の、参加料を取っている大会は利用料を取る。」とし、「利

用者は少ないと思うが、町から管理委託料がなくても施設の運営はできるのか。」との問いに対し、

「高知県ライフル射撃協会では、年間５００人程度で、７０万円前後の収入があること。今後、

関西や四国内からの利用者が見込めること。開催は土、日、祝日のみと考えており、管理人の日

当を５，０００円とした場合でも１１０日程度の勤務であり、人件費は利用料金で賄える。施設

の電気料、消防施設の保守点検料、火災保険料などの維持管理の費用については町が負担する。」

との答弁がありました。「指定管理者は町長が指定するものとあるが、審査委員会等の手順はどう

するのか。」との質問に、「通常の手順どおり、選定委員会において、公募、非公募を検討する。

委員会での決定を踏まえて、議会に提出をする。」とのことであります。また、「高校生の使用に

ついては、大会はビーム銃であり、実弾を使用するこの施設は基本的に利用できない。ただし、

１６歳以上で資格をとれば利用できる。」とのことであります。採決の結果、「議案第９８号」は、

原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 
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○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

これより、討論を行います。 

〔「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９８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９８号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９８号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１６ 議案第９９号 財産の無償譲渡について 

  日程第１７ 議案第１００号 財産の無償貸付について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１６ 議案第９９号 財産の無償譲渡について」「日程第１７ 議

案第１００号 財産の無償貸付について」以上２議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（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。議案第９９号「財産の無償譲

渡について」、議案第１００号「財産の無償貸付について」、以上２件について、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９９号」、並びに「議案第１００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２議案は、大瀬

保育園の業務を内子町社会福祉協議会へ移管することにより、内子町が保有する大瀬保育園の建

物すべてを、無償で内子町社会福祉協議会へ譲渡し、敷地についても平成２８年４月１日から平

成３９年３月３１日まで無償で貸付けようとするものであります。このことにより、内子町社会

福祉協議会が運営する私立保育園として認可が得られるというものです。委員の質疑において、

「大瀬小の敷地内に移転新築すると聞いているが、移転後、今の敷地はどう活用するのか。」との

質問に対し、「契約書の覚書で、財産の処分については町の同意が必要であるとし、経営しなくな

った場合は、内子町へ返還しなければならないとする。五城保育園の場合と同じである。」との答

弁がありました。また、「こばと保育園については、どのような方針でいるのか。」との質問に「将

来は、民間へ移管する考え方である。次に検討していく。」との答弁、さらに「幼保一貫教育の考

えはないのか。」との質問に対し、「検討は行ったが、保育時間や土曜日保育といったもの、また

職員配置等、混乱をきたすことも想定される。幼稚園も保育園も両方ある町としては、それぞれ

の機能を活かしていきたいと考えている。」との答弁がありました。また、「公立とは違った良さ
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を、経営も含め、社会福祉協議会へ町としても指導をしてほしい。」との意見に対し、「民営化の

良さも必要であり、民営も公営も同じサービスをすることも大切である。連携をして進めている。」

とのことであります。委員の討論において、「民営化には反対をしてきており、民営化により、良

くなるとの説明があるが、人件費の削減くらいで、より良い保育には職員の待遇改善は行うべき、

より良い保育は町が行うべき、との立場から本２議案については反対である。」との反対意見があ

り、また、「職員の待遇に差はあるが、改善も行われている。民営化により新たに施設の建設が出

来、保育環境の整備が出来ることは良いことである。」との賛成意見がありました。採決の結果、

「議案第９９号」、並びに「議案第１００号」は、賛成多数により、原案のとおり可決すべきもの

と決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（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。 

山本委員長、席にお戻りください。 

討論、採決については１件ずつ行います。 

まず、「議案第９９号 財産の無償譲渡について」討論を行います。 

○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） 私はこの保育所の民営化については、ずっと反対をして参りました。

その反対の理由は今まで述べてきた通りであります。そういう立場からこの条例案については反

対を致します。以上です。 

○議長（池田洋助君） 討論はありませんか。 

○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、委員長の報告のとおり賛成するものであります。委員会でも述

べたのでございますが、民営化によりまして、延長保育とか、早朝保育とかもされまして、お母

さん、お父さんにとっては大変助かっているのではないかというふうに思っておりますし、今回

の大瀬の件につきましてですけれども、やはり国の制度の中で補助をもらっていくことも大切だ

と思いますし、また話に聞きますと地域での説明も十二分にされているし、保護者の皆さんにも

十分に説明をされてご理解を得ているということも聞いております。さらにこれからも民営化に

よって住民サービスができるものと思っておりますので、私はこの委員長報告に賛同するもので

ありまして、皆様にもどうかよろしくご賛同いただきますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

「議案第９９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第９９号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

よって、「議案第９９号」は、委員長報告の通り可決されました。 
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○議長（池田洋助君） 次に「議案第１００号 財産の無償貸付について」討論を行います。討

論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

「議案第１００号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

「議案第１００号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

よって、「議案第１００号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

 

○議長（池田洋助君） ここで休憩します。４５分から再開します。 

 

午後 ２時３２分 休憩 

 

午後 ２時４５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１８ 議案第１０１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１８ 議案第１０１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算

（第３号）について」を議題とします。 

本案について、各委員長の報告を求めます。最初に、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） ご報告をします。当委員会に付託されました、議案第１

０１号「平成２７年度内子町一般会計補正予算（第３号）について」、当委員会が所管する補正予

算について審査を致しましたので、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１０１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１０１号平成２７年度内子町一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ１，６９２万９，０００円を追加し、総額１０７億７，１９８万２，０００

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、消防費、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１，７６０万５，０００

円増額するとともに、愛媛県議会議員選挙が無投票となったことから選挙費県委託金を１，２６

５万円減額し、歳出においても１，２６４万８，０００円を減額しています。 
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次に、主な歳出予算は、２款総務費においては、選挙資格が１８歳に引き下げられたことによ

る電算の選挙システム改修費として８６万４，０００円、空き家活用事業として中土住宅への水

道給水管並びに配水管敷設工事に１６６万４，０００円。内子図書情報館敷地内通路への無断放

置車両２台の車両移転申立て手数料に４０万円。南予地域４市５町共同での零細事業所等の承継

先紹介支援事業負担金として１９７万２，０００円。これは、まち、ひと、しごと創生交付金に

より市町連携事業として行うものであります。また、２８年４月から軽自動車の税率が変更され

ますが、それに伴う電算システム導入費として６４万８，０００円が予算化されております。委

員の質疑において、まず放置車両の件でありますが、「話し合い等の経過はどうであったのか。」

の質疑に対しまして、「本年２月に、軽自動車が敷地内に無断で駐車され、警察にも協力願いをし

たが、公道でないので対応できないとのことであった。勝手に動かすと器物破損として訴えられ

ることになる。平成１７年の裁判の相手方であり、土地の所有権を主張しており、車は動かさな

いと主張しており平行線のままである。そのため、平成１７年の裁判において町の主張が認めら

れ、民事債権を有しているので、車を差し押さえ、競売にかけ、他に譲渡するものである。」との

説明がありました。「相手が所有権を主張している以上、今後も同様なことが起こるのではないか。

今後の対応は。」との問いに対し、「駐車している場所は、裁判で争った土地ではない。裁判で結

果が出た債権も納付されないし、いまだに権利を主張されている。このため、債権を担保として

差し押さえの申立てを裁判所に行い、裁判所書記官により差し押さえ、競売を実行してもらうも

のである。なお、債権は利息も含めて５０万程度である。今後はポールで施錠し、夜間は締切を

行う。」との説明でありました。次に、「南予９市町の連携事業の内容、また、内子町の現状の把

握について」の質疑に対し、「後継者不足により廃業せざる得ない企業があれば、都市部との人材

マッチング事業を行う。事務局は西予市が持つ。商工会も参画しており、平成２８年度は委託し

て実態把握を行う。」との答弁がありました。また、「電算の選挙システム改修に関連し、１８歳

選挙資格者は何人か」との質問に「１２月２日現在で、１８歳が１４８人、１９歳が１７３人の

合計３２１人。」であるとの答弁でありました。９款消防費においては、五城分団第５部詰所裏の

防護柵設置工事に２９万７，０００円。また防災士受講負担金として２０名分、２２万円が予算

化されています。「防災士の人数」についての質疑に対し、「現在防災士は９０名、今後女性の方

や町職員に積極的に受講してもらう。」とのことであります。１０款教育費については、国際交流

協会補助金として１７０万円が計上されています。平成２８年度は、ドイツ・ローテンブルク市

との交流３０年、姉妹都市盟約５年目という節目の年であり、市長を団長とする３２名の訪問団

が、３月２１日から２６日までの日程で訪問されることから、大人２２名分の宿泊費、広島訪問

費、バス代、交流会の費用として、１７０万円を国際交流協会へ補助します。委員から「内子以

外へは、どこへ行かれるか。」との質問に「大人は３月２５日から、京都、東京へ行かれる。」と

の答弁、「内子町での宿泊費４７万円の予算をしているが、姉妹都市盟約の中で、宿泊費は負担す

るということになっているのか。内子から行った時も同様に負担してもらうのか。」との質問に「慣

例により、こちらから行くときも、ローテンブルク市側が負担することとなっている。」と答弁が

ありました。さらに、委員から「節目として今回来られるということであるが、お互いに交流を

してほしいと思うが、内子から訪問するという考えはないか。」という質問に対しまして、「返礼

の交流を来年度以降に検討している。今後予算化もありうる。」との答弁がありました。また、「国



平成２７年１２月第８２回内子町議会定例会 

- 115 - 

際交流協会の財産の運用益で事業を行っているが、運用状況についてどうか。」の質問に、「２億

４，０００万円のうち１億８，０００万円を投資信託で運用している。２６年度は６００万円程

度の運用益があったが、２７年度はその５０％から３分の２程度に下がる見込みである。」との答

弁でありました。次に、自治センター費において、国の補助金３００万円を利用し、石畳地区で

実施している集落活性化事業について、一部事業内容を変更する予算の組み替えを行っています

が、委員から、「報償金と旅費の費用弁償で８０万円必要であるとし、消耗品やバス借上げ費等を

８０万円減額している。最初の予算組みはなんだったのか。本当に必要な金額なら、増額予算す

るべきではないか。」との意見に、「最初は地元で計画を進めていたが、大学や研究機関などに参

画が必要との国の指導もあり、専門家にアドバイザーとして関わって頂くこととした。また、地

元の要望により研修先を県外から高知県に変更をしたこと。３００万円のソフト事業の中で、必

要とするものに予算の組み替えを行ったということ。」でありました。伝統文化施設費では、内子

座創建１００週年記念式典の予算として、参加者１５０名への記念品、記念切手シート、宇崎竜

童、阿木耀子ご夫妻や竹本嶋太夫さんなど、ゲスト４名分の旅費などを含め、９９万９，０００

円が予算化されています。なお、竹下景子夫妻については、まちづくり応援団として別に予算化

されているということであります。以上、各課から補正予算の説明、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１０１号」については、原案のとおり可決すべきものと決定

しましたので、ここにご報告申し上げまして、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（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。 

 次に、山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（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。議案第１０１号「平成２７年

度内子町一般会計補正予算（第３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１０１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いたします。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、土木費、災害復旧費であります。歳入については、歳出ととも

にご報告いたします。 

主な歳出予算ですが、４款衛生費においては、予防費として、高齢者のインフルエンザ接種に

ついて、２７年度から３価ワクチンから４価ワクチンに変更となり、当初の値段３，８９２円か

ら５０８円アップとなったことから、４，５３２人分として、２３０万３，０００円が増額補正

されています。委員から「子どものインフルエンザは１人６，０００円程度かかり、子育て中の

家庭にとっては大きな負担となっているが、補助の検討はしないのか。」との質問に、「高齢者の

みの補助であり、検討する予定はない。」との答弁がありました。６款農林水産業費では、農業振
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興費において、町単独で行っているハウス等の施設整備の補助金を、今年から補助率、並びに補

助限度額を引き上げたことにより、１２月 1 日現在で２３件の要望が出ており、今後も８件程度

の申請が予想され、当初の７００万円では不足するため、３００万円を追加補正し農家の要望に

応えたいとするものです。ビニールハウスや柿、ぶどう、キウイの棚施設の整備がなされていま

す。また、内子町では、シャインマスカットの産地化を図っているところであるが、ブドウを長

期貯蔵することにより、出荷最盛期の価格の低下を抑制でき、年末の需要期に販売することによ

り高単価を目指すとして、事業費３８０万円でシャインマスカットの冷蔵施設を整備するもので

す。県の補助金、事業費の３分の１、１２６万６，０００円、町からは事業費の６分の１、６３

万３，０００円を合わせた、１８９万９，０００円を愛媛たいき農協に補助します。委員から、

「ピオーネや巨峰でもＯＫか。全国でも同じような事例はあるのではないか。」との質問に、「他

の品種も検討しているが、まずシャインマスカットからスタートする。全国での事例はある。他

の産地もしているので、早く行いたい。生産量２０トンのうち５トンを冷蔵する。」との答弁があ

りました。また、林業振興費として、乾燥たけのこの生産拡大を目指し、作業道や生産・加工機

材の補助金として５０万円を予算化しています。委員から、「２７年度の実績からして、１．５ト

ンの目標であるが、生産体制の広がりはどうか。」との質問に、「竹林面積は県内で４番目、大洲

市が 1 位である。県全体で竹林整備も兼ねてやっていこうとしており、しいたけ乾燥機もあり、

しいたけのあとの、４月、５月にたけのこ乾燥として続けて出来るとし、推進をしている。生産

見込みはまだわからない。」との答弁でありました。また、放置竹林や単価の問題、他の農林産物

についても、営業努力を求める意見が出されました。１１款災害復旧費においては、農地、農道

など６件の農業施設災害復旧費として、県補助金３７２万５，０００円を見込み、５５７万２，

０００円が予算化されています。以上、各課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１０１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行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長席にお戻り下さい。 

これより、「議案第１０１号」について討論を行います。 

〔「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１０１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。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１０１号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第３号）について」は、委

員長報告の通り可決されました。 

 

日程第１９ 議案第１０２号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
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について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１９ 議案第１０２号 平成２７年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（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１０２号「平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について」審査の

結果をご報告申し上げます。審査結果については、議案第１０２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１

０２号」は、歳入歳出予算の総額に変更はなく、総額２５億５，６９８万円とするものです。介

護サービス事業の利用者数の増減を考慮し、居宅介護サービス給付費を１，４９７万６，０００

円、地域密着型介護サービス給付費を１，０００万円減額するとともに、施設利用者が増加した

として施設介護サービス給付費を１，５００万円増額しています。委員から、「施設利用者の増加

は、在宅から施設への移行があるのか。」との質問に対し、「移行している。当初の見込みから月

１２件ほど増加しており、３０７件程度の利用である。また居宅は、見込みより月２８件程度減

少しており、１，０６０件程度である。」との答弁がありました。また、「老老介護の状況や、認

知症については介護度が低い状況で、施設には入れない事例がある。予防的なものとして、宅老

所的なものがあれば良いという声に対して、町はどう考えているか。」との質問いに対し、「認知

症の介護度は上がっている。老人クラブやサロンへの外出への取組みなどを強化していく。」との

答弁でありました。「特別養護老人ホーム等の待機者数」についての質問に対し、「神南荘、みど

り苑において、２５０件の待機者数となっているが、ダブって申込されている方、死亡されてい

る方や、他の施設等に入居されている方を整理した結果、現在４１名の方が居宅におられる。今

後毎年、定期的に調査し包括支援センターで管理していくこととした。」との答弁がありました。

採決を行った結果、「議案第１０２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行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長席にお戻り下さい。 

 これより「議案１０２号」について討論を行います。 

〔「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１０２号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。 

 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１０２号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２０ 議案第１０３号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２０ 議案第１０３号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について委員長報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（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１０３号「平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について」審査の

結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第１０３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。「議案第１０３号」は、歳入歳出予算の総額に変更はなく、総額

６億１，８１６万円とするものです。歳出において、各簡易水道施設の水道メーターが使用期間

満期切れとなることから、水道メーターを購入するための予算の組み換え、また、予備費を減額

し、メーター交換委託費５８２万６，０００円、簡易水道会計が３月３１日で打ち切り決算とな

ることから、年度内に各簡易水道組合に決算還付金を支払うための交付金１，０００万円を予算

化しています。委員からの質疑はなく、採決の結果、「議案第１０３号」は、原案のとおり可決す

べきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長席にお戻り下さい。 

 これより、「議案第１０３号」について討論を行います。 

〔「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１０３号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。 

 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１０３号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第２１ 議案第１０４号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号） 
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について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２１ 議案第１０４号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予

算（第２号）について」を議題とします。 

本案について委員長報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（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１０４号「平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」審査の結果を

ご報告申し上げます。審査結果については、「議案第１０４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いたします。収益的支出については、営業費用で、

統合に係る事務処理のため時間外手当、共済組合負担金に７５万円の追加予算。また、資本的支

出においては、富中地区配水管布設工事ポンプ室用地費として３２㎡、６万１，０００円を補正

しています。委員から、「未収金の内容と、水道ストップについて」質問があり、「３月３１日の

時点で水道料金が入っていないものを未収金としている。また、水道料金が３カ月未納の場合、

給水停止通知を出す。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第１０４号」は、原案のとお

り可決すべきものと決定致しましたので、ここにご報告を申し上げ、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行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長席にお戻り下さい。 

 これより「議案第１０４号」について討論を行います。 

〔「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１０４号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。 

 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１０４号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」は

委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２２ 受理第 ６号 伊方原発３号機の再稼働前に、３０キロ圏内自治体の承認と、

住民説明会を求める意見書に関する請願書 

○議長（池田洋助君） 「日程第２２ 受理第６号 伊方原発３号機の再稼働前に、３０キロ圏

内自治体の承認と、住民説明会を求める意見書に関する請願書」を議題とします。 

 請願の内容については、配布しております請願の写しの通りであります。 
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 お諮りします。「受理第６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６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、才野俊夫議員に趣旨説明を求めます。 

 才野俊夫議員ご登壇願います。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） それでは、去る１１月１６日に内子町議会議長に提出致しました、伊方

原発３号機の再稼働前に、３０キロ圏内自治体の承認と、住民説明会を求める意見書に関する請

願書を提出致します。紹介議員として、請願の趣旨を読み上げます。 

 私たちは、全国の自治体議員が党派を超えて手を結んだ「伊方原発再稼働に反対する全国自治

体議員の会」です。 

 四国電力伊方原子力発電所３号機に関し、山下和彦伊方町長は、１０月６日の再稼働推進の町

議会決議を受け、１０月２２日に愛媛県知事に再稼働への同意を表明。中村時広愛媛県知事は、

私たち全国自治体議員１８７名の請願を含む再稼働反対請願５３件を否決した１０月９日の県議

会決議を受けて、１０月２６日に四国電力佐伯勇人社長に伊方原発の再稼働同意を伝えました。

伊方原発３０キロ圏内自治体は、四国電力が原発機器の詳細設計認可などの審査手続きを経て、

年明け以降に再稼働する重大な事態を迎えています。 

 原子力災害対策指針は東京電力福島第一原発事故後、原発から３０キロ圏内にある自治体にも

避難計画の策定を義務付け、該当する市町村は全国で１６０にのぼります。福島原発事故の被害

状況を見れば、３０キロ圏内はもとより、５０キロ圏内を超える飯舘村においても全村避難が続

いており、チェルノブイリでは３０キロ圏が立ち入り禁止区域に設定されている状況です。 

 それにもかかわらず、国による地元同意の対象についての公的な枠組みがなされないまま、伊

方町と愛媛県の同意だけで再稼働手続きが終了したと判断され、四国電力は再稼働に向かってい

ます。国・県・四国電力は、貴自治体の町会や商店会、業界団体代表の限られた方たちに説明し

ただけで、住民の不安を解消するような公開討論会を開いていません。伊方町の住民アンケート

調査、こちらでは、２０１５年９月１１日となっておりますが、最近の１２月１６日現在の集計

では５３．２％が反対。２６．６％が賛成。愛媛新聞の世論調査、２０１５年３月１１日号では、

県民の６９．３％が再稼働に否定的な意見、肯定的な意見は３０．８％という結果からも住民は

納得していません。 

 佐多岬半島の原発西側に住む約５，０００人の住民が避難するのは極めて困難です。避難計画

が不備なまま、３０キロ圏内６自治体が再稼働を承認することはできません。 

 住民の命と暮らしを守る責任がある私たち全国の自治体議員は、伊方原発の３０キロ圏内にあ

る自治体と議会がその責任を果たすよう求め、以下の点を要望します。 

 請願項目 

内閣及び原子力規制庁など国の関係機関、愛媛県と四国電力に対し、 
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一つ、３０キロ圏内自治体の避難計画に実効性がなく、住民の安全を確保できない中での再稼

働は見直すこと。 

二つ、伊方原発３号機再稼働前に、３０キロ圏内自治体に再稼働の承認をとること。 

三つ、再稼働前に、３０キロ圏自治体で公開住民説明会を開くこと。 

以上、国の関係機関及び県知事に意見書の提出、四国電力には要望書の提出を求めます。 

なお、追加としまして、昨日発行の月刊誌では、小泉純一郎元首相は、原発再稼働はすべきで

ないと明言されています。伊方原発近隣地域住民の気持ちを組んでいただき、伊方原発３号機の

再稼働前に以上、上げました請願項目を確実に実施されることを要望致します。以上のとおり請

願の趣旨を述べました。議員各位に置かれましては、請願の状況をよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○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） 先ほどの才野議員の説明の中でですね、ごく最近、賛成が５３％とい

うような話がありましたが、その調査っていうのはおそらく伊方町でやってたのを、愛媛新聞の

昨日の記事ですかね、出てました。３，５９１戸を対象にアンケート調査をしたと。そのうち回

答があったのが１，４２６。約４割弱のアンケート対応、４割弱の半数強いうことは、２割強の

人が再稼働にも反対であるし、住民説明会を開かないとだめだという判断を下されたというふう

に私は、数字的にも受け止めておるわけですけど、新聞とかその他の説明でよく見出しで大きく

反対が５３とかいうふうな書き方。その現実的には、アンケートの回答率が半数以下というふう

なことが多々あるわけですが、その辺の数字の捉え方としては、どのように考えられてこういう

請願を上げられておられるのかという点を聞いておきたいと思います。 

○９番（才野俊夫君） お答えします。このアンケート調査は今年の２月からですね、数名の個

人の方がですね、１軒、１軒回ったということを聞いております。ただ空き家等が７４８戸、８

００弱あったということも報告をされております。当然、日中にお伺いしますので、不在のとこ

ろも結構あったと思います。この場合ですね、今回の場合には、必ずお会いしてアンケートをい

ただくと。ポスティングではしてないということで、結果的に１２月６日現在でこのような結果

になっておるということで、１００％うんぬんということはなかなか無理だろうと思うんですが、

一応そういうふうな出来るだけの努力をされてこういう結果になったというふうに伺っておりま

す。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ございませんか。 

○２番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○２番（大木 雄君） 関連になるんですけれども、このアンケートの手法としてはどのような

方法がとられたのでしょうか。反対者のみの意見を強力に述べたアンケートの結果でしょうか、

それとも賛成にはこういう意見があるというふうなことも申し添えた上での結果でしょうか。 

○９番（才野俊夫君） お答えします。アンケートには賛成も反対もどちらとも言えないという

方が数多くありました。賛成意見はですね、家族親族が原発で働いている。安全面は安全に稼働

されていると思う。地域の経済に貢献されている。化石燃料では将来にエネルギーに対して問題
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がある。地球環境問題を考えて自分は賛成した。出来ているものは、しょうがない。という方も

おられました。原発が出来てそれの恩恵を受けてきた、だから賛成だ。というのが賛成意見であ

りました。反対意見としてはですね、万が一の事故の時の逃げ場がない。事故が起こった場合に

最終的な補償が期待できない。それとですね一番多かったのが、子々孫々にまで迷惑がかかると

いう気持ちが多かった意見です。それと原発事故に対して、現実、福島原発事故に関して、終息

はしていないという心配ということです。それと、核のごみ等についてですね、処分方法も処分

地もまだ決まってはいないではないか、だから反対だ。それと現在、電力、電気は足りている。

これからは、再生可能エネルギー、資金・動力を尽くすべきではないかと。それともう一つ意見

があったのは、反対意見としてですね、住民投票をぜひしてほしいというふうな反対意見がござ

いました。以上です。 

○２番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○２番（大木 雄君） その反対者、賛成者の意見でなくて、取り方なんですよね。アンケート

をお願いに行った時に反対意見だけ述べた取り方をしたのか、賛成意見も述べた、要するに討論

会をしてくれと言われる、討論会ですよね、そういった時の両方の意見を提示して賛否をとった

のかどうかということをお聞きしたいんですが。 

○９番（才野俊夫君） 先ほども述べましたようにですね、面接方式で、必ず面談で書面でお願

いしたということで面接方式です。それと先ほどの賛成意見、反対意見も述べましたように、そ

れぞれの意見を着実に聞いておるということで、アンケートを取らせていただいた町民の方の意

見を公平に公正に出された結果が今回の結果のように伺っております。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 才野俊夫議員、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。 

○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） 私はこの請願に反対の立場で意見を述べます。今回出ました請願でござ

いますけれども、９月定例議会で当議会でも審査をしました。趣旨的に重複をしているというふ

うに思います。また、四国電力においては少人数でもまたどこででも、十分な丁寧な説明をする

というふうなことを言われております。よって、それぞれの組織において、説明会を設けて頂く

方法もあるんではないかというふうに思います。よって、私はこの請願は不採択とするものと思

います。皆様方のご賛同をよろしくお願いします。 

○議長（池田洋助君） 次に、本請願に賛成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） 賛成の立場で討論を行います。ただいま、泉議員の方から９月議会に

出た請願と重なるものであると。それから四国電力が丁寧に説明をするということがどうも反対
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の主な理由のようであります。しかし今、ここで出されておりますのは、３０キロ自治体の避難

計画について実効性がなく、住民の安全を確保できない中での再稼働を見直すこと。このことは

先般行われました、避難訓練についても、どのマスコミ報道見ましても、限られた人数でやって

おられまして、このような状況の中で、本当に地域住民が避難できるのかと。疑問であるという

声が非常に多くあったように思うわけでございます。先程、この問題とあわせてでありますが、

先ほど才野議員の方から趣旨説明で出されましたように、原発立地町であります伊方町の住民で

さえも、非常にそういう点では山崎議員から言われた、このアンケートに回答をした人というの

は２割程度ではないかという意見でありますが、私はどの世論調査においても、全員がというよ

うなことはございません。やはり、その中で出てきた回答というのは、やはり最大公約数的な物

が出てきていると思うんであります。特に、この伊方でのこのアンケート調査というのは、実際

に反対、賛成の方たちの意見を聞きながら、やられたと私は聞いております。そういう点では、

非常に町民の率直な声が出てきていると思うんであります。それと同時に、今回の各自治体での

知事に対する意見やその中で出てきたのは、議会が賛成をしたと。この事が町民の自治体内の中

の声をちゃんと集約しているというようなことが言われてきましたけれども、我々議員選挙の時

に、この伊方原発の是非を問うような事を言って、選挙をやれた議員があったのかどうなのか。

この内子町でもそれが問われていると思うんであります。そういう視点から見ましても、これは

やっぱし住民の声を聞く、そういう対応をしてほしいという、この請願の中身というのは、非常

に重視をされるべきだと思うわけであります。そういう立場から、特にこの伊方原発の問題で言

いますならば、福島原発のあの事故原因が定かでない、何が原因であったのかということが明ら

かになってない中での再稼働に向けての進め方であります。それともう一点、伊方原発のちょう

ど真ん前には、世界でも最大級と言われる中央構造線が走っておりまして、もし、この地域で地

震が起こるならば、これは非常に重大な事故になるのではないかと。これは高知大学の岡村教授

が、これは地震に対しては、非常に権威のある学者でありますが、その方ですら、もしあこで地

震が起きたなら、もう原発の停止をする棒を挿入する間が絶対ないだろうというような状況中で

ありますから、そういう問題を本当に検証をしていく。そのことも非常に求められていると思う

んであります。拙速な再稼働に向けての今の愛媛県知事や、それぞれの自治体の首長さんが、知

事にその判断を委ねられたその対応というのは、やはり住民は、私は１００％支持はされんだろ

うと思います。八幡浜での住民投票に向けてのあの署名活動が先般終わりましたけれども、そこ

で１万人以上の方々が我々住民の意思を汲む、これは賛成反対どちらの立場の方もそういう形で

やってほしいと、住民投票にしてほしいという声が出ておったわけでありますが、そういう立場

からしましても、この請願については、やはりこの決議をして県や国、それから四国電力に対し

ての要請というのは、当然やるべきではないかと。このことは我々議員、町民の安全・安心を委

ねられた議員の責任ではないかというふうに思うんであります。そういう立場から本請願は採択

すべきと考えまして、賛成を致します。 

○議長（池田洋助君） 他に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。 
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 これより、「受理第６号 伊方原発３号機の再稼働前に、３０キロ圏内自治体の承認と、住民説

明会を求める意見書に関する請願書」の採決に入ります。請願受理第６号を採択することに賛成

の議員は起立を願います。 

〔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６号 伊方原発３号機の再稼働前に、３０キロ圏内自治体の承認と、住民

説明会を求める意見書に関する請願書」は不採択とすることに決定しました。 

 

  日程第２３ 受理第 ７号 ＴＰＰ交渉「大筋合意」は撤回し、調印・批准しないことを求

めることについて 

○議長（池田洋助君） 「日程第２３ 受理第７号 ＴＰＰ交渉「大筋合意」は撤回し、調印・

批准しないことを求めることについて」を議題とします。 

請願の内容については配布しております、請願書の写しの通りであります 

 お諮りします。この請願については、産業建設厚生常任委員会に付託して閉会中の継続審査を

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、「受理第７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して閉会中の継続調査とするこ

とに決定しました。 

 

  日程第２４ 受理第 ８号 政府による米価下落対策を求めることについて 

○議長（池田洋助君） 「日程第２４ 受理第８号 政府による米価下落対策を求めることにつ

いて」を議題とします。 

請願の内容については配布しております、請願書の写しの通りであります 

 お諮りします。この請願については、産業建設厚生常任委員会に付託して閉会中の継続審査を

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、「受理第８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して閉会中の継続調査とするこ

とに決定しました。 

 

  日程第２５ 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２５ 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。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、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２６ 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２６ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題としま

す。各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調

査したい旨、申し出がありました。 

 お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とするこ

とに、決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

 会議を閉じます。 

 稲本町長、ご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） 議員の皆さん方におかれましては、本定例会にご出席を賜り、提案致し

ました案件に慎重審議下さいまして、適切にご判断いただきました。誠にありがとうございまし

た。今、私たちは簡易水道の統合等にみられますように、大きな時代の変化の中にありまして、

これらをしっかりと受け止めながら対応して参りたいと考えておりますので、今後とも議員各位

のご指導、ご協力賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。年末でございます。何かとご

多用の時期を迎えておりますが、健康には十分ご留意下さいまして、引き続きご活躍下さいます

よう、ご祈念を申し上げ、閉会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。誠にありが

とうございました。 

○議長（池田洋助君） 以上をもちまして、平成２７年１２月、第８２回内子町議会定例会を閉

会します。 

 

午後 ３時４５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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年月日 
議決結果 

議案 

８６ 
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平成 
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平成 
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原案可決 

議案 

８７ 
内子町介護保険条例の一部改正について 

平成 
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平成 
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原案可決 
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内子町国民健康保険税条例の一部改正について 
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平成 
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９１ 

内子町水道事業の設置等に関する条例の一部改正に

ついて 
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平成 

27.12.3 

平成 
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原案可決 

議案 
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内子町簡易水道等施設条例の一部改正について 
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平成 
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原案可決 
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について 

平成 

27.12.3 

平成 

27.12.11 
原案可決 
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平成 
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平成 

27.12.11 
原案可決 

議案 
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平成 
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