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平成２８年３月第８３回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２８年 ３月 ３日（木） 

○開会年月日   平成２８年 ３月 ３日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１４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         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   ６番  山 本   徹 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     農業委員会会長  上 岡 孝 光 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

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

 

○議事日程（第 １号） 

平成２８年 ３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 

日程第 ４ 招集あいさつ及び平成２８年度施政方針 
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日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 平成 27請願 

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（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

日程第 ７ 平成 27請願 

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 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

日程第 ８ 報告第 １号 専決処分の報告について 

日程第 ９ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

日程第１０ 議認第 １号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例について

の専決処分の承認を求めることについて 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１０ 

 

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、山本 徹議員から提出

されております。 

ただ今から、平成２８年３月第８３回内子町議会定例会を開会致します。本定例会には、地方

自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育委員会の委員長、代表監査委員及び農業委員

会の会長の出席を求めております。また、説明員として、出席通知のありました者は、副町長、

教育長及び各課長、班長等の１８名であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（池田洋助君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１番久保 美博議員、

２番森永 和夫議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち、会期決定の件を

議題とします。 

本定例会の会期は、去る２月２５日開催の議会運営委員会において協議され、本日から１８日

までの１６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３月１８日までの１６日間に決定しました。 

なお、本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第１号のとおりでありま

す。 

 



平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

- 3 - 

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 招集あいさつ及び平成２８年度施政方針 

○議長（池田洋助君） 「日程第４ 招集あいさつ及び平成２８年度施政方針」を町長より受け

ることにします。 

 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 本日、ここに平成２８年３月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ

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

ざいます。本定例会に、町長として提出いたします案件は、報告２件、議認１件、条例の制定・

改正１８件、指定管理者の指定１件、議決を要する計画２件、当初予算８件、補正予算１０件の

合計４２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申し上げます。 

それではまず、平成２８年度における町長としての施政方針を述べさせていただきます。 

昨年、１１月２７日に閣議決定された「平成２８年度国の予算編成の基本方針」によれば、「経

済・財政再生計画」の着実な推進と「一億総活躍社会」の実現、ＴＰＰを踏まえた対応を基本的

な考え方とする一方で、東日本大震災からの復興を加速するとともに、我が国財政の厳しい状況

を踏まえ、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを引き続き手を緩めることなく推進し、

地方においても、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進めるとしております。そのような

国の取り組みの中で、内子町における平成２８年度一般会計予算につきましては、「第２期内子町

総合計画」に沿った施策展開を行いうる弾力的な財政体質を確立するため、徹底してスリムで効

率的な執行を図るとともに、「選択と集中」により健全財政を最優先に考え、前年度に引き続き、

さらに多くの町民、団体、企業が互いに力を合わせ、協働しながら、内子らしいまちづくりに取

り組んで参りたいと考えており、プロジェクト１０をはじめとする基本計画や、今年度策定する

「内子町まち・ひと・しごと総合戦略」に沿った事業の確実な推進を図るとともに、私の公約で

ある「子どもたちに夢を」、「お年寄りに安心を」、「働く人に元気を」の実現と、重要施策として

掲げている「町の経済力をつける」「安全・安心のまちづくり」「小規模高齢化集落対策」に積極

的に取り組むための予算編成としております。また、今後において、防災無線のデジタル化やＩ

ＣＴ技術を活用するための情報基盤整備、内子運動公園施設の改修、老朽化した自治会館や集会

所の改修・耐震化、内子座の改修・耐震化、道路・橋梁の長寿命化、水道事業の健全な運営など、

喫緊の課題に向けた計画的かつ確実な事業推進を図るための予算を確保する一方で、外部人材活

用の面では、地域おこし協力隊や、子ども達の英語力を高めるためのＡＬＴの増員、きめ細やか

な移住・起業支援の面では、行政だけでなく、民間を巻き込んだ仕組みづくりを進める必要があ

るなど、新たな行政課題もありますが、小中学校の耐震化が峠を越えましたので、平成２８年度
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内子町一般会計当初予算（案）は、歳入歳出それぞれ、８９億３，０００万円となり、予算規模

は今年度当初予算と比較して、４億５，０００万円、４．８％の減額となっております。一般会

計当初予算に充当いたします財源は、国庫・県支出金が１２億５２２万１，０００円、地方債３

億３，０００万円、その他特定財源６億９，１８０万９，０００円、一般財源６７億２９７万円

でございます。なお、現時点で国・県の内示が出ていない事業については当初予算には計上せず、

今後の補正予算で計上していく予定でございます。 

さて、平成２８年度は、南予地域を舞台に３月２６日から１１月２０日まで「さとに憩い、人

に和む、えひめ南予の、いやし旅」をキャッチフレーズに「えひめいやしの南予博２０１６」が

開催されます。愛媛県と南予９市町に伊予市を加えた実行委員会により実施されるこの観光イベ

ントは、一つ目に、交流人口の拡大と実需の創出による経済効果、二つ目に、南予応援団・南予

のファンづくり、三つ目に、南予のチャレンジ精神の喚起を目的に開催され、南予の観光客を、

対２６年度比２６万人増の年間８００万人に、８０以上の地域の自主的な観光プログラムの育成

を指標としております。３月２６日には八幡浜市と伊方町において、オープニングセレモニーが

開催され、その後は、実行委員会で実施される広域コアイベント、各市町において実施される地

域コアイベント、さらに自主的プログラムなど２５０を超える様々なイベントが期間を通して繰

り広げられます。内子町におきましても、地域コアイベントとして、内子座創建１００周年記念

公演のほか、内子座創建１００周年に併せて１００年前の町並みを表現する内子時代祭り、内子

座文樂２０周年を記念して、まちづくり応援大使の竹下景子氏と文楽出演者との対談などを予定

しております。加えて、内子グリーンツーリズム協会などの各種団体等による１１の自主企画プ

ログラムが予定されております。地域コアイベントにも位置づけられております、内子座創建１

００周年記念公演では、まず３月１３日に狂言師の野村万蔵さんや南原清隆さんを迎えての現代

狂言をおこないます。これについては、既にチケットは完売となっております。４月２９日には、

合併１０周年の記念式典でも落語をご披露いただきました立川志の輔氏の独演会はすでに完売致

しております。８月２０日、２１日には、第２０回内子座文楽公演、１０月２９日、３０日には、

大蔵流狂言師、茂山千三郎さんと、和泉流狂言師、野村万蔵さんによる東西狂言の競演などを予

定しております。 
次に、林業６次産業化の取り組みでございますが、内子町には、農林業や伝統産業など、固有

の人材、技術力を背景とした内子ならではの価値を創造していく力がありますが、総体的に高齢

化や後継者不足の課題を抱えております。今後、林業を主とする「山間地」と商工業を主とする

「市街地」とが連携することで、森林の健全な運営、伝統産業の復興、個々の古民家の整備を通

じた町並みの保存を継承し、分野を超えた人材や技術の交流、「町並み・村並み・山並み」の観光

資源との融合など、産業間連携の機会を創出し、移住者の増加や、内子ならではの新産業が育つ

循環型のまちづくりを目指したいと考えております。ご承知のように内子町は、古くから木蝋の

生産によって栄えた町でもあり、町並み保存地区をはじめとした歴史的建造物を数多く有してお

ります。こうした建造物の維持・保存は、多くの大工や左官の方々の技術に支えられており、そ

の技術が継承できる環境づくりも積極的に行っていく必要があると感じています。町の面積の約

８割を占める森林は、町にとってかけがえのない地域資源です。この資源を活用し、林業の６次

産業化により、豊富な資源を余すところなく活用する仕組みづくりが必要であり、今回の補正予
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算にその調査費の計上を行っております。一つ目は、産地全体のブランド化や生産体制の構築を

図り、新たな住宅や木製品の企画開発や加工販売、マーケティング等を行う「内子町版地域商社」

設立のための調査であります。二つ目は、内子ならではの町並みを保存継承していくため、重要

文化財に至らない「古民家等」が、現状の意匠デザインを維持したまま改修・増築を図るための

調査であります。三つ目には、内子町の伝統的技術・意匠・原材料を最大限生かした、内子なら

ではの「内子の家」のモデル設計と、その販売手法及び体制構築のための調査であります。これ

らの調査結果をもとに、林業の６次産業化を進め、内子ならではの新産業が育つまちづくりを目

指したいと考えております。 

また、平成２８年度は、いよいよ防災無線のデジタル化事業に本格的に取り組みます。予算に

つきましては、交付金が確定する６月補正予算に計上する予定としております。老朽化している

現在の防災行政無線を、アナログ方式からデジタル方式に切り替えるため、昨年度から計画的な

整備に向けた取り組みを進めて参りました。今年度末には詳細な実施設計ができあがりますので、

平成２８年度より工事を着工致しますが、事業規模も大きく、巨額な費用を必要とすることから、

入念な事前調査を行うとともに、国の交付金等の財源を充てながら、デジタル化事業の実施にむ

けて、今後とも計画的かつ効率的な移行を追求し、整備に向け取り組んで参ります。 

その他にも、「笑顔をつなぐえひめ国体」リハーサル大会や、運動公園、公営住宅等の改修、大

分県中部地域との連携・交流事業など、大きな大会や施設改修、新規事業が目白押しでございま

す。これら一つひとつを確実に実施していくために、引き続き議員各位のご理解とご協力をお願

い致します。 

続いて、当面する事務事業等についてご報告を申し上げます。ご報告いたします内容は、内子

座創建１００周年記念式典について、デマンド・バス全町域運行開始と道の駅への貨物輸送につ

いて、簡易水道の上水道統合について、姉妹都市盟約５周年記念事業「ローテンブルク市訪問事

業」について、「内子町のまちづくり」愛媛出版文化賞受賞についての５件でございます。 

はじめに、内子座創建１００周年記念式典についてご報告致します。２月２０日に内子座創建

１００周年を記念して、愛媛県知事、地元選出国会議員、県議会議員の皆様をはじめ、町内外こ

れまで内子座の保存・活用に関わってこられた方々、それに全国芝居小屋会議のため、全国各地

から来られた関係者を加えた約２００名にご出席いただき、内子座において記念式典を、共生館

において祝賀会を開催致しました。議員各位におかれましても、この記念式典・祝賀会にご出席

を賜りましたことに対して、改めて感謝申し上げる次第でございます。この記念式典においては、

内子座の保存のためご貢献いただきました４名の方に、感謝状を贈呈させていただきました。ま

た、内子座の活用でご貢献いただいた方へ功労者表彰を行いました。創建１００周年という大き

な節目を迎えられたことを幸いに思うと共に、１００年前に内子座を建てられた方々、内子座の

復原に関わられた方々、内子座を活用するためにご尽力をいただいた方々など、内子座に関わっ

てこられた多数の方々へ、深く感謝の意と敬意を表するものでございます。大規模改修と耐震化

という大きな課題を抱えてはおりますが、昨年７月には国の重要文化財に指定され、次の１００

年に向けて良いスタートがきれたと考えております。併せて、式典前の２月１５日には、創建１

００周年記念誌として、「内子座 地域が支える町の劇場の１００年」が発行されました。内子座

のこれまでの歩みや内子座の学術的な特徴などが書かれております。この１冊で内子座のことが
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わかる読み易い本でございます。記念式典に参加された皆さんに贈呈させていただいておりまし

たので、お読みいただければと思います。なお、町内書店や全国の著名な書店で購入できますの

でご周知いただければ幸いでございます。記念式典の翌２１日には、内子座創建の柿落とし公演

で行われた、淡路島の吉田傳治郎一座の流れを汲む淡路人形座の公演を行い、１００年前の再現

ということで、３３０名程の方々にご観劇をいただき好評を博しました。また、式典・祝賀会と

同じ２月２０日から２１日かけては、内子座のような芝居小屋を持つ全国の関係者や個人で組織

されております「全国芝居小屋会議 内子会議」を開催し、次年度の事業計画として芝居小屋相互

の交流、資料の交換、共同パンフの作成や機関紙・ホームページの作成などを行うことが決定さ

れ、各地の芝居小屋の現況、問題点など、意見交換が行われましたことを併せてご報告致します。 

 次に、デマンド・バス全町域運行開始と道の駅への貨物輸送についてご報告致します。過疎化・

高齢化が進行する地域であっても、高齢者の皆さんが安心して生活できるよう、内子町総合計画

において、小規模・高齢化集落対策「絆の里づくり」事業の一貫として、町営バスの運行方式を

見直し、軒先から病院等を直接結ぶ「ドア toドア」のデマンド方式に、平成２２年より移行を開

始し、年次整備を進めて参りました。本年４月より、内子地区の「満穂地区」と「立川地区」に

おいて運行を開始する運びとなり、長年、取り組んで参りました町内全域における交通網の再編

が完了するところでございます。また、かねてより、山間地域において運送手段がない、運転に

不安があるといった高齢者が、野菜や加工した農林産物等をデマンド・バスで運送できるよう国

に要望しておりましたが、乗客の利用予約がない場合でも運送することが可能となりました。こ

れにより、少しでも高齢者の皆さんの生きがいと所得向上につなげたいと考えております。今後

は、利用状況を調査し、実態に即した運行ができますよう更に改良を加え、公共交通空白地域の

解消に努めるとともに、地域の公共交通として利用していただける運行・運営に努めて参ります。 

次に、簡易水道の上水道統合についてご報告致します。現在、個々の簡易水道は高齢化等様々

な不安要素を抱えており、現状のままでは、安全・安心な水を安定的に供給出来ない状況を招く

恐れがあります。そのため、本町では、簡易水道の上水道への統合による経営の効率化や、経営

基盤の強化を進めて参りました。平成２４年度から五十崎簡易水道が上水道へ統合し、内子及び

小田地区の１４簡易水道についても、平成２８年度から統合致します。その結果、給水人口は１

万４，０００人となり、町全体の上水道の占める割合は８０％を超えることになります。なお、

今後の水道料金については、３つの料金体系により実施し、最長５年間の激変緩和措置を講じ、

平成３３年度に統一致します。また、平成２８年度水道事業会計当初予算については、新規に加

わる簡易水道分も予算計上しておりますので、よろしくご審議をお願い致します。今後は、第２

期内子町総合計画のテーマである満穂地域水道事業の早期完成、管理体制の確立、施設修繕及び

更新計画の作成、水道料金の適正化等に取り組み、経営の効率性や透明性の向上、経営基盤の強

化に努めて参ります。 

次に、姉妹都市盟約５周年記念事業として取り組む「ローテンブルク市訪問事業」についてご

報告いたします。今年は、ドイツ・ローテンブルク市と２０１１年、平成２３年に姉妹都市盟約

を締結してから５年、出会いから３０年の節目にあたります。１９７０年代から町並み保存運動

に取り組んでいた内子町が、第２次世界大戦において中世の歴史的景観の約４０％が破壊され、

積極的に復元事業に取り組んだことにより、世界一美しい町並みとして有名となったローテンブ
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ルク市の当時の市長を招き、歴史的景観保存によるまちづくりを学ぶため、１９８６年、昭和６

１年に内子座で「内子シンポジウム‘８６」を開催致しました。このシンポジウムをきっかけに

両市町間の親密な交流が始まりました。このような節目となる今年は、先の１２月定例会におい

てご報告しましたように、３月２１日から２６日の日程でヴァルター･ハルトル市長を団長とする

３２名の大訪問団が来町されますが、先般、私にハルトル市長から、議長と一緒に５月の聖霊降

臨祭にあわせてローテンブルク市を訪問してほしい旨の案内状が届きました。ちょうど、内子町

国際交流協会プランナーの皆さんが訪問を計画されていましたので、連携して姉妹都市盟約５周

年記念事業「ローテンブルク市訪問事業」を、５月８日から１７日の日程で実施することと致し

ました。この事業は、ローテンブルク市の新たなまちづくりを学ぶことを目的に、私を団長に、

議長及び議員、町民、国際交流協会プランナーや通訳等の総勢１９名で訪問することとなります。

市長や市議会の表敬訪問、聖霊降臨祭への参加、学校訪問や都市開発計画を学習する予定でござ

います。なお、この事業に要する費用を、本定例会の２８年度当初予算として上程しております

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、「内子町のまちづくり － 住民と行政による協働のまちづくりの実践」が、第３１回愛

媛出版文化賞・第１部門（研究・評論）を受賞したことについてご報告致します。愛媛出版文化

賞は、愛媛の出版文化、地域文化の発展に寄与することを目的に１９８５年に創設されました。

その第１部門（研究・評論）に、この度、松山大学経済学部、鈴木茂教授と内子町長の共著によ

る「内子町のまちづくり － 住民と行政による協同のまちづくりの実践」が選ばれ、１月１９日

に愛媛新聞社において表彰式が行われました。「内子町のまちづくり」は、松山大学において学生

に対し、町職員が講義した内容を取りまとめたもので、まちづくりの歴史や農林業、自治会制度

など１０章から構成されています。議員各位をはじめ、町民の皆様には、ぜひお手にとっていた

だきたいと思います。 

以上、新年度に向けた町長としての施政方針を述べ、併せて５件のご報告をさせていただきま

した。施政方針でも述べましたように、平成２８年度も引き続き、内子町総合計画に基づき、町

民の福祉の増進のため、選択と集中による事業・施策を展開して参りたいと考えております。議

員各位におかれましては、今後ともご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げ、町長として

の招集あいさつ及び施政方針と致します。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 以上で、招集あいさつ及び平成２８年度施政方針を終わります。 

 

日程第 ５ 一般質問 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 一般質問」に入ります。質問は、通告により一括質問、一

括答弁を行い、再質問から一問一答とします。議員の発言時間は、会議規則第５６条第１項の規

定により４０分以内とします。発言残り時間は、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。 
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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。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） それでは、３月議会に当たり通告した質問を致します。 

さて、この３月議会は、新年度の予算を審議する重要なものです。予算編成に当たっては、住

民の皆さんの暮らしや子育て支援、福祉の充実など町民要望の実現を目指すことが重要と考えま

す。また、内子町の最上位に位置する計画である「総合計画」が策定されて２年目です。「基本構

想」の考え方を体現する重要施策の「プロジェクト１０」が計画通り進められているのかをしっ

かりとチェックしていくのも議員の役割と考えます。私は、この「総合計画」自体が、まだまだ

町民の皆さんに浸透していないのが現状ではないかと感じています。私の質問を通して、町民の

皆さんに少しでもご理解いただける機会になればと思っています。昨年１２月議会で、「情報推進

化プロジェクト」について質問を致しました。今回は、「いかざきワンダーランド・プロジェクト」

について質問を致します。 

このプロジェクトの基本方針には、「五十崎地区には、多様な地場産業、歴史や伝統文化に支え

られた資源、豊かな自然環境、そこで生まれた地域固有の伝統的な行事や食文化、それを伝承維

持してきたコミュニティの絆があり、これらの資源は、住民には見慣れたものでも、初めて出会

う人たちには大きな驚きと感動の対象で、その人たちにとって五十崎地区は、不思議の国であり、

ワンダーランドである」と書かれています。さらに、「この資源を掘り起こし、磨き上げ、人々に

効果的に示し、保全し、改良し、ネットワーク化し、利活用していく総合的なプロジェクトを推

進し、新たな保全・活用策、新たな担い手を見出す」と書かれ、「外国人を五十崎へ案内・誘導す

る取り組みを行う」とあります。それを実現するための取り組みとして、豊秋橋からあけぼの橋

に至る小田川一帯を、「いかざきワンダーランド」の玄関口ととらえ、凧合戦の舞台であり、心和

む河川環境を多くの人たちが堪能できるように、川面を望む河畔に、オープンテラスなどを設営

し、住民や来訪者の憩いと交流の場をつくる「小田川リバーサイド・ふれあい事業」。凧博物館や

凧合戦の国際化を推進し、再活性化に取り組むとして、外国人向けの展示、国際的な凧の企画展、

外国人の参加する国際ミニ凧合戦などを通して国際交流を図る、「凧博サバイバル事業」。さらに

は、「五十崎伝統的建造物活用事業」、「大洲和紙の国際ツーリズム支援事業」、「酒蔵ツーリズム支

援事業」、「いかざきワンダーランド・マップ作成事業」、そして、地元内外の情報や知恵を引き出

すワークショップ、研修会などを開催して、その利活用を検討する「旧御祓小学校利活用事業」

など７つの事業が掲げられています。いずれも、五十崎地区の活性化に効果のある事業と感じま

すが、この７つの事業の進捗状況と今後の見通しを伺います。 

次に、平成２５年１２月議会で、「小田川自然博物館整備構想」について質問を致しました。こ

の構想は、小田川とその沿線地域の自然や社会的背景等に考慮した具体的な整備手法を検討し、

小田川を中心とした新しいまちづくり構想の策定に必要な資料を提示することを目的として、平

成１６年２月にその報告書が提出されており、内子町に引き継がれたものと理解しています。し

かし、この時の答弁では、「今のところ事業実施には至っておりません。」というものでした。こ

の構想の中に、「小田川を中心としたまちづくり構想案の立案」という部分があります。中身を見

ますと、表現の違いはありますが、「いかざきワンダーランド・プロジェクト」と同じような内容
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に私は感じます。「いかざきワンダーランド・プロジェクト」とこの「小田川自然博物館整備構想」

との関連性について伺います。 

次に、旧五十崎は、明治・大正期の日本近代洋画界で中央画壇を上り詰めた中川八郎画伯と、

その中川八郎画伯を崇敬し画家を目指し、わずか２７歳の若さで戦死をした上岡美平さんの二人

の画家の生誕地であります。もちろんこの二人は、活動した時代も違いますし、中央画壇を上り

詰めた中川八郎画伯と、郷里で教鞭をとりながら地方画家として活躍した美平さんとでは大きな

差があります。しかし、もし戦死しなければ、日本を代表する画家になったやもしれません。こ

の美平さんについては、以前、山田清昭さん執筆により「広報いかざき」で詳しく紹介されてい

ます。その中に感動的な一節があります。「「もくもくと描くだけ、それが俺に残された命の捨て

場だろう」この言葉が、これから晩年までに数々の傑作を生みだすきっかけとなったとすれば、

まさしく自身の作家としての運命を悟っていたのだろうかと不思議に思えてならない。戦没まで

２年、同じ９月の日記である。」というものです。美平さんは、２７歳で戦死するまでに３００点

にも及ぶ作品を残されています。平成１２年、その多くが遺族から旧五十崎に寄贈され、現在、

凧博にて一部が展示されています。美平さんの弟で昨年亡くなられた大衛さんは、「兄は、小田川

と神南山を愛し描いた。同じように、この土地の人間関係が好きで多くの人物も描いている」そ

して、「これらの絵をきっかけに、一人でも二人でも、この地方を愛し、描いてくれる人が出れば

いいなと思っています。」と生前語られたそうです。郷土の画家として数多くの作品を残し、将来

を嘱望され、２７歳の若さで戦死した美平さんの遺作を内子の財産として次の世代に引き継いで

いくべきと考えますが、町長のご所見を伺います。 

次に、これまで、大洲市立博物館、愛媛県立美術館、おおず赤レンガ館、最近では、昨年「大

洲市立風の博物館」で上岡美平展が開催されています。来年は美平さん没後８０年です。これを

記念した「上岡美平展」が検討されているようですが、ぜひ実現してほしいと思っています。会

場や規模等どのようなものになるのか、進捗状況を伺います。 

 次に、今、ＮＨＫ大河ドラマ、「真田丸」で脚光をあびている長野県上田市に「無言館」という

戦没画学生慰霊美術館があります。美平さんと同じ、若くして戦没した画学生の遺作・遺品を収

蔵、展示された美術館です。施設名の「無言館」は、展示される絵画は何も語らず「無言」では

あるが、見る側に多くを語りかけるという意味で命名されたそうです。見る側もまた展示される

絵画を見て「無言」になるという意味もあるようです。私はこれまでに、担当部署にはこの「無

言館」との連携を模索してはと提言してきましたが、改めて、今後「無言館」との連携を検討さ

れてはと思います。町長のご所見を伺います。 

最後に、「凧博サバイバル事業」とも関連しますが、内子町には美術館がありません。「いかざ

き凧博物館」を内子町の美術館として位置付け、年間を通して凧の企画展はもちろん、いろいろ

な絵画展などを開催していくことを提案致します。その点について町長のご所見を伺い質問を終

わります。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

〔安川 徹町並・地域振興課長登壇〕 
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○町並・振興課長（安川 徹君） それでは、ただ今の森永議員のご質問について回答させてい

ただいたらと思います。まず、最初にいかざきワンダーランドプロジェクトについて回答させて

いただいたらと思います。いかざきワンダーランドプロジェクトは、複数の課に亘るプロジェク

トでございますが、まとめて回答させていただきます。 

まず一番目、小田川リバーサイド・ふれあい事業でございますが、五十崎の杜、龍宮さくら公

園では、平成２７年から平岡自治会が「お花見会」を、町民有志による「青空市・小田川コット

ントン」が行われており、今年も実施予定でございます。また、昨年の１２月１３日には、３回

目となる「小田川シクロクロスｉｎうちこ」が豊秋橋をはさみ、ミニ小田川を会場に開催され、

町内から内子郵便局や商工会建設部会、内子町役場サイクリングクラブが出場されるなど、少し

ずつではありますが、盛り上がりをみせております。毎年７月にミニ小田川を利用して開催して

いる「元気わくわく川まつり」においては、町内外から子どもや保護者、ボランティアなど、１，

０００人くらいが参加して、環境学習と自然体験活動などに触れながら取り組んでいます。この

ような状況をふまえ、今年度発足した小田川はらっぱ活用検討委員会において、更に住民と来訪

者の憩いと交流の場づくりになるよう整備計画を平成２７年度目標にとりまとめているところで

ございます。 

２つ目の凧博サバイバル事業です。平成元年にオープンしました、五十崎凧博物館につきまし

ては、開館当初の時期は２万人であった入館者も現在では、１０分の１程度となっており、平成

２６年度の入館者数は１，８２１人、有料の入館者数でございます。凧揚げにつきましては日本

人にとって当たり前のものですが、日本の凧は外国人の視点からみたら違う特徴をもった文化で

あり、国内で凧を専門に常設展示する公立の資料館は、内子町以外で２館であるとことなど、五

十崎凧博物館は、特徴を持った個性的な博物館であると考えております。外国人観光客にわかり

やすい表示を行うため、町のＣＩＲやＡＬＴ、内子町国際交流協会の助力を仰ぎながら、展示内

容の改善に努めているところです。また、昨年におきましては、入口付近に凧博物館の概要が分

かる看板を追加し、ＱＲトランスレーターのＱＲコードを付け、スマ－トフォン等で６カ国表示

出来るように整備を致しました。 

 ３つ目に、五十崎伝統的建造物活用事業でございますが、栗田邸や村上邸など五十崎地区にあ

る文化財的建造物を所有者の理解や、協力を得て保存や公開を検討する事業ですが、所有者の了

解をいただき、内子町誌の「文化編」に掲載したり、昨年１２月の栗田邸の文化庁調査の折には、

所有者に同席していただき、現地調査を行うなど、所有者に協力をいただくよう、連絡調整に努

めているところでございます。 

 ４つ目の大洲和紙の国際ツーリズム支援事業でございます。平成２６年度補正予算による愛媛

県の観光地多言語等整備事業により、天神産紙内に設置した大洲和紙の紹介看板についてリニュ

ーアルを行い、ＱＲトランスレーターのＱＲコードをつけ、看板の多言語化をおこないました。

各種ツアーを造成しておりますので、ツアーの体験・お買い物のプログラムとして組み込んでい

くよう考えております。 

 ５番目の酒蔵ツーリズム支援事業でございます。酒蔵ツーリズム支援事業については、内子町

ビジターセンターで旅行会社に委託して、平成２７年度に山菜採りや、観月会のイベントに併せ

て、酒蔵を案内するツーを４回実施しており、今年３月においても、さくら巡りと併せて、お酒
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を楽しむツアーの実施を予定しております。いずれも松山市と周辺市町をターゲットにした日帰

りのツアーで、酒蔵に案内し試飲され、酒蔵からの説明を受けますと、購入率が高くなっており

ます。予定を含む５回のツアーで延べ１４６名の参加となります。来年度におきましても、同程

度のツアー実施を予定しており、旅行会社のツアーとして実施出来るよう成長させていきたいと

考えております。 

 ６番目に、いかざきワンダーランド・マップ作成事業でございます。五十崎地区にある多様な

地場産業、歴史・文化などに支えられた素晴らしい資源や、環境などを自治会や地域住民の皆さ

ん方と一緒に探し出し、それをマップにし、現在、民俗分野の取りまとめをおこなっております

ので、次年度には五十崎自治センターを中心に学習会を行いながら、自治会や住民の皆さんと一

緒にマップづくりに取り組む計画でございます。 

 ７番目に旧御祓小学校利活用事業でございます。平成２６年度から地域おこし協力隊を導入し

て、先進地研修を行いながら旧御祓小学校の廃校活用を検討しております。具体的には、御祓自

治会が開催している８月１５日の御祓の盆踊りを盛り上げるために「御祓夏祭り」と題して、御

祓地域を探求するプログラムや、平岡自治会及び重松自治会の協力を得て、屋台村を出すなど新

しい取り組みをしています。また、旧御祓小学校を活用した、婚活イベントや、クリスマスパー

ティー、松山大学の協力を得て野外体験などの各種イベントの実施、昨年の７月からは、地域お

こし協力隊の活動拠点事務所として校舎を利用しております。来年度には、御祓自治会から地域

づくり事業、コミュティ･ビジネスとしてのコミュティ･カフェの事業の申請書が提出されるなど、

新しい動きが生まれております。 

 次に「いかざきワンダーランド・プロジェクト」と「小田川自然博物館整備構想」との関連性

についての答弁を致します。平成１５年度に策定致しました、小田川自然博物館整備構想には、

ひとつに小田川の自然再生・保全、２つ目に小田川の高水敷再整備計画、３つ目に小田川を中心

としたまちづくり構想案の立案から成り立っており、今回のいかざきワンダーランド・プロジェ

クト事業は、これらの基本方針、整備計画等をベースに、更に現状に沿った計画を策定している

ものでございます。 

 それでは２番目の上岡美平さんに関するご質問について答弁をさしていただきます。まず、上

岡美平さんの遺作を次世代に引き継ぐべきかということでございますけれども、上岡美平氏につ

きましては、五十崎の自然や人々の営みを愛し、志半ばで戦火に散った画家であり、議員ご指摘

のとおり、私たちの町の資産として大切に保存し、次の世代に引き継いでいきたいと考えており

ます。その意味で、たくさんの作品や遺品をご寄贈いただきました、昨年亡くなられた実弟の上

岡大衛氏には、心から感謝をするものです。上岡大衛氏は兄の作品を多くの人々に見ていただき

たいという思いから、町内外を問わず様々な方々や団体に寄贈されており、私たちもそのような

意思をくみ取り、寄贈された美平氏の作品を紹介していく機会を増やしていきたいと考えており

ます。 

次に、没後８０周年の上岡美平展について答弁をさしていただきます。上岡美平氏は、平成２

９年に没後８０年を迎えることから、記念として「上岡美平展」事業を行っていきたいと計画を

しております。現段階におきましては、いかざき凧博物館運営委員会に再来年度の実施ついて説

明をしたところです。凧博物館を会場として実施するということ、美平氏の作品を展示・公開す
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るとともに、２００点を越える収蔵品の記録・検証を行い、美平という人や、その時代や背景が

分かる展示を目指していきたいと考えております。 

 続きまして、無言館の連携について答弁をさしていただきます。長野県上田市にある戦没画学

生慰霊美術館「無言館」は主に戦没した画学生の作品を、寄託を受けて収蔵・公開している施設

です。平成２６年１１月に町職員が無言館を訪問しており、当該無言館の資料室長と意見交換を

行っております。無言館においては、上岡美平氏についてご承知いただいているようですが、美

平氏の作品は収蔵されておりません。無言館においては、現在、積極的な収集・公開は行ってい

ないとのことですが、無言館所蔵の作品の貸与等には、ご協力いただけるということであります。

機会に応じて企画展等での連携を図ることは、可能であると考えております。平成２９年に予定

しております、「上岡美平展」においての連携を検討していきたいと考えております。 

次に、凧博物館の利活用でございます。五十崎凧博物館条例第 1 条に定めておりますように、

五十崎地区の文化や伝統を公開する博物館を設置するという趣旨から、設置された当初の目的や

意図を尊重すべきものとは考えております。しかし、郷土の伝統や文化を公開する博物館として

の役割もさることながら、そのような枠にとらわれない多様な利用・活用も必要であると考えて

おります。ご指摘のように期間を限っての美術館としての活用方法も検討すべきものと考えてお

ります。また、研修室を使った企画展や、サロン的な活用法など、様々な活用方法について運営

委員会や、町民の皆さんの意見を踏まえながら、検討をしていきたいと考えております。以上で

す。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 今回の私の質問に対して、だいたい今の答弁、前向きなご答弁をいただ

きました。その中でですね、まず小田川リバーサイドふれあい事業のことなんですけれども、建

設デザイン課の事業の中には、平成２７年度にふれあい事業整備計画作成とありますが、これは

もう作成されとるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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） ２７年度にですね、整備計画ということで、今現在ですね、

先ほど答弁でも申しました通りですね、検討委員会においてですね、今作成中でございまして、

約８割方くらいですね、とりまとめております。あと最終的には精査を致しまして、まだ整備計

画を作ってですね、次年度から実施をしていくということになろうかと思っております。 

○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） ということは、２８年度の予算の中では、このふれあい事業に関する予

算の裏付けというのは、事業というのはないということですか。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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） この当初予算についてですね、また今後ご審議をいただく

こととなろうと思っておりますけれども、一部ですね、それに関する調査委託というものを計上
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さしていただいておるところでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） この小田川はですね、旧五十崎町の中央を流れて昔から恩恵を受けて五

十崎地区というのが発展をしてきた大切な川だと思いますし、役場を訪れる人達がまず目にする

のも小田川です。ぜひ町民の皆さんはもちろん、内子町を訪れる人達にとってもですね、素晴ら

しい川だなというような癒しの場ですか、となるようなことで、スピード感をもってですね、進

めていただきたいと思います。 

次に、凧博サバイバル事業なんですけど、今ご説明、答弁を聞いておりますと、私ちょっと納

得できないというか、分からないところがあるんですが、サバイバル事業という命名ですよね。

ここでいうサバイバル事業というのは、おそらく凧博物館はサバイバルという意味自体が、遭難、

災害等の生命の危機から、なんとかして生き延びないかんというようなことだと思うんですけど、

そういった凧博というのがそういう状況に置かれておるという危機感をもって、こういう命名を

されたんだと思います。そうするとですね、先ほど入館者数も答弁在りましたが、平均すると１，

９００人前後で推移しております。そして、３１年度の目標が３，０００人というような数字が

地方版総合戦略中にもですね、ＫＰＩの中で示されていますが、仮にこれ３，０００人達成でき

たとしてもですね、これまでの入館料の平均とって計算すると６７万８，０００円くらい、７０

万に足りないくらいな入館料になろうかと思うんです。しかし、経費はこれまでと同じように６、

７００万かかるわけですが、経営的にそんなに好転することにはならないと思うんですね、この

３，０００人が達成したとしても。ということはこの事業、サバイバル事業というものを通して

凧博の経営を改善するのが目的ではない。何か目的があるということの理解でよろしいんでしょ

うか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） もちろん経営の改善というのは、ひとつ大きな問題ではあり

ますけれども、目標として３，０００人というのは当面、今質問にありましたように、１，９０

０人とか１，８００人台でございますから、ひとつの目処としてですね、３１年度までに３，０

００人ということで掲げたものでございます。なるべく現実的なところに近い目標を掲げるとい

う意味での３，０００人ということでございます。 

○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） ですから、３１年度までに３，０００人を達成しても、７０万くらいな

入館料です。それで、凧博がサバイバルできるんでしょうか。じゃあ何年先に入館料は、経費分

くらいは、内子町総合計画の中でも稼げる力をめざすというふうなこと方針がありますが、凧博

だけでなく、他の施設もそうなんですけど、稼げる施設ということをやっぱし前提にどうしたら

いいかということを考えないと、なかなかサバイバルできないような気がするんですが。その辺、

今言いましたように、経営状況改善するのが目的ではあるということでよろしいんですか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 
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○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） ご質問のように経営状況は改善したいというふうに考えてい

るのは考えております。そのどうしても収益的に黒字になるかと言われますとですね、これはあ

る程度３，０００人以上の入館があったとしてもですね、それは難しいと思っております。県内

でも状況は同じなので、博物館と言われるところは、経済的に成り立っているところは、ほとん

どございません。ただ、ある程度ですね、財源も確保しながらですね、これは五十崎の文化、そ

ういった凧、そういったものを伝承していく施設でございますので、そういった意味で次の世代

に向かって残していかなければならないという役割もございますので、経営改善はもちろんあり

ますけれども、その辺もありますので、黒字化を目指すというところまでは、ちょっと現段階で

は考えておりません。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 公共施設、特にそういった博物館等の経営状況はどことも大変厳しいと

いうのは理解をしておるわけですけれども、そんな中で努力をしないといけないと思うんです。

これまで、合併前からもそうなんですけど、凧博物館、私が見てもですね、例えば今展示されて

いる凧ですけれども、おそらく２年に１回くらいの衣替えといいますか、展示替えだと思うんで

すが、そういったことではですね、なかなか人は興味をもってもらえない。凧博にはお客さんと

して来ていただけないという感じがします。それと、外国人ということ、国際ツーリズムという

ことがいろんなところで出てきますけど、今いう経営改善を少しでもしようということであれば、

もっとそういう外国人に来ていただくにはもちろんそれはそれで否定はしないんですけど、それ

よりももっと近くの人にも来てもらう、日本人にですね来てもらう、そのためにはやはり情報発

信というが大切だと思うんですよ。私この情報発信というのはいろんなことで今までも申し上げ

てきましたけれども、この凧博物館にしてもですね、日本に３カ所ある凧博物館、他のところ見

てもですね、大変ホームページも充実しておりますし、東近江の大凧会館ではですね、今年にな

って例えば、新春特別企画として、申の干支凧と羽子板の展示とかですね、２月からはいろんな

お雛様飾ってみました、雛人形の凧展とかですね、いろいろ季節季節によって年間何回か衣替え

をしてお客さんに来てもらうというような努力をですね、されておるんです。そういった努力が

私には見えないですけれども、先ほどの答弁で今後いろんな美術館を含めた活用の方法も検討す

るということでありますが、ぜひですね、この現実に即したことを考えて取り組んでいただきた

いなと思います。今現在、凧の収蔵枚数というのは何点くらい、何カ国の凧を何点くらいお持ち

なのか、分かれば教えて下さい。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 凧博物館の所蔵の数でございますけれども、国内の凧が１，

５２７でございます。それに付随する道具、これが１２１点。それから外国の凧でございますが、

外国の凧は１９カ国。凧の枚数にしまして、３４９でございます。その他、道具類が６４ござい

ます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） それだけのたくさんの凧をですね、私は、これ提案なんですけど、デー

タベース化してホームページで見れるようにする。そういったことをされとる所、私が見る限り

ないんですよね。そういったことに取り組むといったことも大切だと思います。ぜひデータベー

ス化してホームページで閲覧できるようなことにしていただきたいと思いますが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） ご提案いただきましたこと、大変必要なご提案と受け止めま

した。また、凧の整理を通じてまだ一部ちゃんとしたデータ化ができてない部分もございますの

で、その辺の整理が完了した段階でですね、そういった公開ができるように、また考えていきた

いというふうに思います。 

○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） 凧博物館を美術館の位置付けをというふうな提案もさしていただきまし

た。そして、今のデータ化の提案も致しました。ぜひですね、美術館として先程も申し上げまし

たけれども、稼げる力のある施設をめざして、凧博物館が将来、多くの皆さん方から愛され続け

る施設をめざして取り組んでいただきたいと思います。 

次に、五十崎伝統的建造物活用事業については、所有者のご理解もいただきながら調査を進め

られておるということなんで、次の大洲和紙の国際ツーリズム支援事業についてお伺いを致しま

す。ここでも国際ツーリズムという言葉が出てくるわけですけれども、内子町は先程答弁の中に

もありましたように、ＱＲトランスレーターの導入で外国人向けのですね、誘客というものには

大変力を入れられておるわけですが、大洲和紙の国際ツーリズム支援とかですね、先ほどの凧博

物館へ外国人をというようなことを言われておりますが、どういったとこにですね、具体的にア

プローチをされておるのか、されようとしておるのか、具体的なことを教えていただきたいと思

います。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 外国人の誘客につきましては、新年度におきまして、外国人

向けの、ちょっとツアーの造成というものをですね、ちょっと考えております。現在、どういう

プログラムにするかということについてはですね、検討をしておりますけれども、特に富裕層向

け。一応、対象はヨーロッパでございますけれども、そういった形で今、検討をしておりますの

で。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） ヨーロッパの富裕層の方にわざわざツアーを組んで、内子へ来ていただ

くということですか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 
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○議長(池田洋助君) 安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 富裕層を対象としたツアーをつくるということでございます。

内子に来てもらうツアー。 

○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） すばらしいことだと思いますので、期待をしたいと思います。お隣の韓

国の済州島、チェジュ島にですね、チェジュ世界凧博物館があるようです。そういったところと

の連携もですね、国際ツーリズムの一環としてされてはどうかなと思いますが、いかがでしょう。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川徹 君） 済州島の凧の博物館については、今お話を聞きましたので、

またこちらの方でも調べさしていただいて、検討さしていただいたらと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 次にですね、上岡美平さんの質問についての再質問をさしていただきま

すが、凧博に美平さんの絵が数点展示されています。共生館の入り口に入った正面にも展示をさ

れていますが、凧博に来られた方は美平さんの絵を見に来られるわけではないわけですよね。で

すから、来年の没後８０年の美平展を機にですね、多くの方に美平さんの絵を見に来ていただき

たいなと思うわけですけれども、それまでにですね、私はこれもまた提案さしていただきたいん

ですが、せっかく没後８０年の記念の美平展をやられるわけですが、なかなか内子町内の中でも

美平さんに対する認知度というのは、まだまだ低かろうと思います。それでですね、町内各公共

施設での展示とですね、併せて先程申しました山田清昭さんの執筆による物語が２１回連載で旧

五十崎町の広報で連載されました。それもですね、ぜひ今の広報うちこでの連載、美平展までに

ですね、していただきたいなと思いますが、ご検討いただきませんでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からお答えをさしていただきます。議員言われるようにですね、

広く町民の方に知っていただくということは、とても大事なことだと思いますから、広報うちこ

等々、媒体通じましてですね、町民の皆さん方に知っていただく機会、チャンスというのを作っ

ていかないといけないなというふうに思っております。以上でございます。 

○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） 終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。１１時２０分から再開します。 

 

午前１１時０７分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 
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○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、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） ３月定例議会にあたり。 

○議長（池田洋助君） 機器調整のため、暫時休憩します。 

 

午前１１時２０分 休憩 

 

午前１１時２３分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 再開します。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） それでは始めます。３月定例議会にあたり質問通告書の通り「内子町諸

規程等の改訂・見直しについて」「業務監査について」及び「引きこもり・ニート及び障がい者福

祉行政について」の３項目について、まず総括質問をおこないます。 

 それでは、最初に「内子町諸規程等の改訂・見直しについて」稲本町長に質問致します。前回、

平成２７年１２月本会議で片岡監査委員から「平成２７年度定例監査」の結果報告を受けました。

その中で「平成２７年３月に制定された第２期内子町総合計画において、自治会の位置付けは、

「協働で新しいコミュニティを構築する」という題目で、「コンパクトな行政を補完するのは、地

域住民の力です。住民と行政の協働により新しいコミュニティの在り方を追求します。」と謳われ

ています。現在の「内子町自治会運営補助金交付規程」をみると、規程の第２条において、各自

治会の運営補助金の金額は、固定額及び、世帯数や７４歳以上の人数等で金額が算出され、交付

すると明記されています。しかるに、同第１条では「予算の範囲内で」とか、同第３条では「補

助金の交付を受けることを希望する自治会」等と記述されている点を、実状・現状にはそぐわな

いのではと、監査委員から検討を求められております。自治会運営補助金の目的を勘案すれば、

監査委員の提言を踏まえて、同規程の改訂・見直しを速やかにおこなうべきと考えますが、稲本

町長の見解とその対応策をまず伺います。 

 次に、「長期継続契約」について質問致します。現在の「長期継続契約」条例は、「内子町長期

継続契約を締結することが出来る契約を定める条例」として、平成２４年４月に施行されていま

す。この条例が制定されてより、４年が経過しましたが、現時点で同件において何件の契約が結

ばれているか伺います。 併せて、「長期継続契約」条例を運用し、実践してきたことで得られた

利益・メリットを伺います。また反面、運用・実施するにあたり、不都合やデメリットもあると

伺いました。それぞれ、メリット及びデメリットについてお伺いします。 

 次に、今後の検証について質問致します。平成１７年１月に新内子町が発足して、１１年を経
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過しました。現在、内子町には、条例をはじめ、規則、規程、要綱、要領等多くの規約があろう

と推察致します。先程の質問でも触れましたが、合併１０年を過ぎ、現在の世情・実状にそぐわ

ないものがまだまだあろうと思います。各方面から疑問・検討を求められてから、改訂・修正す

るのではなく、行政の責務として、条文の文言等を精査・検証し、不具合があれば速やかに改定・

修正すべきと考えますが、今後において規程文書等の検証作業を実施されることについて、稲本

町長の見解を伺います。 

 次に、監査業務について、片岡監査委員に質問致します。片岡氏は、平成２２年に監査委員に

就任されて以来、本年度で６年目になると伺っております。日頃より、内子町役場内の広範な部

署にわたり、監査業務に従事され、適切な評価及び指導・提言をいただいていることに改めて敬

意を表します。それでは、片岡代表監査委員に伺います。まず、片岡氏が代表監査委員の業務と

して取り組まれている職務内容を伺います。併せて「監査委員」としての職責をどの様に考えて

おられるか、所見を伺います。 

次に、片岡監査委員が、各部署で監査を行うにあたり、常日頃より心がけておられる監査方針

や、特に監査に対する片岡氏ご自身の信条があるようでしたらその考えを伺います。 

次に、引きこもり、ニート及び、障がい者の福祉行政について稲本町長に質問致します。平成

２５年１２月議会における私の一般質問に対し、答弁として町内の引きこもり数を６０名から７

０名と推計しているとの答弁があり、その時に今後調査を進め、対策をとっていきたいとの発言

がありました。それから、２年余が経過しましたので、改めて伺います。現在、内子町内におけ

る引きこもり者及び、ニート、障がい者それぞれの状態、実態をどのように把握されているか、

実状をまず伺います。 

次に、内子町における障がい者福祉事業、同就労支援事業、それぞれの設置目的を伺います。

併せて、町内で開設されておられる各事業所の事業内容や、雇用及び就労状況などの実状を伺い

ます。 

次に、内子町行政の責務として、町内のそれぞれの「障がい者支援事業所」等に、数々の助成

や支援などのサポートを実施されていると思いますが、それらの詳細内容と今日までの支援・サ

ポートの実績内容を伺います。以上の通り一般質問をおこないます。 

○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。 

○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、監査委員からの指摘事項について答弁をさし

ていただきます。現在の「内子町自治会運営費補助金交付規程」のことなんですが、この文言に

ついて、実態とそぐわないのではないかというようなご指摘がありましたので、早速、検討をさ

していただきまして、内子町が全国的に有名となっております、自治会制度というところもあり

ましたので、現在の運営費補助金交付規程を見直し、運営費交付金規程というような形で次年度

から取組みたいというふうに考えて現在準備を進めさしていただいております。来年度から進め

て参りたいと思いますので、ご理解いただいたらと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 私からは、長期継続契約によるメリット及びデメリットについて、

お答えを致します。ご質問の長期継続契約につきましては、地方自治法並びに地方自治法施行令

の改正により、条例で定める契約に該当するものについては、翌年度以降の予算を確保する債務

負担行為を行わず、長期継続契約することが可能となりました。内子町でも、法律改正を受け、

平成２４年に内子町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を定め、監査委員か

らのご指導を受け、業務の内容を精査した上で、可能なものは順次移行しているところでござい

ます。先程、件数についてのご質問がございましたが、定例監査におきましては、監査事務部局

から各課に対して資料の提出を求められております。そこでは、はっきりとした件数が出ている

と考えておりますけれども、今はですね、手元では、件数何件というのを申し上げられないわけ

ですが、総務課では十数件ございます。建設デザイン課では３件、それから産業振興課では２件

該当があるというふうに今そこで確認を致しましたが、総数についてはちょっと分かりません。

それからですね、ご質問の契約のメリットと致しましては、１番目には毎年おこなっております、

契約にかかる事務が軽減され、効率的な事務運営ができるようになりました。２つ目でございま

すが、契約の最大の効果とも言えます、業務の受任者にとって、次年度以降にも業務の履行が約

束され、安定的な経営が確保されます。これにより、単年として算出した経費が複数年で検討す

ることが可能となり、ケースによっては、経費の縮減にも繋がることが挙げられます。次に、こ

の契約によるデメリットでございますが、例えばパソコンなどの事務機器や通信機器などは耐用

年数が短く、機種変更、更新にあわせ、単価の見直しなども頻繁におこなわれます。このような

物品を長期に借入れすることは、かえって割高で効率が悪い状態を維持することにもなり、検討

が必要と考えられます。今後も、業務内容を精査し、地方自治法に謳われる「最小の経費で最大

の効果」が挙げられますよう、可能なものは今後とも対処してまいる所存でございます。 

次に、内子の条例、規則、規程等の文言を検証し、改定・見直し」に関するということのご質

問でございますけれども、現在、内子町のホームページ上では、条例、規則、規程等の例規を８

７３件公開をしております。条例などの内容、文言等については、所管の担当部署において、逐

次、内容を精査し、改正をおこなっているところでございますので、議員ご指摘のとおり、今後

とも文言等の精査に努めて参る所存でございます。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡代表監査委員。 

〔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、私に対する質問について才野議員にお答えします。

代表監査委員としての職務及び職責でございますが、改めて申し上げますと、職務については、

町の行政が地方自治法をはじめ、関係法令による公正かつ効率的な行財政運営が行われているか、

これを審査、チェックする仕事であります。具体的には、定例に実施する定例監査、例月検査、

それから決算審査などを通じてチェックを行いますが、全体の監査種類は１５程度ありますので、

実施にあったっては、違った監査と抱きあわせて実施をしております。例えば、決算審査の報告

の時には、行政監査とかみあわせてやっておるとそういうふうなことでございます。また、この
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項目の中には実績はありませんけれども、町長あるいは議会からの要求に基づく監査も含まれて

いるわけでございます。 

次に、職責でございますが、監査委員は、職務遂行にあたって、公正普遍の態度、つまり、公

平で偏りが無く客観的であることが、強く求められております。また、職務上知り得た秘密は決

して漏らしてはならず、厳格な取り扱いとなっております。従いまして、この厳格な取り扱いが

ゆえに、説明や資料の提出を強く求めることが出来るということになっておるわけでございます。

また、議会または町長からあらかじめ意見を聞かれた場合は、誠実に応じなければならないとな

っております。 

次に、監査委員として日頃から心掛けている監査方針でございますが、監査委員も、議員の皆

様も、理事者も、基本となる法令は、町民の福祉、つまり、町民の幸せと豊かさ増進する、これ

を目的とした「地方自治法」であり、また町財政の健全性確保を目的とした「地方財政法」であ

ると思うわけでございます。従いまして、監査にあたりましての場合は、このことを踏まえまし

て、また、心がけながら、法令に沿って適正に行われているか。最小の経費で最大の効果が上が

るように取り組んでいるか。先程、総務課長が言われましたが。それから公平かつ透明性をもっ

て実施されているか等々、内子町の監査基準によりまして、指導と未然防止の視点で実施してい

るところであります。今後ともまちづくりの先進自治体と言えるこの内子町の監委員として、公

正普遍の姿勢で、職務に努めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

〔土居好弘保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 私の方からは、障がい福祉に対するご質問に答弁をさしていた

だきます。まず、障がいを持たれている方の人数でございますが、約１，１００名、内子町内で。

その総数につきましては、ここ数年、大きな変動はございません。障がい者手帳の申請や交付時

に、その実態をお聞きしたり、日常業務の中で相談等に対応しているところでございます。また、

引きこもり、ニートの方の詳細な実態につきましては、その性格上難しいものがあり、本人や家

族から相談はなく、近所の方や民生委員さん等からの情報に頼る現状がございます。先程、議員

がご質問ありました、２５年の１２月のご質問で回答をしております、内子町内に６０名から７

０名ということを推測できるというふうに答弁をしておりますけれども、この元になりましたも

のは、平成１９年に雇用失業統計研究所が推測した全国では６３万人、愛媛県では６，６００人

がニート状態にあるのではないかという数字がございます。さらに、そのニートの方につきまし

ては、１５歳から３４歳までの人口に占める割合が２．１％ではないかという推測されたパーセ

ントがございます。その推測された数字と推測されたパーセントにより、内子町に併せて６０名

から７０名が推測されるというような答弁をさしていただいていることでありまして、その６０

名から７０名というのは、実数ではないということをご理解をいただきたいと思います。さらに

その答弁の中で、当初の保健センターがかかわっている事案が３件あるというふうに答弁してお

りますけれども、その後、その３件につきましては、解消をしております。ただ、さらにその後、

３件の事案が発生しておりまして、現在、保健センターがケースワーカーさんの派遣をするなど

対処をしているところでございます。引きこもりやニートの方の認定や、支援は確立的なもので

http://www.weblio.jp/content/%E5%81%8F%E3%82%8A
http://www.weblio.jp/content/%E7%84%A1%E3%81%8F
http://www.weblio.jp/content/%E7%84%A1%E3%81%8F


平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

- 21 - 

はなく、個々の事案それぞれにどう対処するかが大切だと考えております。本人はもちろん、家

族の皆さんにも長期的な負担がかかると思いますので、今後も関係機関と連携して適切な対応を

していきたいと考えております。 

次に、障がい福祉事業および、就労支援事業についてのご質問でありますけれども、まず、障

がい福祉全体の事業っていうのは多岐にわたっておりまして、それぞれ全部が答弁が出来ません

けれども、予算のことだけで答弁をさしていただけたらというふうに思います。２７年度予算、

障がい福祉全体の予算でございますが、約４億２，０００万でございます。さらに、２８年度に

つきましては、４億３，０００万というふうに障がい福祉全体の予算等は、かなり増大をしてい

る傾向がございます。それぞれに対処をしていく所存でございますので、全体的なことでご理解

をいただけたらというふうに思います。 

次に、就労支援事業所についてであります。就労継続支援事業とは 通常の事業所に雇用される

ことが困難な障がいを持たれている方に、就労や生産活動の機会を提供し、その知識、能力の向

上に必要な訓練を行う事業所のことであります。その事業所には、Ａ型、Ｂ型の２種類がありま

して、Ａ型では６５歳以下の方に雇用契約を結び、継続的な就労をする事業所のことでございま

す。また、Ｂ型につきましては、雇用契約はなく、簡易就労を行う事業所ということでございま

す。さらに、就労の知識や技術を習得するために、就労移行支援事業所というのもございます。

そうした就労事業所の認定につきましては、申請に基づき、愛媛県が認定をおこなっており、内

子町はその利用者の就労支援サービス利用料の一部につきまして、扶助費として交付をしている

ものでございます。財源と致しましては、国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１、詳細な

部分は異なる部分もありますが、そういった財源の中での給付をしているものでございます。現

在、内子町にはそうした事業所が２事業所ありまして、２２名の方が就労、通所されているとこ

ろでありますが、その他に町外、内子町外に１７の事業所に２９名の方が通所されている状況で

ございます。 

３番目の障がい者就労事業所へのサポートということでございますが、昨年の６月に、「内子町

における障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等を図るための方針」、その事業所等から

町費の中でできるだけ製品を買うようにしましょうというような方針を内子町内に周知をして現

在、協力をお願いしているところでございます。また、昨年内子町内で開設されました事業所は

旧五城保育園の一室を利用されておりますけれども、本年は使用料の減免を行い、事業所を支援

しているところでございます。さらに、職員の個人的な購入ではございますが、昼食弁当や各種

イベントなどで、就労支援事業所等が生産販売されます商品を、積極的に購入するなどのサポー

トをおこなっているところでございます。以上、答弁とさしていただきます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） それでは、何点か再質問さしていただきます。最初に内子町諸規程等の

改訂見直しについてですね、現状にふぐわないとことがあるということで、現在、改訂をします

ということなんですが、まだ中身、先ほど指摘した等の文言等の中身については、どういうふう

に変えられるのか。その点を教えて下さい。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 先程、答弁の中でも申しましたけれど、補助金交付規程とい

うのは、改めまして、交付金交付規程、補助金から交付金に改めようというふうに思っておりま

すので、全文切り替わるかなというふうに思っておりますので、ご理解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） 条例そのまま変わるということらしいですが。現在までの自治会の運営

補助金がですね、固定額、それから世帯主数、それから７４歳以上の方の人数ということで金額

が決まっておるというふうに現在の交付金要綱はなっておるんですが、その分の新しい条例では

変更になるでしょうか。 

○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） 現在の補助金の積算基礎につきましては、変えることはなく、

そのまま継承していきたいというふうに考えております。ご理解下さい。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ありがとうございます。それではその中でですね、予算の範囲内でとい

うような文言が現在はあります。それから補助金を受けることを希望する自治会という文言があ

りますが、その文言については訂正される予定はないでしょうか。 

○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） 今、議員がご指摘された２点が監査員の指摘事項、今の補助

金との実態、それと内子町が進める自治会制度というところと合わないというご指摘ですので、

そういったところは省いた形になる交付金交付規程に改めたいというふうに考えて準備をしてお

るところです。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ありがとうございます。そういうことでしたら今後の交付順序としまし

ては、自治会から要請があって、町の方から支払うんじゃなしに、あくまでも町の方の範ちゅう

として金額がわかるわけですからね、町の方として４月１日前後の積算で自動的に支払われると

いうふうに解釈してよろしいでしょうか。 

○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） 基本的に積算規則等は決まっておりますので、それに併せて

各自治会に決定通知なり、そういったところでお知らせをして、ただ、そのお金がどういうふう

に使われているかというのは、行政も知りたいので、最後に実績報告、総会の写しを付けて出し

てもらえるような簡素化したような形に変えていきたいというふうに、今準備をしているところ

でございます。ご理解いただいたらと思います。 
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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） 大変、前進だと思います。自治会の方の事務方の方も大変喜ばれておら

れることと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、長期継続契約についてお伺いします。先程、いろんな利益、メリットがあるとい

うことで、デメリットがあるということですが、件数が２０数件、概算であるだうということで、

それだけの条例を締結したことについて効果があったんだと思います。このことで逆にですね、

デメリットの面で、パソコンとか日常年限で切り変えなければらないということで、不具合もあ

るということなんですが、実際、そういうことでの金額というのは出にくいかもしれませんけど、

どれくらいのデメリットが生じとるか。概算でよろしいですから、お答え頂いたらと思います。 

○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） お答えします。実際にデメリットが出とるということではございま

せんので、そういったデメリットが考えられるということで実害と言いますか、そういうものは

ございません。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 今後、ケースバイケースで十分に検討してやるということで、理解さし

ていただきます。 

 それでは、片岡代表監査委員に質問さしていただきます。先程、縷々監査の考え方、職責、職

務についてご答弁いただきました。その中で、職務の中でですね、未然防止の視点で実施してい

るということですけど、未然防止というのは、具体的にはどういうことを想定されて言われてい

るのかお伺いします。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡安男君） 未然防止というのは、ご存知のように予防のことですから、だ

からことが起こる前に一言言うことですので、そういうような環境整備を作るということで私は

考えております。だから分かりやすく言ったら、こんなこと言ったらいけんかもしれませんが、

お役所さんでも草を見て草を引く人もおるし、草を見ずふさぐ人もおるし、草をみても草を引か

ん人もおります。だから草が生えたと思ったら、ならしたり、なにしたりして、生えないように

すると思うんですが、そういうようなことを私は考えてやっております。指導としては。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 具体的な事例としてはどういうことが考えられるか。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡安男君） 事例と申しましても監査審査する時にはですね、それぞれ指導

はしておりますが、ただ、議員の皆様に関連するということを考えましたらですね、これは２６



平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

‐ 24 ‐ 

年度の定期監査の時にですね、町外の南予地区とか、中予地区で職員と業者の不祥事が生じたと

思うんです。その時にですね、内子町の内子町競争参加資格審査要綱というのがあるんですが、

これは何かと言うたら、業者を選定する要綱なんですが、これについてですね、改正の検討を求

めたことがあります。これをちょっと触れますとですね、議会承認が必要なつまり自治法で議会

承認というのは、５，０００万以上の工事については、議会の承認が必要なわけなんですが、こ

の審査会で業者を選定することになっているのが、５，０００万以上だけだとそういうことだっ

たんです。それで私の方は、５，０００万以下であっても重要かつ、必要と思われる工事などは

審査会に図るべきで、図るかどうかは金額の多寡だけではないと、そういうことで返答を求めま

した。これにつきましては、２つの理由がありまして、１つは、今までお話しましたように未然

防止予防ですね。それともう一点は、せっかく内子町にそういう制度があるんだったら、それを

有効に使って、変更をしながら上手な運用をしてくださいよと、こういうような狙いがあったわ

けでございます。今では要綱の改正も行われてですね、５，０００万以下であってもそれはやっ

ておられると思います。そういうことでよろしいでしょうか。 

○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） 詳しく説明いただいてありがとうございます。 

 次にですね、今の件ですね、町の方の行政の方もですね、そういうふうな監査基準というもの

を良く精査していただいて、今後も勤めていただきたいと思います。次にですね、引きこもり、

ニートについて質問致します。先程、私の２５年度の質問の時にですね、引きこもり相談が平成

２４年度は３件あったということを答弁受けております。それ以後、３年ほど経ちましたが、相

談数はどのように経過したでしょうか。お伺いします。 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 曽根岡地域医療・健康増進センター所長。 

○地域医療・健康増進センター長（曽根岡伸也君） 引きこもりについての相談ですけれども、

現在３件の相談を受けておるところです。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 先程、３件ということでお聞きしました。すみません。そういうことで

障がい者の支援事業も多くのお金を使っていただいておりますし、引きこもり・ニートについて

もですね、なかなか一人一人の事情が違いますから、大変だろうと思います。先程も保健福祉課

長の方から６０名、７０名の数字上の推測ということで言われましたけど、しかしですね、町内

には相当数の引きこもり、ニートの方がおられるんではないかと拝察します。それぞれの家庭に

おかれましてはですね、ご本人が社会復帰がかなえば、相当家族にとっても大変喜ばしいことで

すし、社会的な経済的にもですね、有効になろうかと思います。１２月の議会でも町長のコメン

ト、見解をいただきましたが、この点について町長の現在の考えをお伺いしたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） ニート等を含めてですね、ハンディをもった皆さん方というのはやっぱ
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り、ご家族の心労みたいなものも大変なものがあるんだろうというふうに私は思っております。

従いまして、チャンスがあれば社会復帰できるような環境をですね、町としても積極的に支援し

て参りたいと、引き続いてやって参りたいというふうに思っております。以上でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 以上で、質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 午前中の会議はここまでとし、午後１時から再開致します。 

 

午後 ０時０２分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、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） ３月議会にあたりまして、私はまず最初に、昨年４月よりスタートを

しております、子ども、子育て支援制度によって、内子町の保育行政がどのように変化をしてき

ているのか、このことについてお伺いを致します。今回の新制度は、これまでの保育園や幼稚園

の制度を大きく転換させるものとも言われておりますが、この新制度によって、内子町の保育行

政がどの様な変化をしているのか、一年間の経過を踏まえて、子ども、子育て支援が内子の子育

て支援にとって、どのようなプラス面が出ているのか等について伺いを致します。保育行政は、

ご承知のように２０００年代に入りまして、公立保育園の運営費が一般財源化をされまして、運

営費を必ずしも保育園の運営に使わなくてもよいことになりまして、その結果として、公立保育

園の改修や、建設が進まなくなりました。また、そのことによって保育園が老朽化しても、修繕

や建て直しが出来ない問題が表面化をして参りました。内子町においても、保育園の建て替えの

ために民営化をされたような感のある民営化がなされたことは、ご承知のとおりであります。ま

た、この頃から公立保育園では、保育士が退職した後は、非正規職員に置き替えることが進めら

れまして、内子町においても正規職員と非正規職員の比率が、それまでとは逆転をしまして、非

正規職員が正規職員の倍近くになるような職場も出ておったことは、ご承知の通りであります。

そして、同じ仕事をしましても、賃金格差が広がり、職場環境にも微妙な変化が出ていたように

思われます。国は、保育園を設置する主体の制限を撤廃をして、２０００年から保育園に企業な

どが参入できるようにしましたし、保育サービスの量的拡大と、提供手段の多様化を図り、２０

１１年の地域主権改革一括法によって、保育園の職員配置や保育室の面積など、最低限守るべき

国の基準を緩和を致しました。国の基準から、都道府県の条例による基準に変えられるなど、１

９９０年代以降、国、自治体の公的責任での保育が弱められてきた中での今回の新制度が実施を
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されたわけであります。この新制度で、保育の実態が果たして良くなるのかどうか、これが問わ

れていると思うんであります。そこでお伺いを致します。この新制度によって、内子町の保育行

政において、どのような変化が出ているかについて、まずお伺いを致します。新制度では、給付

の対象となる、施設や事業が増えると言われておりましたが、内子町での新たな施設や事業が出

てきたのかどうか。このことについてもお伺いを致します。 

２点目には新制度では、保育の必要性と必要量を町が認定することとなっておるようでありま

すが、この認定の基準、これはどのような基準で認定をされているのでしょうか。 

３点目に保護者の就労の変化によって、保育の必要性や必要量が変化する場合があります。そ

のような時の対応がどのようになっているのか。この点についてもお尋ねを致します。 

４点目に、今、保育現場では、介護の現場と同じように、保育士不足が言われております。内

子町の保育現場では、どの様な状況でしょうか。特に、正規職員と非正規職員の比率の改善は、

どのように進んでいるのでしょうか。内子町では、一園を除き大部分が民営化をされており、職

員の賃金の格差が出てきているのではないかと思われますが、この実態についても伺い致します。

子どもの健やかな成長を図る上で、質の高い保育が求められておりますが、保育職員は安定した

職場環境で働くことによって、その責任を果たすことができると思うわけであります。また、保

育所の役割として、今、子どもの貧困、子育て困難がますます深刻になる中で、子どもの発達と

保護者の就労を同時に保障する福祉としての保育と、保育所の果たす役割が求められているよう

でありますが、これはこれまで以上に、重要になっていると言われております。この課題に応え

るために、保育条件や保育環境、保育者の処遇改善など制度的な支えが必要不可欠であります。

この問題にどのような姿勢で取組まれているのか。その点についてもお伺いを致します。 

さて、昨年９月に厚労省が発表した「誰もが支え合う、地域の構築に向けた福祉サービスの実

現、新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」は、専門家から保育や福祉が国民の権利として

ではなく、単なるサービスとして捉え、保育、福祉のサービス産業化を進めているものではない

かとの批判が出ておりますが、内子町の保育行政を取り仕切っておられる町長は、このビジョン

に対してどのような所見をもっておられるか。今後の保育行政を取り組む決意と合わせてお伺い

を致します。 

次に、発注する契約業務等において、その契約に伴う業務に従事をする者の適正な賃金や、労

働条件を確保し、労働者の生活の安定を図るとともに、地域経済及び地域社会の活性化を図るこ

とを目的とする、公契約条例についてお伺いを致します。ご承知のように、日本で最初にこの条

例を制定をした千葉県野田市を始め、今、全国１８自治体で賃金下限設定の公契約条例が制定さ

れており、賃金下限設定のない理念条例も１１自治体にのぼっております。また、要綱に基づく

指針で、公契約の適正化を目指している自治体も１０自治体となっておるようであります。公契

約条例を実施している自治体で、実際に見られる効果について次のような報告がなされておるよ

うであります。１つには、現場労働者への周知と、労働者保護の制度が必要であり、現場調査、

通報制度の整備が有効であるということ。２点目に賃金に見合う、腕のいい労働者が集まるため

に、工期も短縮で仕上がり方もいいということ。３点目に賃金の下限が決められているため、交

通費などの余分な出費を避ける傾向が生まれ、地元への発注が広がっている。４点目には、元請

け業者の責任で、端末の労働者の賃金まで確保するために、重層下請を避ける必要が生じまして、
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下請けの簡素化が進んでいること。５点目には、適正な賃金が支払われて、仕事への誇りが生ま

れ、やりがいを感じるようになり、労働者のモチベーションがアップをした。６点目には、公務、

公共サービスに対する労働者の意識が変化をし、福利厚生の向上に寄与する公的仕事への責任を

自覚するようになった。７点目に、ブローカーやギャング業者などが入札や請負等に参加できな

くなり、悪質な業者を排除し、賃金が確保できるようになるなどの効果が出ているとの報告がな

されているようであります。内子町においても、建設、下請け労働者に対して、支払われている

賃金や社会保険料の支払いの実態を改善するためにも、公契約条例の制定に向け、この取り組み

が求められているのではないかと考えるわけでありますが、町長の所見を伺いまして、私の質問

を終わります。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 宮岡議員にお答えします。私の方からは、公契約条例の制定についての

ご質問につきまして、答弁をさせていただきたいと思います。議員ご指摘のように、近年の経済

不況に伴う不安定な雇用情勢や労働環境の中、地域公共団体等が発注する工事及び、業務委託等

において、過度な競争に伴う安値受注により、従事する労働者の賃金等を含む労働環境が不安定

になっているんではないかというふうに言われております。このような状況の中で、平成２２年

の４月に議員ご質問の中にありましたように、千葉県野田市で、公契約に従事する労働者に対し

て、国が定める最低賃金を上回る賃金の支払いを義務づけた公契約条例が全国で初めて制定され

ました。公契約条例につきましては、公契約に従事する労働者の賃金や、労働条件を確保するこ

とによって、労働者の意欲向上と適切な履行及び、一層の業務品質の確保が図られ、地域経済の

活性化にも寄与するものということも言われております。しかしながら、この条例の制定には、

憲法でありますとか、地方自治法、労働基準法、独占禁止法など法的な課題、論点になっている

のも事実でございます。条例の適用となる工事等の範囲決定、独自に決定する報酬下限額の決定

方法、賃金の支払状況の把握等、それらの対応による担当職員の確保等々の実務的課題もあるの

も現実であります。これらを十分検討する必要があります。現在、内子町においては、ダンピン

グ受注防止のため、総合評価落札方式による入札、内子町建設工事低価格入札者排除措置要綱の

制定、調査基準価格及び、最低制限価格の適切な運用等の措置を行っており、公共工事の品質確

保並びに、労働者への賃金水準の低下を防ぐよう努めておりまして、即、緊急に公契約条例の制

定が必要であるいうふうには認識しておりませんが、今後、国、県、近隣町村の動向を注視して

参りたいと考えているところでございます。以上でございます。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

〔土居好弘保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（土居好弘君） 私の方からは、保育行政についての質問に答弁をさしていただ

きます。まず、最初に新制度での改革は非常に大きなものがございましたが、小規模保育園や事

業所内保育園の認可につきまして、市町村の事務となり、条例等の整備をおこなって参りました
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が、本年度内子町での新規の申請はございませんでした。また、新たな保健福祉課の業務と致し

まして、幼稚園の認定通知、幼稚園の利用料の決定、保育園児の認定通知、年度内の変更認定通

知等があります。さらに、保育料の算定が所得税から住民税に変わり替わりましたので、保育料

の決定を４月と９月の年２回決定するなど、事務が増加致しましたけれども、保護者や関係機関

に大きなご迷惑をかけることなく、事業を遂行している現況でございます。 

 ２番目の保育の必要性と必要量についてでございます。保育の必要性、入園条件ということに

なろうかと思いますが、今までの条件に加えて、就職活動、専門学校へ通われているのも入園条

件に加わったり、虐待やＤＶ、育児休暇中などの要件が追加されております。また、祖父母の就

労条件が除外されて、保護者のみの就労条件で判断をするような改革もおこなわれております。 

次に、保育の量、保育時間の認定についてでありますが、これまでは原則的に全員８時間の保

育でありましたが、新制度では標準時間１１時間保育と、短時間８時間保育に分かれることにな

りました。この要件は様々ございますが、主なものは、主たるものは、保護者の就労条件でござ

います。１か月に１２０時間以上就労されておれば、１１時間保育か８時間保育から選択が出来

ます。月６４時間以上１２０時間未満であれば、８時間保育。６４時間未満であれば、保育園に

入園はできません。３歳以上の園児でありましたら、幼稚園の入園となるようになってございま

す。保育時間が長くなったということは、保護者の皆さんには喜んでいただいていることでござ

いますが、一方、現場で働く保育士にとりましては、労働時間が延長となり、複雑な勤務体制等

で対応せざるを得ない状況に至っているのも事実でございます。 

３番目、就労等の変動に伴う認定の切り替えでございますが、本年度、年度途中の切り替えに

つきましては、１３２件ございましたが、保育所等の事務ではなく、保健福祉課で対応している

事務で、申請がありました翌日からは、新たな認定による保育に対応が出来ております。また、

延長保育料金の徴収のことでございます。正規の保育時間を越えた時、３０分以内は無料。３０

分を超えた時に、３０分単位で１００円の延長料が発生し、一か月をまとめて徴収を各保育園で

していただいているところです。その実数ですけれども、５つの保育園を合わせまして、１日平

均、無料の延人数が６０名。各園ごとに言いますと、だいたい１０名程度。３０分を越える有料

保育につきましては、合計で１５名。平均では各園で３名程度ということでございます。延長保

育の実態は、保育現場でしか把握ができないことでありますので、今後も各保育園の事務とする

しかないと考えているところです。 

次に、保育士の確保についてであります。保育士不足は、全国的な課題であり、内子町におき

ましても苦慮しているところではございますが、公立・私立、私立というのは、社会福祉協議会

でございますが、２７年・２８年度も保育士の確保は出来ております。民営化以前に、ちょうど

議員のご質問にありましたけれども、正規比率がどうなっているかというところでございますが、

民営化を始める前の平成２０年度でございますが、全部公立で行った時の保育士の正規比率です

けれども、その段階では３３．４％という非常に正規職員が少ない状況でございました。それが

現在は、公立の保育の正規比率は６０％。社会福祉協議会の比率につきましては、７２％となっ

ておりまして、公立・私立とも正規保育士を多く採用することで、その確保に努めているところ

でございます。また、保育士の募集につきましては、広報やハローワーク、大学等への案内、ま

た夏休み等で行われます、保育実習に来られた学生に対し、勧誘などをしております。また、本
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年２月には、愛媛県が東京で主催されました「職の担い手移住フェア」に、社協事務局長と園長

１名が参加をし、プレゼンテーションを行っております。また毎年、松山市で開催されます、保

育士関係者交流セミナーにおきましては、町職員、社協職員が参加をし、保育士をめざす学生と

交流をし、またＰＲをしているところでございます。 

最後の保育の産業化についてであります。社会構造の変化、個人の就労条件の変化が急速に進

む中で、福祉行政も大きな変革をしています。行政や公的な機関だけで、急増する福祉事務全般

に対応しきれない状態に至っておる現状があります。そうした中で、規制緩和や新制度が成立し、

保育や介護等の民営化が進んでおります。民営化によって、新たな地域雇用が生まれたり、個性

的なサービスが提供されることにもつながっているかと考えております。大切なことは、公営や

民営と区別することではなく、ともに密接な連携のもとで、安定した福祉サービスを提供するこ

とだと考えております。幸い、内子町の民営化につきましては、社会福祉協議会の民営化であり、

安定した保育事業が継続されているものと考えております。最後に、この新制度によりまして、

一番変化が起こったものは、保育園の入園児が急増したことでございます。平成２６年４月の保

育園入園者数は、２９８人でありました。本年４月入園予定をしている者につきましては、３３

０人ということで３２名の増になっております。一方、幼稚園では２６年１３９人、２８年４月

につきましては、１１３人ということで、２６名の減というようなことに至っております。入園

要件の変更や、保育時間の延長、土曜日保育の実態などがその主な要因だと考えておりますが、

本年４月から、こばと保育園の定員を増加するなどして、２８年度の入園者をなんとか受入れる

ことができた実態でございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○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） 議員のご質問の中に保育の分野で、保育福祉の産業化について町長どう

思うかというご質問がありましたので、私答弁をしなかったように思いますので、この件につき

まして答弁さしていただきたいというふうに思います。やっぱり産業化という言葉につきまして

は多少、私は違和感を感じるのが正直なところです。ビジネスということではなくて、将来の内

子あるいは、日本を背負って立つしっかりした子ども達を支えようと、育てようと、お父さん、

お母さん、ご家族の多様なニーズに応えていこうというのが保育の在り方だというふうに思って

おりますので、可能な限り町としてもしっかりやっていかないかんというふうに考えているとこ

ろでございます。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） たた今の答弁を聞いておりまして、一定、内子での保育に対する姿勢、

町長の答弁で今言われました、産業化はそぐわないというようなご発言でございました。ただ、

国が進めている福祉行政の中はそういう状況があるけれども、内子町ではそういう方向には進ま

ないというふうに受け止めて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） 答弁のとおりでございます。 
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○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） 保育料の問題でありますが、保育料が所得税額から住民税に移行した

というようでありまして、これは一定、保護者にとっては負担増になるのではないかという危惧

を生じておったわけでありますが、特に軽減の要件が所得税ではあったんですが、住民税になっ

てその部分が無くなっているというようなことでの負担増、全国的にはけっこう多子家庭では相

当な負担増になっているというような事例が出ているようでありますが、内子町ではそういう部

分は見受けられないのかどうなのか、その点。 

○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） 保育料のことについて、答弁さしていただきます。まず、全国

で少し保育料が増額になったんではないかという議論があった部分ですけれども、それは昨年か

ら始まっております扶養控除がなくなったというところで、税金が増額したために保育料が上が

ったんではないかというような議論が、全国で行われているようでございますが、それは全国一

律ということでありますので、ご理解をいただけたらなというふうに思います。ただ、内子町の

保育料について良い機会ですので、ご説明をさせていただきます。国が示す保育料というのが住

民税におきまして、８段階でこの料金にしましょうというのが基準額として示されております。

ただし、非常に大きな数字になっておりますので、合併当初から内子町では、国の基準額の８０％

を目処に保育料を積算をしております。ですから、国の示すものよりはかなり内子町の保育料は

少ないというのが現状でございます。さらに内子町にとりましては、平成１８年からですけれど

も、単独の軽減措置を設けております。それは１８歳までの子どもを第一子と数えまして、端的

に言いますと、高校生に第一子がおって、第二子が中学校におって、第三子が保育園におるとし

てもですね、この第三子以降の子どもについて、３分の１の保育料にしようということを町単独

の事業としておこなってきております。この単独事業につきましては、他の市町村ではほとんど

ない単独の軽減措置でございまして、先ほどの基準額の８０％と、第三子以降を３分の１の保育

料にするということで積算致しますと、国の基準額から内子町の現在の保育料は、６３％程度に

軽減をしているのが現状でございます。ということで、内子町の保育料は決して高くないという

ふうにご理解をいただきたいなと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） ただ今のご答弁でだいたい保育料の問題については、理解できるわけ

でありますが、そのことに関しまして保育所の子どもが増えたというご説明でありました。これ

は喜ばしいことではないかと思います。これは、内子町が取り組んできた保育行政の成果ではな

いかと私も受け止めるわけであります。ただしそのことによって、課長のご答弁によりますと、

だいたい公的な部分が、いろんな問題の多い子ども達を受け入れないかんという実態も出てきて

いるんではないかと思います。多くの部分が民営化されておりまして、公立の保育園が一園だけ

というような中で、実際に職員の配置の問題でいえば、非常に年数は積んでいても保育士さんの

力量の個人差も出てこようと思いますが、そういう中でいろんな問題が生じているのではないか
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というふうに想像するわけでありますが、非常にそういう増えた中での対応で、職場でのいろい

ろ聞いてみますと、臨時で行っておられる方あたりが、毎日帰って来るのが８時前後になるんだ

と、８時、９時なんだというような、これは非常に事務量が増えてきておるというふうなことあ

ってそうなっているんではないかと思いますが。そういう非常にどういいますか、職員自身が安

定と言いますか、仕事をする上で安心した形でやれるような職場の環境がどうなっているんかな

というようなことも受け止めるわけであります。と言いますのは、介護の職場も同じであります

が、非常に保育の職場も非常に仕事がきつくなっていくということではないかと思います。その

ことが、保育士がせっかく資格は持っていても、その職場に入ってこられない、入って来ても、

長続きしなくて、退職をしていくような動きというのは、どうも全国的な流れとしてあるようで

ありますが、このような問題に対して町としては、どういうような施策といいますか、対応をし

ておられるのか、この点について。 

○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） まず増えたことで、公立の保育園だけがその部分をだいぶまか

なっているんではないかという一番最初のご質問ですけど、そういうことはございません。入所

につきましては、各入所希望を聞きますので、その希望に基づいて出来るだけ希望される保育園

に入所をいただくということにして、公立だけがというようなことではございません。ただ、今

回、大変たくさんの方の入所希望がありましたので、一部、入園調整をさしていただいて、３名

ほどですかね、一番希望される保育所じゃない保育所にまわっていただくこともありましたけれ

ども、そういうことをして、希望者全員を入所できるという運びをすることができました。また、

職員体制でございますが、実際、夜遅く帰られる保育士も当然ありますけれども、その方は朝を

遅く出勤していただく。朝出、中出、遅出というような、複雑な勤務体制をとりながら、１日の

労働時間を守った状態の中で、保育をしていただいております。さらに、職員につきましては、

正規職員の他に、毎日勤務していただきます臨時保育士も、これは常勤として雇っておりますが、

その方と、土曜日保育などで出勤をしなくてはならない正規職員等のため、その方には月曜日か

ら金曜日中で休みを取っていただくようになりますけれども、そういった時には先程、議員も言

われました、退職者の方等で保育士資格を持っておられる方を日々臨時として雇用し、保育士が

その定員に足らない状態ではなく、毎日、確保しながら保育に従事しているところでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） そのことと併せてになると思うんでありますが、認定される中で短時

間保育と、標準時保育がありまして、その割合によって非常に現場でも調整いうか、その部分で

難しい部分も出ているようでありますが、内子町では、短時間保育と標準時保育の割合がどの様

な割合になっているでしょうか。 

○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） 総数でございますけれども、標準時間、４月に入所される先程

の３３０名ほどなんですけれども、標準時間が１７５名、短時間８時間の方が１５５名というよ
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うなことになっておりまして、標準時間の方が少し多いという状況でございます。 

○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） この標準時間の幼児の保育料と、それから短時間の分の保育料の差は、

どの様なあれになっているでしょうか。 

○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） 段階ごとに全部違うんですけど、それぞれ５，０００円とか程

度の、全部それぞれ２０段階ございますので、全部所得によって違うんですけど、５，０００円

程度の差、標準と短時間での差ということになっております。 

○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） 延長保育になるのは、短時間保育の子どもさんが多いと思うんであり

ますが、実際に標準と短時間のあれで、５，０００円くらいの、平均したら差ということであり

ますが、もし延長保育に１００円ということでありますから、それほどの差にはならんとは思う

んでありますが、そのことで標準と短時間との差がほとんどなくなるというような状態は起きる

ような実態はないんでしょうか。 

○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） そういった実態はございません。そのようなことを踏まえた中

で、短時間保育っていう単価を決めさしていただきましたし、そんなに有料で延長保育を利用さ

れている方というのが、大変少ない状況でございますので、そういった状況には至っておりませ

ん。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 内子の場合、３０分の余裕をもって延長の保育に対して、３０分ある

という。これは非常に保護者にとっては、ありがたい制度といいますか、時間の設定だろうと思

いますが。実際に、その３０分があるために現場の職員は、大変な状況が起きているというよう

なことも聞くわけでありますが、そういう部分については、どのように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） それは、各保育園の運用ということになります。ただし、３０

分ごとに有料になるかならないかということでございますので、本来は３０分ごとにどの園児が

いるかということだけを確認すれば済むことで、そんなにたくさんの事務量ではないというふう

に私は考えているんですけれども、保育士たちは非常にまじめに取り組んでおりまして、延長保

育になった、一人ひとりの退所時間をすべて記入するというようなことを現在行っているようで

ございます。本来は、３０分ごとに誰がいるかというチェックだけでかまんというふうに私の方

は説明をしよるんですが、なかなか間違ったらいかんから、全部きちんと説明できるようにとい
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うことで、延長になった子ども全員の退所時間を全て毎日記録するというようなことをしており

まして、その分が多分な事務量になっているんではないかなということでありますので、また今

後もその辺を十分に話し合いをしていきた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） 保育行政については、一定、私もこういう問題では、内子での取組み

というのが他の行政とは違う部分を持っているんだなということを理解を致しました。ただ、保

育士の問題ですが、非常に今、全国的な獲得合戦が進められているようでありまして、今後、や

はりそういう問題で、介護保険と同じような状況が起きるのではないかという危惧をもっており

ます。そういう点で、安定的に入っていただけるような体制なり、そういう仕組みというのは、

ぜひ作っておいていただきたいと。このことが子どもを健やかに育てていく体制づくりにもつな

がると思うんでありますが、この点についての取り組みについて一つよろしく。 

○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） 先程申し上げましたように、大学等との交流を深めながらです

ね、そのたびに内子町の現状をアピールするということをしていきたいなというふうに思ってお

ります。先程、東京へ社会福祉協議会事務局長等が出かけたという話をさしていただきました。

そこでの保育士を移住するというところまでは至りませんでしたけど、同時に隣の久万高原町の

方が同じような介護職員を募集ということで参加をされていたそうです。その中で、介護職員の

方が同時に、保育士資格を持っておられて、介護士をされていたんですけど、夜勤があるので退

職をされたという話を聞いて、その後すぐご紹介をいただいて、久万高原町の介護職員と保育士

を持っておられた方を、今年４月から内子町の保育士で雇うことが出来たというようなこともあ

りました。ということで、じっと構えるだけじゃなしに、常にアクションを起こして出かけると

いうことが大事かなというふうに思っておりますので、待ちではなしに、攻めの保育士獲得に進

めていきたいなと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、公契約条例の問題についてお伺いを致します。町長は、今の内

子町にとっては、安定的な公共工事事業については対応が出来ているので、今すぐの必要性を感

じないというご答弁でございました。ただし、国や県の動きの中で検討をしていくというご答弁

でも在りましたが、建設デザイン課長にお伺いを致しますが、昨年、一昨年と公共工事に携わる

技能労働者に対する国の賃金の引き上げが行われて、それについてはどういう流れになっている

のかということを、追跡調査を依頼が国交省からきておったように思うわけでありますが、その

後、その件に関しては、どのような対応をしてこられたでしょうか。 

○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） 国交省もですね、自体で追跡調査ということをやっておる

ようでございますけれども、愛媛県もですね、実際的には追跡調査等はしておりませんで、前の
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ご質問にもありましたけれども、公共事業についてはですね、国、県、それから自治体、町です

ね、そういうことがありまして、内子町でもそういう中で、町だけの仕事ではございませんので、

やるとすれば、当然、国、県と歩調を合わせながらですね、調査をしていくということが必要か

と思っておりますので、現在のところ、そのような調査についてですね、まだ至っていないとい

うことでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 特に、土木建築関係の技能労働者が内子町の場合は幸い、町並み保存

の取り組みの中で、一定そういう労働者が残っているということのようでありますが、しかし、

その労働者と言いましてもほとんど年配の方でありまして、もうあと１０年もすればリタイアす

るような方が多いんではないかと思うんでありますが、そういうことを考えますと、今朝、町長

がご報告された内子の林業をどう活性化させるかという中での、そういう大工さんや左官さんな

どの技能労働者の確保というのは、私は喫緊の課題として取り組む必要があるんではないかと思

うわけでありますが、そこで、私は公契約条例の中で課長言われましたように、県やそこらが追

跡調査をしないからやってないというようなことでありますが、自動的に町の条例の中でそうい

うことが課題として取り組まれるという仕組みというのは、私は作っておく必要があるのではな

いかと思うわけでありますが、その点についてどのように考えておられるか。 

○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） ダンピングとかですね、下請けの方の賃金ですね、それか

ら今おっしゃいましたとおり、技能労働者の確保というのは、大変必要だということは、大変認

識しておりますし、今の制度の中にもですね、例えば保険の加入とかですね、例えば工事の検査

の折にですね、そういうような配置をしたものの優遇措置とかですね、そういう形で、今の現在

でも取り組んでおります。ただ、今の公契約条例におきましてですね、すべてのことをきちんと

決める必要がございますから、行うとしても実際的にそれなりのことでやっていかないと、今後

問題も生じてくるということもありますから、町長の答弁にもありましたとおりですね、国とか

他市町の動向も見ながらですね、慎重にやっていくということでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） これは土木建築だけではございませんで、公契約条例の中では非常に

指定管理者の問題とか、それから公的な施設で働いておられる労働者の皆さんの問題も含まれて

くると思うんであります。そういうことを含めて、私はそれなりの検討を始めて行く必要がある

んではないかと。やる、やらんは、その検討の中で、決められるだろうと思うわけでありますが、

そういう問題意識をもってこの検討をされるお考えはないでしょうか。 

○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） これは私の考え方なんですけど、宮岡議員は公契約条例の中で、やっぱ

り長が民間に対して一定の指示をしていくということなんですけど、これは憲法２７条の第２項
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ですね、勤務条件は法律で決めるということになってるんですね。あるいは、最低賃金法という

のがありまして、これはご存知だと思いますけれども、最低賃金を受ける労働者に最低賃金以上

の賃金を払わなければならない。これは法律で決まっているわけです。あるいは労働契約法があ

りまして、労働条件は労使が対等の立場で決定するということにこれなっているわけですね。こ

ういう法律にこれは抵触しないのか。憲法に抵触しないのか。その辺の論点であるわけであるん

ですね。ある面では。だからこういうものを整理する必要もあるんだろうと。もし、内子町がこ

の公契約条例を制定した時に、違憲訴訟が起こされたり、法律違反ではないかと言われた時に、

私は大丈夫ですという反論は、今の段階では私はこれは自信がありません。そういうことがある

ものですから、いろんな角度から検討していかないといけない条例ではないかというふうに判断

をしているわけでございます。 

○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） 町長が言われるようなそういう懸念と言いますか、そういうのは確か

にそれぞれの自治体で持っておられて、それをどう克服していった中での条例制定が今、広がっ

ているかということでありまして、やはりそういう問題が全面にたってしまったら、もう前に向

いて進みませんから、そういうことも含めて、検討課題として取り組むお考えないかと私は聞い

たわけでありますが、その点についてどうでしょう、町長。 

○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） 先程、答弁しましたように、近隣町村の動向、あるいは国、県の動向を

注視していきたいと。その上での判断ということになろうかと思ってます。 

○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)  それでは、３月定例議会通告に従い質問させていただきます。 

 初めに、全国でも深刻な問題であります、いじめ防止の取り組みについて質問をさせていただ

きます。平成２５年９月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、各自治体で基本方針や組織、

委員会などの設置など、対策が進んでいると思いますが、やはり各学校においては、日頃からの

地道な未然防止の取り組みが重要かと考えております。文科省が平成２６年１０月に発表した全

国の小・中・高校、特別支援学校における２０１３年度の問題行動調査によると、いじめと認め

た件数が約１８万５，８６０件で、前年度より１万２，０００件余り減少したものの、依然とし

て多くのいじめが確認されております。このような状況を打開するため、文科省ではいじめ防止

に効果のあったとされる事例を全国の学校から募集し、特に優れた事例を資料にまとめ公表致し

ました。いじめをなくすには先進事例を周知していくことも必要ではないかと思います。いじめ

られた経験のない小学生は１割と某新聞で読みました。心に寄り添いサインを見逃すなというこ

とであります。いじめは未来を担う子ども達の心に、一生消えない深刻な傷を負わせ、人間不信
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を増長させ、子ども達の未来への希望を奪うものです。私は以前にもこの問題を取り上げました

が、教育にはいつの時代も変わらない基本があります。それは、命の大切さを教えることだと思

います。いかなる理由があろうと、いじめを許さない学校づくりに全力をあげて取り組んでいた

だきたい。そこでお伺い致します。小中学校における「いじめ」の実態についてお聞かせ下さい。

いじめ問題への取り組み状況をお聞かせ下さい。 

 次に、食品ロス削減対策について質問致します。現在、農林水産省をはじめ６府省庁が連携し

て食品業界とともに食品ロス削減に取り組んでおります。とりわけ日本では、年間６４２万トン

という膨大な量の食品ロスが発生しております。これは、国連が食糧難に苦しむ国々に援助して

いる総量、約３２０万トンのおよそ２倍にあたると言われております。食品関係事業者だけでな

く、各家庭からも食品ロスを出来るだけ出さないようにする努力が求められておりますが、農水

省によると食品ロスが生じる背景には、「必要な量」を越えた食品を生産することが当たり前にな

っている実情があるといっています。また、外食店からは食べ残しや調理の過程で作り過ぎた料

理などが捨てられ、また家庭からは冷蔵庫に入れたまま賞味期限切れとなった食品などが廃棄さ

れたりしております。このような状況について多くの方はうなづかれると思いますが、いかがで

しょうか。環境分野で初のノーベル平和賞を受賞された、今は亡きワンガリ・マータイさんが２

００５年の来日の際に、感銘を受けたのが「もったいない」という日本語でした。皆さんもご存

知だと思います。世界共通語「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」として広めることを提唱致しましたが、も

う一度このことを思い起こしていただきたいと思っております。そして、「もったいない」という

言葉を使い、この食品ロスの削減の活動を本町でも考えるべきではないでしょうか。先駆的に全

国では独自の取り組みを進めている自治体もあります。例えば、京都市では２０２０年までに食

品ロスをピーク時から半減する目標を掲げて活動しております。また、長野県松本市では宴会の

食べ残しを減らすために乾杯の３０分と、終了前の１０分は自分の席で食事を楽しむという「３

０・１０運動」を進めております。乾杯と言ったらみんなが席を立ってあいさつにまわっていき

ますから、ゆっくりと食べる時間がないわけであります。私も以前からこうした風景は目の当た

りにしておりますから、ただただ「もったいない」と感じておりました。身近なところから始め

ることが大事かと思っております。「３０・１０運動」も含め、食品ロス削減対策をどう考えてお

られるのかお聞かせ下さい。そして、現在、削減に取り組んでいることがあるようでしたら、お

聞かせ下さい。また、環境省では昨年１月、学校給食での食べ残しや調理くずなど食品廃棄物に

ついて全国の市町村での調査発表をし、食べ残しについて年間一人７ｋｇであったとのことであ

ります。今は、食物アレルギー問題などがありますから、本町でも配慮されて調理しておられる

と思いますが、学校給食での年間の食べ残しの発生量についてお伺いします。また、削減対策に

ついてもお聞かせ下さい。以上、よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○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、いじめ防止の取り組みについてお答えをさしていた

だきます。まず、本町のいじめの実態でございますが、いじめの実態につきましては、毎月各学



平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

- 37 - 

校からいじめに関する調査報告が提出されています。平成２７年度は１月までに２５件という状

況でございます。これは､冷やかしやからかい悪口などを言われたなど、いじめられたと思った側

がいやだと思ったことは全て含まれている認知、すなわち知り得た件数でございます。そのうち

解消された件数が２３件、継続して指導等対応しているのが２件という状況でございます。いじ

めの対応として一番多いのが、冷やかしや、からかい、悪口や、脅し文句、いやなことを言われ

る。２番目に多いのが、軽くぶつかれたり、遊ぶふりして叩かれたり、蹴られたりする。３番目

が仲間はずれや集団による無視をされるというものが、これらのものが約８０％、大部分を占め

ている状況でございます。いじめ問題への取り組みにつきましては、各学校、教育委員会では、

いじめ防止等に関する基本的な措置として、道徳教育の充実やスクールカウンセラーなど、相談

体制の整備、いじめ防止の啓発活動を行っております。学校におけるいじめ防止対策として、命

や人権を尊重し、豊かな心を育てる道徳教育や、体験教育などを通して、互いに認め合う､支え合

う仲間づくりに努めております。先程、議員言われましたように、先進事例等も参考にして各学

校では工夫しながら、取り組んでいるところでございます。一例を申しますと、友達のよいとこ

ろを見つけるとか、友達にしてもらってよかったこと、うれしかったことなどのカードを作成し

て、掲示板に貼り出すというような心の教育を各学校工夫して行っているところでございます。

いじめがあった場合には、学校が講ずるべき措置として、いじめの事実確認、いじめを受けた児

童・生徒やその保護者に対する支援、いじめを行った児童・生徒に対する指導やその保護者に対

する助言を行っているところでございます。なお、学校における重大事案の発生の場合は、民生

児童委員、医師、臨床心理士などと連携して対応する体制をとっておるところでございます。以

上でございます。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私からは、「食品ロス削減対策」についてお答え致します。内子

町では「ごみゼロのまちづくり」推進のため、内子町総合計画、内子町環境基本計画において、

５Ｒの推進を位置づけ、町民への意識啓発に取り組んでおるところであります。その中で、リデ

ュース「ごみの発生そのものを元から減らす」といった取り組みについては、広報うちこ等にお

いて啓発をしており、「買うものは、必要な物を必要なだけ買いましょう」といった呼びかけを

しておりますが、食品ロスに的を絞った対策や、啓発活動は実施しておりません。５Ｒを推進し

ていく中で、「もったいない精神」といったものは、町民の中に定着しつつあるものと考えてお

り、会食等で食べ残しが出た場合でも、個別の容器に分けて持ち帰るといったことは、日常的に

実践されているものと思います。環境省の推計によりますと、平成２４年度に全国では１年間に

２,８０１万トンの食品由来の廃棄物が出ており、このうち食べられることのできる、可食部分と

考えられるいわゆる「食品ロス」については、先ほど山上議員申されましたとおり、６４２万ト

ン排出されていると言われています。また、平成２６年度における内子町での食品廃棄物の推計

量は５５１トンになりますが、内子のまちなかの地域においては、生ごみの回収をおこなってお

り、食品廃棄物のうち２４６トン、全体の４４．６％にあたります、これについては、愛媛たい

き農協の内子堆肥センターにおいて、堆肥原料として資源循環を行っております。 
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しかしながら、再資源化されるごみの中にも、必要以上に買いすぎたり、賞味期限切れで廃棄さ

れるものも当然含まれていることから、ごみの発生そのものを減らす取り組みにより、食品ロス

を減らしていくことは重要であると考えます。「もったいない」の精神は、物のあるべき姿、命や

物を大切にしようという気持ちを表したものであり、食べ残しを出さないといったことは、食育

の観点からも大変重要であると考えます。内子町での効果的な取り組みについて、どのようなも

のが考えられるか、今後、先進的事例も参考に検討して参りたいと思います。以上です。 

○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） それでは学校給食について、年間の食べ残し等の発生量等につ

いてお答え申し上げます。内子学校給食センターと小田学校給食センターでは、毎年児童・生徒

に嗜好調査を行っておりまして、給食の好き嫌い、おかずの味、給食を残しているかどうか、ご

はんやパン、おかずの量、給食に対する希望などを実施して、メニュー作成の参考としています。

また、野菜の茎など固い部分を処理して使用するなど、食べ残しが少なくなるような工夫を行っ

ております。それによって、以前から食べ残しは少なかったのですが、平成２６年度、平成２７

年度においても食べ残しは、一人当たりに直しますと、非常に少ないという状況でございます。

両方ともですね、１年間に直しますと、０．３ｋｇ以下というような状況でございます。ほとん

ど出てないというような状況でございます。以上でございます。 

○８番(山上芳子君) 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番(山上芳子君) ただ今、いじめ問題についてでありますが、以前私この問題について６年

ほど前ですけど、触れさしていただきました。その時にはですね、認知事例というものはあまり

ないというような返答があったかなと思っておりますが、今の答弁の中では２５件ということで

ありましたが、これは内子町内で２５件ということですか。 

○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） 内子町内、小・中学校合わせた件数でございます。認知件数は、

だんだんと伸びているという状況でございます。これは法改正によっていじめられた側から認知

するようにということが徹底されてきた結果だと思っております。 

○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) そうしましたら、相談件数等もどうなんでしょう。少なくなって保護者か

らの相談件数も少なくなっているということですかね。 

○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） ハートなんでも相談員とかですね、スクールソーシャルワーカ

ー等の相談業務がありますが、年間平均した相談件数が上がっているようでございます。 

○８番(山上芳子君) 議長。 
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○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番(山上芳子君) いじめの内容等もからかいとか、言葉によるものとか、おじゃらけでつば

えてたり、そういうのが面白半分の中で、こうエスカレートしたというようなそういうことが多

いのかなと。今の答弁の中で感じるわけなんですけど。本当に、小事が大事で小さいことを見逃

すことなくしっかりと対応していただきたいんですが、大人の社会でもいじめは当然ありますの

で、そういった大人の社会の中での影響というものも、子どもの中にはきちんと入りこんでいく

ようなそんな傾向も私はあるかなと思っておりますので、また学校等におきましてもですね、中

にはなかなか表に出さずに、家庭の中にでも親に迷惑をかけたらいけないということで、なかな

か親にも言えないと、そういった子どもさんもついしたらおられるんじゃないかなと私は推測す

るんですけど、そういった子どもさんの場合、私も母親の立場ですから、顔色、表情、態度、必

ずどっかに変化があると思うんですね。ですから、そういったことも見逃すことなく、先生も大

変お忙しい面もあると思うんですけど、日常の学校生活がほとんどでございますので、その中で

やっぱし子どもの異常をしっかりと見つけていただきたいなと思っております。それで、学校区

内でのルール作り等ももちろんしているわけなんですけど、児童生徒を守り、育てる協議会とい

うのがございますが、これは各小田、五十崎、内子、各学校にあるわけですよね。 

○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） その部分につきましては、各学校の方で実施しているという状

況だと思います。 

○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) 私もその中に入らせていただいておるんですけど、先日も五十崎校区内の

会がありました。その会はですね、終了後に教育委員会等に、こういうことでありましたという

報告はやっぱあるわけなんでしょうかね。そのまま開催して、そのままということなんでしょう

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） 特に、重要な部分があれば報告はあると思いますが、その部分

については、報告を受けた事例はないと思います。 

○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) 報告がないということは、そんなに大きな問題もないのかなと思っており

ますけど、先日の委員会での全体的な雰囲気におきましてもね、なかなか委員さんの中からも子

ども達の日頃の様子の模様というのがあまり意見として出なかったんですね。ですから、なかな

か子ども達のことを四六時中監視するようなことは、なかなか出来ないわけですけど、そういっ

た意見が出ないということは、いじめも大きないじめというのは、ないのかなというのをその時

に感じたわけなんですけど、そういったことも一応は教育委員会でしっかり把握される方が、私

はいいんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。 
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○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） いじめ、不登校、そういった対策協議会を作っております。先

月２月の２９日に会を開催したわけですが、そういったところで情報が上がってくるようになっ

てます。これについては、各学校の生徒指導の先生、それとか養護教諭、それと民生主任児童委

員さん入ってますので、ハートなんでも相談員、そういったところできちんと情報をあげていた

だくということになっております。 

○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) 今、インターネットの普及がかなり出ておりますが、こういった社会の情

報化は子ども達も大きな影響を及ぼしていると思いますが、インターネットそういった書きこみ

等のいじめはありませんか。 

○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） 今の小中学校でインターネットの書き込み等いうのは、現在の

ところ聞いておりません。ただ、高校はですね、私もいじめ対策委員として出席しているわけで

すが、高校においては少しそういったものが出ているようでございます。 

○８番(山上芳子君) 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番(山上芳子君) 大きないじめというのはないという感じは致しますが、とにかく大きくな

らないように行政、家庭また地域みんなが一体となってですね、しっかり取り組んでいきたいと

思っております。また、私自身もそう思っております。また、４月からは新学期が始まって参り

ますので、本当に楽しい学校生活に期待を寄せながら、子ども達も学校に入って参りますので、

さらなる目を光らせてですね、楽しい学校生活をね、応援をしていっていただきたいと思ってお

ります。それをお願い致します。 

 次に、食品ロスの削減対策なんですけど、いろいろと考えられて削減に取り組んでおられます。

質問の中にも事例として挙げましたが、松本市の３０・１０運動についての考えはどんなですか

ね、この件、どう思われますか。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 長野県松本市の提唱されている「残さず食べよう、３０・１０」

と「さんまるいちまる」という語呂で言っているようですけど、この運動については、食事を楽

しむ時間を積極的に設けて、食品ロスを減らして行こうという取り組みでございます。事業所、

団体等の宴会等において協力を求めて、宴会の開始前にですね、乾杯の後の３０分と、お開き前

の１０分、自分の席について料理を楽しみましょうというアナウンスを流してみたりですね、各

家庭では、冷蔵庫のクリーンアップデーを毎月３０日として消費期限の近いものや、いたみやす

いもの、積極的に利用して、冷蔵庫を空にしましょうといった運動を推進しておられるようです。

まさに、食べ残しが発生する場面に直接働きかけようとする積極的な取り組みの一つでもあると
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思います。特に松本市の方ではですね、平成２７年度の予算、２５０万ほど組んで、ポスターと

かコースター、ポケットティッシュとかこういったものに印刷、レシピ本等の印刷ですね、だい

たい２２０万くらい使っておるようでございますけれども、積極的に推進をされておられますし、

佐賀市の方でも同じような「３０・１０運動」されておられます。お金をかけてこういう媒体を

通してですね、積極的にやって行くというのも良いことだとは思うんですけど、小さい町ですの

で、極力予算をかけずにですね、最小の予算で最大の効果を生めるようなそういった取り組みで

何かないかなということで、今後ゴミ減量検討委員会等ででもですね、検討して前向きに進めて

いきたいというふうには考えております。以上です。 

○８番(山上芳子君) 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番(山上芳子君) 私は、この３０・１０運動を知った時には、大変女性として、素晴らしい

なと思っております。まずはですね、議員、職員の間でですね、宴会、それこそ３月議会終了後

ありますよね。これ実施をされたらどうかなと、私は思っております。本当、作られた方に対し

てもですね、感謝の思いで食べて、３０分は乾杯して食べて、それから皆さんご自由に立ってい

ただくということで。早速に私はね、今度の３月議会の終了の懇談会の中で、したらどうかなと

思っておりますが、町長いかがでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私もそのようにし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) という答弁をいただきましたので、皆さん、今度の３月議会の時に、私も

しっかりとみておりますから、よろしくお願い致します。最後に、とにかくもったいないという

気持ちをですね、しっかり伝えていきまして、今後とも内子町としましても削減にいろいろと取

り組んでいただくことをお願いしまして、質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで２時半まで休憩します。 

 

午後 ２時２１分 休憩 

 

午後 ２時３０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、久保美博議員の発言を許します。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） １番、久保です。 

〔久保美博議員登壇〕 

○１番（久保美博君） それでは、３月議会にあたり質問を致します。 
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昨年、９月議会においてプレミアム付き商品券の発売について質問を致しました。国の２０１

４年度補正予算で創設された「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用して、地域の消

費喚起を促すのが目的の事業であり、当町でも１万円で１万２０００円分の買い物ができる２０%

のプレミアム分を上乗せした額面を持つ「内子わくわく商品券」であり、用意した１万２，００

０セットを完売し、総額１億４，４００万円の地域内消費を喚起させて、地域を盛り上げようと

したものでした。商品券を購入した消費者は、町が指定した商店街や、スーパー等においてプレ

ミアム分をお得に買い物をすることができ、商品券による個人消費の押し上げ効果は、商品券を

きっかけに新たな需要が喚起され、且つ、その他の消費が減少しない分と考えられると思います。

例えば、普段購入するような食料品や日用品を商品券で支払い、そこで浮いた金額を全て貯蓄に

回してしまえば、押し上げ効果はゼロになると思います。また、商品券によって一時的に消費が

喚起されても、その後の反動減は、避けられないと思います。つまり、需要の先食い分と、反動

減は、ならしてみた場合に消費全体を変化させるものではなく、マイナス効果の可能性があると

思います。今回の商品券をきっかけに地域の魅力が再確認され、継続的な消費増加に繋がるかが

効果拡大のポイントとなると思います。そこで、今回の商品券発売により地域経済の活性化にど

のように結びついたのかお伺い致します。 

次に、政府は、地方創生を実現するための国の施策を盛り込んだ総合戦略の改定案をまとめ、

国の総合戦略を受けて、各自治体が進めている地方版総合戦略の策定作業が終了し、先日頂いた、

「内子町まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略」の中に市街地整備、集落整備等の

コンパクト化、小さな拠点づくりがあります。過疎化が進む集落では、人口減少や高齢化が進む

中、食料品や日用品を扱う商店等が閉鎖するなど、日常生活に必要なサービスを受けることが困

難になるとともに、今後、暮らしを続けていくことが危ぶまれる状況が拡大していくことが懸念

され、またコミュニティ機能が低下していると思います。このようなことから、「ちいさな拠点」

づくりをする上で、暮らしを守り、生活の維持のために必要なサービスをどのようにして確保す

るのかお伺い致します。また、「小さな拠点」を中心に必要なサービスが繋がり、確保されても仕

事、雇用の場がなければ、移住・定住は難しいのではないかお伺いして、私の質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○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） 久保議員にお答えを致します。私の方からは、小さな拠点づくりについ

て答弁をさせていただきたいと思います。この小さな拠点づくり、地域の暮らし、人々の暮らし

を守ったり、生活を維持していくために、どういう具体的な必要なサービスをしようとしている

のか、あるいはしているのかというご質問だというふうに受け止めております。このサービスの

確保の施策をいくつかあげてみますと、まず今年の４月から町全域を運行するデマンドバスの導

入があげられると思います。なるべくその地域に住んでいてほしいと、そこの地域の人達とコミ

ュニケーションをとりながら、なんとかがんばってほしいと。しかしながら、移動手段の確保に

ついては、こういうふうなことでやりましょうということのデマンドバスの導入が一つ上げられ

ると思います。また、デマンドバスの運行と同時に議会でお認めをいただいたらでございますけ
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れども、道の駅等々にですね、農産物なんかを搬送する分にもこのバスを使っていただくという

ようなことで、現在、計画を立てているところでございます。高齢者の皆さん方が農業や林業と

生きがいをもってつながっていけるような仕組みになろうかなと期待をしているところでござい

ます。特に、内子町では自治会制度を以前から作っておりまして、自治会の皆さんと行政がタッ

グを組んで、そういう地域の皆さん方の暮らしっていうのをしっかりと見守って行くということ

も大事かと思います。こういうコミュニティの再構築も力を抜かずにきちんとやっていきたいと

いうふうに思っております。その他、特に小田地域におきましては、済生会の小田診療所のお医

者さんの派遣、また派遣だけではなくてそれに伴います、生活習慣病等々の講座なんかもお医者

さんが地域に出かけて行って、病気の予防等についての先生からのお話なんかもしていただくよ

うな場も持っております。今後、五十崎、内子地区にも広げていこうという予定で現在計画を立

てているところでございます。その他、伊予銀行さんも小田の内子の役場の支所へですね、そこ

に移転をせずにしっかりと構えていただいてですね、地域の皆さん方のサービスをがんばって助

けていただいて、力を貸していただいているというようなこともありますものですから、社協の

皆さん方と一緒にですね、地域あげてきちんと守っていきたいというふうに思っております。そ

れから、具体的にそうは言いながらも、働くところがないと難しいじゃないかというご質問かと

思います。たしかに、それもそうでございます。やはり、内子町の第二期の総合計画の一つの柱

であります、稼ぐ力のあるまちをめざす、仕事の確保ということがあげられておりますので、そ

のための主な施策としては、まずは基幹産業であります、農業、林業の振興がなによりも大事だ

というふうに思っておりまして、新しい作物の転換であったり、そのためにハウスの助成をした

りですね、また、町の方でも東京、大阪、台湾なんかも含めまして、町の物産の販路開拓という

のを今一生懸命やっているところでございます。出口がきちんとしないと生産も拡大しません。

生産が拡大しないと雇用の確保にもならないということがあろうと思います。ですから、そこの

ところをしっかりとやっていきたい。また交流人口なんかもですね、もっともっと増やせるよう

な観光の加速化も図っていかなくちゃならない。Ｉターン、Ｕターンについても可能な限り、対

応していきたいというふうに思っております。現在、大洲の職業安定所では、有効求人倍率が今

年の１月の段階で、１．２６でございます。松山は１．４５なんですけど、しかしそうは言って

も自分の好みに合う仕事かどうかっていうのは、また別の次元でございますけれども、いろんな

業種はあろうかと思いますけれども、仕事の絶対量で言えば、だいたいいける状況ではないかな

というふうに思っているところでございます。いろんな対応を重ねながら、こういうところも積

極的に紹介もさしていただいたり、雇用の場の確保、これからの大事な分野でございますので、

一生懸命やっていかなくちゃいけないというふうに思っているところでございます。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

〔安川 徹町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・振興課長（安川 徹君） 私の方からプレミアム付き商品券の販売の検証結果について

ご答弁をさしていただきたいと思います。内子わくわく商品券につきましては、内子町商工会に

委託を致しまして、事業を行いまして、昨年の９月１日に売り出しを行い、９月１９日に完売を

いたしました。発行金額につきましては、多子世帯支援対策事業の３０６万円を含んで、総額１
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億４，４６６万円でございまして、１，０００円券に直しまして、１４万４，６００枚というこ

とになっております。使用期間は、昨年９月１日から１２月末まで、１月中に各商店や事業所な

どの換金は終了しております。使用された枚数につきましては、１４万４，３４０枚でございま

す。３２０枚が未使用のままで、使用期間が過ぎてございます。町内の使用状況でございますけ

れども、スーパーなどの大型店で使用されたものが、７万２，６９９枚で、比率にしまして５０．

４％となっております。町内の事業所・店舗等で使用されたものが７万１，６４１枚で４９．６％

という状況でございます。消費者のアンケートを実施しており、回収数が３０２件ですが、普段

の買い物を商品券で行ったとする金額の比率が７１．７％、それから普段は買わないけれども、

商品券の入手をきっかけに新たな商品・サービスを購入したという比率がですね、２８．３％と

なっております。ここから推計致しますと、全体で商品券により約４，０００万円の消費喚起の

効果があったというふうに考えております。商品券取扱業者・店舗等のアンケートも実施してお

ります。１７２件の回答がございました。それによりますと、売上額について商品券実施前と比

べて、１０％から２０％未満で増加したと回答があったのは８件、それから０％から１０％未満

で増加したと回答したところが４５件、現状維持が１１７件、０％から１０％の間で減少したと

回答したところが、４件となっております。３割ほどの業者でいくばくか伸びたという状況でご

ざいます。以上のことから、消費者の動向と商品券取扱業者の状況から、一定の地域経済に活性

化の効果はあったと考えております。以上です。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） ただ今の答弁の中で大型店の利用が５０．４％というようなことで調査

があったようなんですが、これは当町に本社機能のない大型店、あるいはチェーン店がそういう

ところで利用しても地域経済には活性化にはつながらないと思いますが、その効果は一過性なも

のかなと思っております。根本的に地域経済につながるような施策をやっていかないと地域の経

済の盛り上げにはつながらないと思うんですが、その辺のお考えは今後どのように考えておられ

るかお伺いしたらと思います。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） たしかに大型店等のいわゆる内子に本社をもたない購入とい

うのが半分、それから町内で消費されたもの、これが半分。いうような状況ではございます。地

元商店、あるいは事業者そういったものの盛り上げというのを考えていくということも重要なこ

とだと考えておりますが、現段階でちょっと実はアンケートについては、その後というのはこれ

からちょっと考えて、アンケートなどでちょっと考えてみようかなというふうに検討をしている

ところでございますので、またそういった結果も見てですね、また対応を考えていきたいという

ふうに思います。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 今回のプレミアム商品券の成果については、一定の効果があったという

ふうに判断をしとるということですから、今後においてもですね、生活支援型だけじゃなくてで
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すね、観光、あるいは環境、エネルギー等の視点に絞った分野を特定してですね、やはり戦略的

な経済対策もやっていく必要があるんじゃないかと思うんですが、２８年度においてもまだ正確

には継続事業というのは出てないですよね。この商品券。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 現在のところ、継続して来年度においても実施をするという

予定はございません。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） それでは次の小さな拠点のことについてお尋ねをしたらと思います。こ

の小さな拠点のイメージは、自転車のタイヤのような形でしょうかね。結局、拠点となるものが

地元中心にあって、周りの集落が枝葉に分かれておって、スポークが道になって、デマンドバス

等を運行して、集約して真ん中に集まってくるというようなイメージ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） 私たちが考えておりますのはですね、例えば小田を例にとりますと、学

校をですね、小学校を統合さしていただいて、あそこに集中さしていただきました。お医者さん

も確保してあそこでがんばってもらっているわけですけど。合併前の旧町のいろんな仕組みみた

いなものはなるべく動かさないようにですね、そこで地域の皆さん方が安心できるような仕組み

が作れたらいいんじゃないかと。なんでもかんでも全部内子の町の中に集中させるということも

ものによっては必要かもしれませんけれども、あるべくそういうふうにならないようにですね、

分散していくということをやっぱり考えているわけでございます。以上でございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 今のエリアは、小学校区とか中学校校区、あるいは昭和の合併以前の旧

町いうようなエリアでよろしいんでしょうかね。はい、分かりました。 

 それと仕事、雇用の場にすぐつながらないんじゃないかということなんですが、前にも町長が

言われておりました、合わせ技いうのをちょっともう一度お聞きしたいなと思って、説明をお願

いしたらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 例えば、農業を例にとりますと、内子の場合には１農家の耕作平均面積

が１．１ｈａくらいだと思います。３町歩も、４町歩も、５町歩もですね、広い面積を一農家の

皆さん方がやっているというのはなかなかありません。したがって、限られた面積の中でやっぱ

り付加価値の高いものを作っていく、加工にも取り組んでいくということがひとつあると思いま

す。しかしそれだけで、なかなか生計を維持するということが難しいんであればですね、もう少

しプラスアルファーのものをそこに加えていく。あるいは個人出来ないんであったら地域でそこ

で付加価値を高めるようなものを作って行く。例えば、石畳なんかを例にとりますと、農業は農
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業でしっかりとやっていただいて、そこにお蕎麦屋さんをつくったり、地域全体で水車をつくっ

たり、桜を大事にしたりして、一桜シーズンで３，０００人も４，０００人も来るようなですね、

観光客に来てもらえるようなそういう仕組みを作って行く。そういう併せ技といいますか、そう

いう二重、三重の取り組みが私は大切になるんじゃないかなというふうなことを考えているわけ

でございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） この小さな拠点作りは、時間もかれこれかかるんではないかなと思って

おります。そういったことであせらずゆっくりと進めていただくことをお願いして私の質問を終

わりたいと思います。 

○議長（池田洋助君） 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） 天気が暑すぎだしまして、空気も乾燥し、花粉も飛びます。喉もいが

らっぽくなっておりまして、こういう季節には、インフルエンザの菌がだんだんと繁殖をしてく

るということで、一般質問をしたいと思います。普通、例年なら１月頃がピークになって、イン

フルエンザが流行るわけですけど、今年は意外にも先々週ですかね、内子の消防出初め式があり

ましたけれども、その時も私どもの団員の中にも家族が皆インフルエンザにかかって、ちょっと

出れないんですがというふうに、２月がピークになっているようでございます。インフルエンザ

は毎年冬季に流行を繰り返し、国民の健康に対して大きな影響を与える、我が国最大の感染症と

言われています、このインフルエンザに対しての予防接種に対しての費用補助について質問を致

します。昨日ですけれども、愛媛県のホームページ、また夕方のテレビのニュースを見ますと、

３月２日、昨日ですね、時点でインフルエンザの流行は、第８週、２月２２日から２月２８日の

間ですけど、感染症発生動向調査において、その前の第７週、４２．２人から、第８週が５３．

１人とさらに増加し、非常に高い値で推移しましたとなっております。県内全ての保健所で警報

レベルというのは、基準値、定点当たり３０人以上、継続は１０人以上となっています。感染予

防・感染拡大防止のため、咳のエチケット、外出後の手洗いなどを心がけ、症状のある方は早め

に医療機関を受診しましょうとホームページには掲載されていました。また、昨日八幡浜保健所

管内に警報レベルに入ったということで、県全体が警報レベルになったということでございます。

また、予防接種については「赤ちゃんは、お母さんからいろいろな病気に対する免疫力をもらい

ますが、その免疫力は、生後８ヶ月から１２ヶ月ごろまでに失われていきます。そのため、赤ち

ゃん自身が免疫力をつけなければなりません。この免疫力をつけるのに役立つのが予防接種です。

また、予防接種によって免疫をつけた人が多いほど、感染症の流行を抑えることができるので、

社会全体の感染症予防にも役立ちます。自分自身や大切な家族の健康を守るため、また、他の人

にうつさないためにも、予防接種をよく理解して受けましょう。」と掲載されていました。子ど

もがインフルエンザに罹患してしまうと、気管支炎や肺炎、中耳炎の合併症になるおそれがある
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ほか、乳児ではインフルエンザ脳症という死亡率の高い、重い合併症を起こすとの事例がありま

す。子どもに対するインフルエンザの予防接種については、ワクチン接種により、約２０％から

３０％の発症・発病を阻止する効果があるとも言われ、感染の重症化を予防する一定の効果があ

るものとも言われております。ただ、このインフルエンザの予防接種は、任意でありまして、い

わゆる自由診療ということで、個人負担となっております。予防接種の料金は、各医療機関に違

いがあります。１シーズンの接種費用は、約３，５００円から６，０００円というくらいでしょ

うか、先ほど言いましたように各医療機関で違いますので、どの金額が正しいとは言えませんけ

れども。特に、３歳から１３歳未満の子どもさんは、２回の接種が有効であるという事から２回

分の料金がいる場合がありまして、特に高額になってしまいます。子育て世代が安心して子育て

しやすい町と言われるように、子どもの健やかな成長と経済的負担を減らしてあげてはどうでし

ょうか。今回上程されている、中学生の医療費の無料化は、稲本町長のご英断だと思いますが、

子育て若者世代、若い者世代にとって大変ありがたい安心できる政策であります。そこで、今度

は愛媛県内の他自治体に先駆けて、子どもへのインフルエンザの一部補助の検討をされるべきと

思いますが、いかがでしょうか。以上のことからインフルエンザ予防対策として質問をします。

まず、１番目に、当町においても、今年になってからインフルエンザが流行しております。議会

改革特別委員会でも若い人との団体代表の方との意見交換でも出ていたのですけれども、子ども

の多い家庭では、予防接種費の負担が大きく、補助の要望も多いと聞いております。全国では接

種１回あたり２，０００円の補助を出されている自治体が多いようですが、補助費の考えはない

かお尋ねします。２番目に１シーズンでは、幼児・児童・生徒のインフルエンザの予防接種を受

けた人の人数は、幼稚園・保育園・学校等の調査等で把握できるものなのかお尋ねします。３番

目に当町において補助をするとしたら、どの程度の予算が必要になると想定されるか、金額、補

助回数等で違いがありますけれども、試算をされたことがあるかとをお尋ねします。 

続きましてですけれども、教育について質問したらと思います。答弁については、本来ならば

教育関係だったら、教育委員長に対して質問を出すんですけど、答弁の方は教育委員長でも教育

長でも構いませんので、よろしくお願い致します。私が子育てを始めたというか、結婚をしたこ

ろからですけど、その頃の日本は、景気も上昇を続け、地方であるこの愛媛県の南予方面も中央

からの企業の進出や、公共事業費等の増加もありまして、まあまあ仕事もありました。物質的に

も経済的にでもですが、ある程度は満たされた時代でありました。そのような地方経済の中で、

高学歴を求めての進学率の上昇、そういった中でゲーム機や逆に携帯電話等、物資が与えられる

社会で育った子どもの増加等々、子どもと教育をめぐる環境は、大きく変化した時代でありまし

た。近年では、貧困の格差社会や、平均的な所得の半分である、１２２万円を下回る水準で暮ら

す、子どもの貧困が問題になっております。昨日かおとといですかね、新聞にも、生活保護費以

下の収入で暮らす子育て世帯の割合が１３．８％となり、２０年間で倍増したという記事が掲載

されておりました。社会・経済の変化に伴い、政府の児童・生徒への就学支援や保護者への生活

支援対策が求められ、幼児保育や学校教育、社会教育のあり方が問われております。本来、家庭

は、子どもと親・家族のふれあいの場であり、同時に幼児期に必要な基本的な生活習慣等を身に

つける場であります。私が思うには、先ほどの子どもの貧困、家庭の問題だけではなく、多くの

子育て家庭では、高学歴を目指すことにより、家計に占める学費や習い事の割合は高く、その為
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に親の就労時間が優先されて、親子のふれ合いが減っている場合があると思うのですが、いかか

でしょうか。また、地域では地縁的なつながりを好まない親もあり、子どもが地域との関わりの

中で育つ環境も弱まっています。親が地域活動に参加しなければ、顔も見たことがない、どんな

人か知らない、どのような仕事をされているかよく分からないといった状況で、いくら近所の子

どもさんとも言えども、なかなか軽々に言葉かけはしづらいものであります。地域行事や愛護班、

ＰＴＡ活動など、積極的に親子で参加していれば、子どもの人間形成にもプラスになると思うの

ですが、親のコミュニケーション力が弱ければ、子どもも自ずと人間関係を築く力が弱まり、一

方ではゲームや疑似体験や一人遊びなどが増加し、社会性の欠如に繋がるものではないかと心配

するものです。家庭や地域の教育機能が低下すると、学校との間のギャップも大きくなり、不登

校や直ぐにキレる子ども、校内暴力や学級崩壊に繋がってくるのではないでしょうか。学校の先

生も、授業や生徒指導、部活動、事務処理や給食費等の集金とか、保護者との連絡等々、数多く

の対応があるとも聞きます。子どもの教育は、親がやるのが基本と言われていますが、複雑な家

族構成や社会情勢により、いろんなパターンもあると聞きます。そういった事や管理体制も強ま

っており、保育士さんや、先生の精神疾患の増加に見られるように、気が休まることがないと聞

きます。日本社会において、教育と家庭のあり方が問われ、すでに何十年にもなると思いますけ

れども、文部科学省のホームページでは、「家庭の教育力の充実等のための社会教育行政の体制

整備について」、「家庭は、子どもたちが最も身近に接する社会であり、家庭での教育は、基本

的な生活習慣や生活能力、自制心や自立心、豊かな情操、他人に対する思いやり、善悪の判断な

どの基本的倫理観、社会的なマナーなどの基礎を子どもたちに育むものであり、学校や地域社会

での子どもたちの活動にも影響を与えるすべての教育の出発点である。」と、家庭の教育力の充

実の重要性を述べています。また、「家庭における教育は、本来すべて家庭の責任にゆだねられ

ており、それぞれの価値観やスタイルに基づいて行われるべきものである。したがって、行政の

役割は、あくまで条件整備を通じて、家庭の教育力の充実を支援していくということである。」

と言われております。私が思うには、教育は学校や地域の影響が大きいのは当然でありますが、

基本的には家庭教育が大切であり、子どもと親、夫婦、兄弟、祖父母等の家庭環境が大きく左右

するものではないかと思います。行政として、町長、教育委員長、教育長は、学校教育・家庭教

育の考え方、地域教育の考え方をどのように捉えておられるか、どのようなかかわり方が理想で

あると考えておられるか答弁を求めます。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員の質問に対し、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） 下野議員にお答え致します。私は、インフルエンザの予防接種に関する

ご質問について答弁をさしていただきたいと思います。季節性のインフルエンザは、議員のご質

問にありましたように、高齢になるほど死亡率が高くなるという傾向があることから、予防接種

法におきましては、高齢者を対象とした予防接種が定期接種に定められておりまして、県内全市

町で予防接種公費助成を行っているところでございます。ご案内のとおりだというふうに思いま

す。内子町では、接種率は今年度６６．７％でございます。子どものインフルエンザ予防接種の
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接種率は、特定の医療機関での接種人数をもとにした推計で、５０％程度。接種には議員のご質

問にもありましたように、４，０００円くらいから６，０００円くらいの費用が必要ということ

でございます。公費助成におきましては、予防接種法において定期接種となっていないことから、

実施しておりませんでしたけれども、季節性インフルエンザの流行は、社会生活に大きな影響を

及ぼすことや、重症化するケースもあるということから、町としても先進自治体等の制度を参考

にしながら、助成の内容、そしてその財源等を総合的に検討して、公費助成導入の検討をしたい

というふうに考えておるところでございます。現在、子どものインフルエンザ予防接種公費助成

制度は、県内で３自治体が実施しておるところでございます。公費助成の内容は、自治体によっ

て差がありますけれども、接種率が高い自治体では、６ヶ月児から１５歳までを対象として、１

接種につき、自己負担が１，０００円と設定されており、その接種率はおよそ７０％でございま

す。同様の助成事業と接種率で試算した場合、内子町では、約５６０万円程度の経費が必要とな

ります。個人負担が少なく、手続きが簡単な自治体ほど接種率は高くなっているようでございま

す。予防接種者の把握につきましては、公費助成制度を導入した場合に、医療機関からの報告で、

個別の状況は全て確認し、接種記録を管理することとなるところでございます。以上、答弁にか

えさしていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡教育長。 

〔亀岡忠重教育長登壇〕 

○教育長（亀岡忠重君） それでは私の方からは、今後の学校教育、家庭教育の考え方、地域で

の関わり方について答弁をさしていただいたらと思います。今の下野議員さんからですね、お話

がありましたように、私たちの時代とですね、今の時代と随分変わってきたということですね。

本当に大変な社会であるしですね、子育ても大変であるなと実感しております。そういう中でど

ういうふうにすればいいのかなということですね。行政の考え方の中にですね、どういうふうに

やれるのかなということをですね、答弁として述べてみたいと思います。内子町総合計画、第２

期の「住み続けられる内子町をめざす」戦略の中において、子どもたちも含めて町民と行政が力

を合わせて安全・安心なまちづくりを進めることを謳っております。また、昨年策定しました、

内子町教育大綱におきまして、４つの基本政策の中で、近年のグローバル化社会や激動する社会

を生き抜くために、学校と家庭・地域の絆づくりや地域コミュニティとの連携を図りながら、安

全で、安心で、安定した教育環境の構築をしていくこととしております。当町におきましては、

学校教育の分野では教育の出発点である家庭教育において、担い手である親への援助や相談体制

の充実が必要だと考え取り組んでおります。例えば、就学援助のための周知拡充、支援が必要な

児童、生徒の巡回相談等であります。また、社会教育への分野では自治センター等で、親子学級

や愛護班活動、子ども対象のふるさと教育や各種事業、人権・同和教育など、子どもから大人ま

での町民対象に学習機会の提供を行っております。議員が言われますように、当然、基本は家庭

教育だと思っております。しかし、最近の子どもたちの凶悪犯罪やいじめ・不登校などの問題を

考えた場合、家庭のしつけや学校教育の存在の在り方、地域社会の希薄化、青少年を取り巻く社

会環境の悪化などが複雑に絡み合って発生しているのでないかと考えていますので、私としては、

今までの取り組みも行いながら、未来の内子町を担う子どもたちの育成のため、町長部局と連携
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し、政策や対策を講じる必要があると思っております。以上で答弁とさしていただきます。 

○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） インフルエンザの補助については、私思っておりました中で、町長か

らの直接の答弁をいただいて前向きに考えると検討するということでございます。愛媛県内、３

自治体ですかね、もう先行されているということでございます。ぜひともですね、財源がありま

すので、今度の医療費の関係もそうですけども、財源なしにして全てを補助せえというのも私た

ち議会としても議員としても責任のあることでございまして、ただ、やはり今回は少しでも町長

としても若者の定住に力を入れるということを言われておりますので、やはり若者がこの内子町

に望んで安心して暮らせるから内子を選んだよというふうに、出ていかないというふうな政策を

進めていただけると思うんですけど。目標的にはだいたいどの程度の目安ができたらやりたいな

というか、検討されていこうとする時期がもし分かるようでしたら、答弁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） ２８年の当初ではですね、上げることは出来ておりませんので、それは

もうやむを得ないというふうには思っておりますけれども、なるべく早くですね、これは対応し

たいと。インフルエンザの時期的なものもありますから、そういったものに間に合うようにです

ね、うちの方も鋭意、調査・研究・検討を進めたいと、なるべく早くやるようにしたいというふ

うに思っております。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） インフルエンザに対してはこれ以上の質問は終わります。 

 続きまして教育についてでございます。ここで一つ私、亀岡教育長からの答弁いただいて、総

合計画の中でもこのような考え方がという答弁だったんですけど、私個人的な提案というか、考

え方ですけれども、やはり家族の基本的な関わり合いが一番という気持ちの中で、この内子町と

してもですね、いろんな企業とか、自治体とか、行政一番ですけど、学校、スポーツ少年団とか、

いろんな各種団体に働き掛け呼びかけて、出来れば年に１回とか、理想では月に１回ですけどね、

家族の日というんですかね。ふれあう日というのがありはするんですけど、これは推進をして逆

に言えば、内子町自治体が中心になって働きかけて、この日はできるだけ企業も日曜日、この日

を第１とか第３とかこの日曜日は、出来るだけ仕事をせんようにしてやとか、スポーツ少年団と

かもこういう大会は止めようとか、何かそういうことで、それは親子で農作業をしてもかまんと

思うんですよ。要は、ふれあうような家族がふれあうような、そういった制定をする考えが出来

たらすばらしいんだがなというふうに思うんですけど、なにさま、休み、休みと言えばいろんな

各種団体等の行事が入って、親が時間が空いてたら、子どもがどこかに出ているとか。子どもと

何かしようとすれば、親が何かの会があるとか。なかなか一緒にふれあう時間が少ないのではな

いかと思うんです。そういった何かふれあえるような制定とか考え方についてどのように思われ

るでしょうか。 
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○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡教育長。 

○教育長（亀岡忠重君） 今のお話は、本当に素晴らしいありがたいことだと思っております。

で、昔というかですね、田休み行事でですね、ほとんどの人が休みだった時もあったりしたと思

うんですけどね。今はいろんなことが忙しくて私もですね、土日というのがほとんどつかえる状

態でですね、出ております。３町が合併して特にですね、いろんな行事も増えてきております。

そういう中で交流も出来ておるということですが、全体で休むとか、何かを一緒にするというこ

とは、なかなか難しいなと思っております。これは、学校も本当に過剰くらいになっております。

地域も一杯いっぱいになっておると思うんですね。そういう中でどういうふうに整理が出来るか

なということについてはですね、今後なんらかの形で検討が出来たらいいなと思っております。

ちょっとゆとりのあるような形のものが町の中に出来てくるとですね、もっと内子の町民もまた

落ち着いてですね、良い町ができるんじゃないかと思ったりしますんで、またこれは皆さんのご

意見ももらいながらですね、何かで検討出来たらいいなと思っております。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 教育関係の方は教育長の答弁でございますけれども、自治体としての

理事者側として町長の考え方は、こういう考え方に対してはどのように思われているでしょうか。 

○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） 気持ちは分からなくはないんですが、現実にはなかなか難しいところが

あるんではないかなというふうに思いますね。子ども達もいろんなところに関わって、地域のい

ろんな年間行事にあるだろうし、そういうものを一回、それぞれのところで交通整理をしないと

ですね、そういう時間がなかなか取れないというところもあろうかと思いますので、今後そうい

うことが出来たらいいなと思いますけれども、なかなか現実には難しいかなということがあると

思います。ただ、やっぱり先程ご質問にあった、答弁にありましたように、基本は家庭でござい

ますから、家庭がしっかりと大地に根を下ろすようにですね、子どもを育てていくという環境、

これがまずベースだと、基本だというふうに私は思っております。以上で答弁とさしていただき

たいと思います。 

○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） 各他の課長さんおられます、各また教育関係の課長さんもおられます、

いろんな年間行事の計画の中で、また課長会等でもお集まりになられた時には、この日はできる

だけ予定を入れまいやというような考え方もちょっとは頭の片隅において、そういう行政運営、

教育運営に取り組んでいただいたらと思います。以上で質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 以上で一般質問を終結します。ここで、３時３０分まで休憩致します。 

 

午後 ３時１６分 休憩 
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午後 ３時３０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 これから議事日程にしたがって、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ６ 平成２７年請願受理第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（産業建設厚生常任委員会付託のもの）」 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 平成２７年請願受理第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。 

この請願書は１２月定例会において、産業建設厚生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査と

なっていたものであります。産業建設厚生副委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

山上芳子副委員長、ご登壇願います。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） それではご報告申し上げます。産業建設厚生常任

委員会に付託されました、「平成２７年請願受理第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」２月１５日に当委員会を開催し審査を行いましたので、

審査の結果をご報告申し上げます。本請願事項は、ＴＰＰ「大筋合意」の詳細と協定本文を速や

かに開示し、国会と国民の議論を保証すること。国会決議に違反する合意は撤回し、協定への調

印・批准は行わないことを求める意見書を、国に対して提出することを求めているものです。協

議において、「ＴＰＰで納得できない面は、重要５品目について国会決議を無視した大筋合意であ

る。関係国においてもＴＰＰの最終的な批准は否定的な記事もある。」との意見や、「確かに他の

関係国でどのように賛成していくのかは見通せないところがあるが、すでに平成２６年３月にＴ

ＰＰに関する意見書を国に提出しており、再度提出する必要はない。」との意見。また、「前回、

議会が提出した意見書と同じ内容の請願であり、反対する理由はない。」との意見などがありまし

た。採決を行った結果、この請願の採択に賛成、反対が同数となりましたので、副委員長の判断

により不採択と裁決致しました。よって、平成２７年請願受理第７号は「不採択とすべきもの」

と決定致しましたので、ここに、ご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

○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） 私が紹介議員でありましたが、ちょうど当日、体調を崩しまして、病

院の方へ急きょ行かなければならないということもございまして、欠席をいたしておりまして非

常に委員会の皆さん方にはご迷惑をおかけをしたわけでありますが、ただ、今お聞きしますと、

同数であったというようなことであります。と言いますのは、前回、今議長席に座っておられる

当時の委員長名でこのＴＰＰ問題については、反対であるということでの意見書を国に上げたわ

けであります。そのことと合わせて今回、反対になった整合性については、どのような議論がな

されたのか、この点について副委員長にお聞きを致したいと思います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 今、報告致しましたとおりでございます。ですか
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ら、前回２６年に内子町として出しました。それで意見書を出さなくてもいいんじゃないかとか、

それから反対する理由もおかしいとか、そういうことを委員の皆さんから意見が出ましたけど、

この中で参考人の竹中氏にいろいろ請願の説明をしていただきまして、その中で質疑等、そして

委員さんの意見、討論を致しました結果でありますので。報告をさしていただいたとおりで採決

を行いました。同数になったっていうことでございますので、それは私の意見はその時には述べ

ておりませんでしたけど、前に意見書を出しているんだから、今回それを反対するのはおかしい

んじゃないかという委員さんの意見もあったんですけど、その意見に対して私個人としては、２

６年の３月に提出いたしました意見についてはその時にはＴＰＰ交渉においての守るべきことに

ついての意見書であったかと私は思っております。今回のＴＰＰの請願につきましては、大筋合

意の撤回、認めないと、取り下げなさい。調印、批准をしないということですので、内容が違っ

てくると考えましたので、その中で私の判断をさしていただき、こういう結果となりました。 

○議長（池田洋助君） これにて、質疑を終結します。 

 山上 芳子副委員長、席にお戻り下さい。 

これより、討論に入ります。この請願に対する委員長報告は「不採択」です。委員長報告に反

対者の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私は委員長報告に反対の立場で討論をおこないます。といいますのは、

このＴＰＰが批准をされますと、非常に日本の農業だけではなしに多くの問題で国民生活が大変

な状況になることが言われております。しかしその中身についてはなんら報告もされず、ほとん

ど目隠しをされたままでのこの大筋合意であります。最近の新聞報道なんぞを見ておりましても、

この大筋合意は地域経済やそしてまた雇用、農業、医療保険、そして食の安全など、私的財産な

ども含めて国民の利益に相反する状況が含まれていると。そういうことが分からないままに合意

をされて批准をされるということが私はあってはならないと思うんであります。国民の知る権利

を奪ったままでのこの合意は、私はするべきではないという立場であります。そういう立場から

私は委員長報告のこの国に対しての意見書をあげないということは、これは内子町議会が言わば

前回の意見書については前回一致で国に上げていたわけでありますが、今回のこれを見てみます

と、いわば内子町議会が賛成の立場を表明したということにつながると思うんであります。そう

いう立場から私は、この請願については当然、採択をして国に対して合意をしないように、批准

をしないようにという意見書をあげるべきだと考えまして、この委員長報告には反対を致すわけ

であります。以上です。 

○議長（池田洋助君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 私は、委員長の不採択報告に賛成の立場でございます。今般のＴＰＰ閣

僚合意は、アジア太平洋の世紀の幕開けとなる画期的なもので、わが国にとっても国益を確保し、

成長を確かなものとし、次の世代、またその次の世代の繁栄と活力を受け継ぎ、チャンスに満ち

溢れた日本を取り戻し、日本の未来を切り開く歴史的第一歩だと思っております。強い農林水産
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業を作り上げるため万全の施策を講じるとあります。確かに、生産者の方々には解決すべき点が

多々あるかもしれませんが、ＴＰＰを歓迎する消費者が多いのも事実だと思います。このような

ことから、国が決めた大筋合意を見守るべきではないかと思い、今回の大筋合意を撤廃する請願

については、不採択を致し、委員長の報告のとおり賛成を致します。以上です。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

これより、委員長報告のあった、「平成２７年請願受理第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」の採決に入ります。 

 本請願に対する委員長報告は、「不採択」であります。 

本請願を委員長報告のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

したがって、本請願は、委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。 

 

  日程第 ７ 平成２７年請願受理第８号 政府による米価下落対策を求めることについて 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 平成２７年請願受理第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。 

この請願も１２月定例会において、産業建設厚生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とな

っていたものであります。 

 産業建設厚生副委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

山上芳子副委員長、ご登壇願います。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） それではご報告申し上げます。産業建設厚生常任

委員会に付託されました、平成２７年請願受理第８号、政府による米価下落対策を求めることに

ついて、審査の結果をご報告申し上げます。本請願事項は、「暴落した米価を回復させるため、米

価決定の市場まかせをやめ、備蓄米の買い入れなど米の需給と価格の安定に国が責任をもつ政策

を確立すること」を求める意見書を、国に対して提出することを求めるものです。協議において、

「米価がこれほどまでに下がって、米生産農家は本当に苦しめられている。今後、生産調整も廃

止され、経営を守るため米価対策は求めるべき」との意見がありました。採決を行った結果、「平

成２７年請願受理第８号」は、「採択すべきもの」と決定致しましたので、ここに、ご報告申し上

げ委員長報告を終わります。よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、質疑を終結します。 

 山上芳子副委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論に入ります。この請願に対する委員長報告は「採択」です。委員長報告に反対者

の発言を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 
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 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 

これにて、討論を終結します。 

これより、委員長報告のあった、「平成２７年請願受理第８号 政府による米価下落対策を求

めることについて」の採決に入ります。 

 本請願に対する委員長報告は、「採択」であります。本請願を委員長報告のとおり決すること

に、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立、多数であります。 

 したがって、本請願は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 

  日程第 ８ 報告第１号 専決処分の報告について 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 報告第１号 専決処分の報告について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１号、専決処分の報告についてでございます。この報告案件につきま

しては、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会に指定された事項の訴えの提起について先

決処分をしたので報告をするものでございます。内容につきましては、総務課長に説明を致させます

ので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 報告に入ります前に先の１２月定例会、平成２７年度一般会計補正

予算第３号の質疑におきまして、林 博議員から車の撤去の関係、強制代執行は提訴の種類には

当たらないのかとの質問に対し、私から裁判の種類には入らないと答弁を致しております。この

ご質問の趣旨は、議決要件にあたるか否かということだと思います。今回のように申し立てをし

た場合、申し立ても議会の議決を経なければならないものとの判決を昭和５９年５月３１日に最

高裁判所第１小法廷が下しました。１２月定例会後の再調査により、本件がこの様件に該当する

事件となることが判明致しましたが、当該事件が議会より指定された専決事項となっております

ので、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を致しました。これよりその内容につ

いて報告をさせていただきます。１２月定例会の私の説明には不足があり、誤解を与えましたこ

とをお詫びを申し上げます。 

それでは、議案書１の６ページをご覧下さい。専決第２号、議会の議決に付すべき訴えの提起

に関することについての専決事項の内容は議案書記載のとおり、１、当事者、債権者、喜多郡内

子町。債務者、愛媛県喜多郡内子町内子８１２番地、大本敎雄。２、事件の場所、内子町内子３

４７６番地先、内子町立図書情報館倉庫前。３、申立名、動産執行申立。４、申立場所、松山地

方裁判所大洲支部。５、申立日、平成２８年１月２９日。６、申立の内容、内子町立図書情報館
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倉庫前に軽四自動車が放置されており、度重なる移動の依頼にも債務者が応じない。そのため、

債務者に対し、不法に占拠する土地の明け渡しを求めるべく、車両の移動執行を申し立てたもの

である。７、申立に関する取扱い及び方針。当該町有地は、バスの回転場、図書情報館倉庫前並

びに内の子広場の入り口にあたり、このまま放置すると業務の支障となる。現状では、話し合い

で解決できないと判断し、また他に方法がないため申立を行ったものである。以上、内子町議会

に報告をするものでございます。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第 ９ 報告第２号 専決処分の報告について 

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 報告第２号 専決処分の報告について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第２号、専決処分の報告についてでございます。専決第３号、議会の議

決に付すべき契約について。専決第４号、議会の議決に付すべき契約について。この２件の報告案件

につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した工事変更請負契約につき、

報告するものでございます。内容につきましては、建設デザイン課長に説明を致させますので、よろ

しくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、報告第２号につきましてご説明申し上げたらと

思います。議案書の１の９ページ、それからですね、説明資料８、２ページをお開き願ったらと

思います。専決第３号、議会の議決に付すべき契約について平成２８年２月８日にですね、地方

自治法第１８０条第１項の規定によりまして、専決処分したものでございます。議会の議決に付

すべき契約でございますけれども、契約の目的、第２１号本庁舎耐震補強改修建築主体工事に係

る工事の変更請負でございます。契約金額でございますが、元の契約額が７，３９８万円でござ

いまして、今回、１７８万５，０００円を増額致しまして、７，５７６万５，０００円にするも

のでございます。契約の相手方につきましては、愛媛県喜多郡内子町内子２０７７番地、株式会

社山本建設、代表取締役、長岡幸男でございます。工期の関係につきましては、平成２７年７月

１４日からですね、２８年の２９日ということで、すでに終わっておりますけれども。工期につ

いては変更ございません。変更理由と致しましては、追加工事によります、設計変更に伴いまし

て、工事請負額について変更するものでございます。変更内容につきましては、説明資料の８の

２ページでご説明させていただきます。 
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それでは説明資料で説明させていただきます。まず主な変更内容と致しましては、まず一点目

と致しまして、資料の左下の２階平面図をご覧いただいたらと思います。平面図の青色で着色し

ております箇所でございますが、税務課と保健福祉課の間の部分におきまして、耐震工事と致し

まして、鉄筋コンクリートの耐力壁を施工することとしておりまして、その際に増築庁舎との接

合部分、資料の緑色で丸で囲んでおりますが、ちょっと薄くて分かりにくいかもしれませんけど、

ベランダへの通路に該するものでございまして、この部分のコンクリートパネル壁と建具を撤去

する必要がございました。撤去後、再利用での普及としておりましたが、既存パネル壁に建具が

取り付けられておりまして、その部分において構造強度確保した上での取り外しが困難というこ

とでございまして、撤去後、コンクリートパネル壁を一部新設にて復旧することと致しました。

施工規模と致しましては、２箇所で合計４．９㎡でございます。２点目と致しましては、資料の

左上の１階平面図でございますけれども、平面図の青色で着色している部分に鉄筋コンクリート

耐力壁を施工するにおきまして、既存の書類棚を撤去する必要がございました。耐力壁設置後に

既存と同等の書類棚を新設する計画としておりましたが、今回、鉄骨ブレース施工によりまして、

既存の収納スペースが減少することに相成りました。ちょうど建設デザイン課のところにブレー

スを入れておりますけれども、そこのところに担当箱のところにブレースが入ったということで、

担当箱がなくなったということでございます。それらのことによりまして、先ほどの書類棚の資

料右上にございますけれども、ちょうど右手にちょっと図面を書いておりますけれども、このよ

うにですね、高さをちょっと高くしてですね、書類棚を少し大きくするような計画を致しました。

それによりまして、改修前と同等の収納スペースを確保することを致したわけでございます。３

点目と致しまして、１、２階の鉄骨ブレース箇所の設置箇所におきまして、既設のブラインドを

再利用することとしておりましたけれども、ブラインドに損傷等がございましたので、今回の耐

震改修工事に併せまして、平面図の赤色で記載しておりますけれども、１階におきましては６箇

所、２階におきましては８箇所、計１４箇所におきましてブラインドを新設での取り付けをした

わけでございます。以上が変更理由でございます。 

続きまして、議案書の１、１０ページをお開き下さい。また、説明資料につきましては、３ペ

ージになります。専決第４条でございます。この案件につきましては、平成２８年２月２２日に

ですね、専決処分を行ったものでございます。契約の目的でございますが、第４１号大瀬中学校

屋内運動場耐震補強改修建築主体工事に係る工事変更請負でございまして、契約金額につきまし

ては、元の金額が１億４，４７２万円でございます。今回５４万９，０００円を増額致しまして、

１億４，５２６万９，０００円とするものでございます。契約の相手方は、愛媛県大洲市若宮５

２８番地１、村上工業株式会社、代表取締役、村上聖でございます。工期につきましては、平成

２７年８月２５日から平成２８年３月１８日としておりまして、工期に変更はございませんが、

現在、約９０％が出来あがっている状況でございます。これは２月末でございますけれども。変

更理由と致しましては、追加工事によります設計変更に伴います、工事請負額について変更する

ものでございまして、内容につきましては、説明資料８の３ページでご説明申し上げます。主な

変更内容についてご説明申し上げます。資料のですね、図面でございますが、左側の赤色で着色

している部分になりますけれども、全面に町道がございます。その道沿いにですね、スチールの

フェンスが老朽化しておりました。それに伴ってですね、間口が今回撤去することによってです
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ね、車両の乗り入れ等が容易になるということでございまして、このフェンスの撤去、１０ｍ、

それとこの図面で言いますと、オレンジ色で着色しておりますが、この部分が未舗装でございま

したので、今回３０㎡ほどを追加舗装を致しまして、当施設の利便性を図るということで変更致

したわけでございます。以上、報告第２号、専決処分の報告とさせていただきます。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） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） またこないだと同じことを聞くんですが、副町長に。これに書いてあ

る、これに書いてあると言われたんですけど、私はまだ答えをいただいてないので、今日答えを

いただきたいんですけど、毎回、建設工事の場合には追加が出るんですけど、その追加。自分の

家を建てるとしたら、これだけの追加がいったらなかなかちょっといろいろ改良、誰でもじゃけ

ど、言うんじゃないんじゃろうかと思うんですが。この１７８万５，０００円という一番目に説

明を受けたやつ、この工事はあの時も言ったんですけど、どこが見落としたのか。設計会社が見

落としたのか、それとも建設の、町のデザイン課が見落としたのか。その答えをまだいただいて

ないんですけど。もし設計事務所が見落としたんであれば、町が全額負担する必要はないと私は

思うんですよ。金額が太いんですから。これは全て税金ですから。だから、これをどうしていっ

つも毎回、かなりの金額の追加が出るのか。どこが見落としたのか。それだけを聞きたいんです

が。あの時聞いたら副町長は、詳細はこれに書いてあるけんこれ見たら分かる分かると言われた

んですけど。どこが見落としたのか、どこを見ても書いてないんですよ。だからそれだけをちょ

っと説明を受けたいと。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲田副町長。 

○副町長（稲田 繁君） 本来ならば建設課長が答えるべきですけど、ご指名をいただきました

ので、私で分かる範囲でお答えをします。建物を建設したりですね、そういった場合には当然、

設計段階で協議をしまして、ほとんど着手して完成までのものを作るべきだと思います。ただで

すね、いろんな要素がございまして、建設途中でですね、いわゆる発注者であります町、それか

ら施工業者、それから利用者でですね、工程会議というのを開いて行きます。それは出来た物が

ですね、本当により良いものができたかを検証するために、だいたい私の経験では、月に２回く

らいですね、会議をしまして、その中でこのまま進んでいいのかどうか。あるいは、修正を加え

たらいいのかどうかの協議をします。そういった中でですね、修正点が出てくるものがございま

す。今回のものについてはですね、先ほど、建設課長が申しましたように、取り壊している途中

でですね、それを再利用するという当初計画であったんですけどが、取り壊している途中でです

ね、これは再利用ができないという判断で、その再利用するものをですね、できないために新た

に作ったということですので、これがどこの設計業者のミスなのか、あるいは、いわゆる役場の

点検ミスなのかという仕訳はなかなか難しくて、建設途中でそういったものはある程度出るもの

だということでご理解をいただきたいというふうに思っております。以上です。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 



平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

- 59 - 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） 私もそれは分かるんですよ。私も建設に従事しておりますから。内子

中学校の３階の手すり、あれなんかは最初から図面になかったんですよ。あとから付けた。それ

も追加でつけた。でもあれは見落としでしょう、完全な。内子中学校の３階の。あれもかなりな

追加がいっておるんですけど、私いっつも思うんですけど、見落としなのか、副町長言う説明は

分かるんですよ。でもそれは相手が設計事務所だから。素人じゃない、本物の設計事務所ですか

ら。ある程度はやっぱりまともにやっていただかないと。これが自分のお金でさっきも言いまし

たけど、自分のお金でやるんじゃったら、それで済むんか、それくらい出してやろうわいという

のはなかなか言えないと思うんですよ。私毎回言いよるんですけど、どうしてもっときちんとや

って。ブラインドの傷んでおるんなら、傷んでおるで最初から分かっておることでしょう。ブラ

インドを付けないけん、付けるんじゃったら、傷んでおるんじゃったら新しいのにせないけんと

いうのが分かってはずなんですよ。それをなぜよっぽど工事も終わって、引き渡し直前になって、

どしてこがいな金額が。ああそうか、そしたら新しいのにしょうやと。私はそう簡単なものじゃ

ないと思うんですよ。すべて税金ですから。そこら辺りは、やっぱりはっきりして誰にでも説明

が出来るようにしていただかないと。追加がなんぼいってのじゃのいうて、こがいな話できませ

んよ。これ以上は言いませんけど。気をつけて今後もやっていただくように。こないだ答えをい

ただいておりませなんだので、今日答えをいただきましたから。分かりました。 

○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） 改修で割り増しになるのは、良くある。特に耐震工事についてはある

んですけど。例えば今、金額が１７０何万出た。ここだけをこれだけ変えますよという場所も出

ます。できればですね、この部分がいくら、劣化したコンクリを除けて新しく作るのはいくらと

いうふうなものを出していただいて、それで数字的に１７８万５，０００円という数字に合うよ

うな形に出していただくのが、本来議会にかける時にも本来の姿じゃないかなと思いますので、

今後こういう改良工事、専決でやる場合には、この部分はいくらですよというふうな部分をあわ

せて出していただくようにお願いをしときます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今ご質問ございましたので、あえて金額についてご説明申

し上げますので、よろしいでしょうか。まず、本庁舎の関係でございますけれども、第１番目に

申しました、コンクリートパネルの利用ですね、一部新しく取り替えたという部分については、

約２９万円程度かかっております。続きまして、書類棚の形状変更による変更でございますけれ

ども、約４６万円程度。それからですね、ブラインドの関係になりますけれども、これが約７０

万ということでございまして、足してもおそらく、他に細かい点がありますから、大まかな分だ

け出してございます。それからですね、次の大瀬中学校の屋内運動場でございますが、この理由

に書いております、フェンスの撤去、それからですね、舗装の追加と言うことで、これについて

は約３０万ということでございまして、これもですね、他にですね、細かいものがありますので、

そういう形で今、話しましたのは３０万ということでございます。以上でございます。 
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○議長（池田洋助君） 本件は、報告事項であります。したがって、報告のとおり受理すること

とします。 

 

  日程第１０ 議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いての専決処分の承認を求めることについて 

○議長（池田洋助君） 「日程第１０ 議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部

を改正する条例についての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第１号、内子町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例に

ついての専決処分の承認を求めることについてでございます。このことにつきましては、平成２８年

度税制改正大綱、平成２７年１２月２４日閣議決定において、一部の手続きにおける個人番号の利用

の取扱いを見直す方針が示されたことを踏まえ、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、平成２８年１月１日に施行する必要があり、議会の議決に付すべき事件について特に緊急を

要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分したので、承認を求めたく、提案

を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、ご承認

賜りますよう、お願い致します。 

○税務課長（山上幸久君） 議長。 

○議長（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） 議認第１号、内子町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正

する条例についての専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

 議案書１１ページでございます。ちょっと先程、町長の説明とかぶりますけれども、平成２８

年度税制改正大綱が昨年１２月２４日に閣議決定され、一部の手続きにおいて、いわゆる個人番

号の利用の取り扱いが見直されました。それを受けまして、内子町税条例等の一部を改正する条

例の一部を改正する必要が生じたものでございます。平成２８年１月１日に施行する必要があり

まして、議会招集の時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に

よりまして、１２月３１日付で専決処分を致したもので、同条第３項の規定により、これを報告

し、承認を求めるものでございます。内容につきましては、議案書１３ページ記載のとおりでご

ざいますが、説明資料の方で説明させていただきます。 

議案説明資料の４ページをお願い致したいと思います。第５１条でございますが、これは町民

税の減免について。それから真ん中どころ、第１３９条の３でございますが、これは特別土地保

有税の減免について規定している部分でございます。平成２７年度の税制改正におきまして、減

免を受けようとする場合に、提出する申請書の記載事項につきまして、個人番号または法人番号

を追加することになっておりました。今回の改正では、それぞれ第２項中の個人番号の文言を削

除し、申請書への個人番号の記載を要しないこととするものでございます。以上、簡単でござい
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ますが、議認第１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜わりますよう

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。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例について

の専決処分の承認を求めることについて」の採決に入ります。 

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

す。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立、全員であります。 

したがって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了致しました。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 ４時１７分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２８年 ３月第８３回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２８年 ３月 ４日（金） 

○開会年月日   平成２８年 ３月 ３日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１４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         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   ６番  山 本   徹 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 ２号） 

平成２８年 ３月 ４日（金）午前１０時会議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第 １号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正について 
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日程第 ４ 議案第 ２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ５ 議案第 ３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ６ 議案第 ４号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第 ５号 内子町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につ

いて 

日程第 ８ 議案第 ６号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第 ７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第 ８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

日程第１１ 議案第 ９号 内子町行政不服審査会条例の制定について 

日程第１２ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１１号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改

正について 

日程第１４ 議案第１２号 内子町税条例の一部改正について 

日程第１５ 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第１４号 内子町中小企業振興資金融資条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第１５号 内子町行政組織条例の一部改正について 

日程第１８ 議案第１６号 内子町下水道条例の一部改正について  

日程第１９ 議案第１７号 内子町小田深山観光施設条例の一部改正について  

日程第２０ 議案第１８号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

日程第２１ 議案第１９号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場の指定管理者の指定について 

日程第２２ 議案第２０号 内子町過疎地域自立促進計画の策定について 

日程第２３ 議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

日程第２４ 議案第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第２５ 議案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第２６ 議案第２４号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２７ 議案第２５号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第２８ 議案第２６号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第２９ 議案第２７号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第３０ 議案第２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について 

日程第３１ 議案第２９号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 
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日程第３２ 議案第３０号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第３３ 議案第３１号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第３４ 議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算について 

日程第３５ 議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第３６ 議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第３９ 議案第３７号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第４０ 議案第３８号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第４１ 議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第４１ 

 

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。欠席届が山本 徹議員から提出さ

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、３番菊地 幸雄議員、

４番泉 浩壽議員を指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第２号のとおりであります。こ

れから議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議案第１号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

  日程第 ４ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について 

  日程第 ５ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等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３ 議案第１号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついて」「日程第４ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について」「日程第５ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条
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例の一部改正について」以上３議案を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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１号、内子町職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案

第２号、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議案第

３号、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、一括上程してお

ります、この３件の条例の一部改正につきましては、平成２７年８月６日付け人事院勧告に伴うもの

でございます。その内容は、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは、３月定例議会に上程しております、給与関連条例の一部

改正について関連がございますので、議案第１号から議案第３号までを一括して説明をさせてい

ただきます。まず、議案第１号、内子町職員の給与に関する条例等の一部改正についてでござい

ますが、議案書１の１４ページからになります。議案説明資料８の５ページから１０ページにか

けて併せてご覧いただきたいと思います。毎年、国家公務員の給与等について人事院が官民の格

差を調査、民間と比較して給与等の改訂を勧告しております。また、愛媛県人事委員会でも国と

同様な引き上げの勧告がされており、国及び県内の官民比較結果を受け、これに準じ職員の給与

等の改正を行うものでございます。改正の内容でございますが、大きく分けて改正ポイントは次

の４点となります。まず第１点目、給与についてでございますが、初任給が民間との間に差があ

ることを踏まえ引き上げるとともに、若年層についても同程度の改訂を行うこと。その他の職員

については、給与制度の総合的見直し等により、高齢層における官民の給与差が縮小することと

なることを踏まえ、引き上げを基本に改訂するとの勧告から民間給与との差を解消するため、若

年層に重点を置き、月額２，５００円引き上げる一方、その他の職員についても月額１，１００

円を基本として平成２７年４月１日にさかのぼって引き上げるものでございます。次に、第２点

目、ボーナスの改訂では年間支給月数が、民間事業所の４．２１月分を下回っているとして、０．

１カ月分の引き上げが勧告されており、同様な改正を行うものでございます。改正の適応は平成

２７年１２月１日にさかのぼり、手当を０．１０カ月分引き上げ、平成２８年度からは６月、１

２月の支給率を均等に振り分け、各０．０５カ月分引き上げるものでございます。第３点目の改

正は、地域手当でございます。東京都特別区等の民間賃金が特に高く、物価も高い状況を加味し、

特定の地域で勤務する職員に対して支給される地域手当の改正内容は、平成２７年４月１日に遡

及して１８．０％を１８．５％へ。０．５％。平成２８年４月１日より１８．５％を２０．０へ、

１．５％それぞれ引き上げるものでございます。該当者は、１名でございます。最後に単身赴任

手当でございます。自宅からの通勤が困難な者に対して支給される単身赴任手当の改訂が勧告さ

れており、国に準じ改訂を致しますが、該当者はありません。 

続きまして、議案第２号、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部
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改正についてでございますが、議案書１の２１、２２ページ。議案説明資料８の１１ページに記載を

しております。人事院勧告に伴い、一般職の勤勉手当が引き上げられることになりました。本来、勤

勉手当については、常勤の職員の勤務状況や勤務成績に基づいて支給されるものでございますが、一

般職の職員に準じ、国の指定職員及び、特別職の国家公務員についても０．０５カ月分引き上げられ

たことから、町長、副町長、教育長の特別職もこれに準じ、改正を行うものでございます。改正の適

応は平成２７年１２月１日にさかのぼり、手当を０．０５カ月分引き上げ、平成２８年度からは６月

及び１２月の支給率を均等に振り分け、０．０２５カ月分引き上げるものでございます。 

最後に、議案第３号、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

でございますが、議案書１の２３、２４ページ。議案説明資料８の１２、１３ページに記載をしてお

ります。過去の期末手当の改正状況が町長等の特別職の改正に準じて行われている経緯があることか

ら特別職の改正に準じ、期末手当を０．０５カ月分引き上げるものでございます。改正の適応は、特

別職と同様でございます。以上が議案第１号から議案第３号まで給与等に関する条例の一部改正でご

ざいます。ご審議の程、よろしく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１号」「議案第２号」及び「議案第３号」は、総務文教常任委員会に付

託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号」「議案第２号」及び「議案第３号」は、総務文教常任委員会に付託する

ことに決定しました。 

 

日程第 ６ 議案第４号 内子町職員の勤務時間、休暇等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６ 議案第４号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部改正について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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４号、内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

てでございます。地方公務員法及び、学校教育法の改正に伴い、本条例の一部を改正するものでござ

います。その内容は、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。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは議案第４号、内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部改正についてを説明させていただきます。議案書１の２５、２６ページ、議案説明資料８の１４
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ページに記載をしております。法律の改正に伴い、該当規定を改正するものでございます。まず、一

つ目と致しまして、学校教育法等の一部を改正する法律により小学校から中学校までの義務教育を一

貫しておこなう、義務教育学校が新たな学校の種類として規定され、平成２８年４月１日から施行さ

れることとなっております。そのため、育児を行う職員が早出、遅出勤務できる対象となる学校とし

て同学校を規定に追加するとともに併せて、特別支援学校の小学部も追加をするものでございます。

２つ目には地方公務員法の改正により、勤務時間等条例を定める趣旨となる法律の項の番号が変更と

なったため改正するものでございます。具体的には、第１条、趣旨中、地方公務員法第２４条、第６

項を第２４条第５項に改めるものでございます。附則において、施行期日は平成２８年４月１日から

とし、第２項の経過措置は、公布の日からとしております。以上が議案第４号条例の一部改正でござ

います。ご審議の程、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〕 

○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４号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第４号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

  日程第 ７ 議案第５号 内子町非常勤の職員の公務災害補償等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７ 議案第５号 内子町非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部改正について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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５号、内子町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正

について。この件につきましては、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を

改正するものでございます。内容は総務課長に説明を致させますので、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。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 議案第５号、内子町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部改正についてを説明させていただきます。議案書１の２７から３０ページ、議案説明資料８の１５、

１６ページに記載をしております。法律等の改正に伴い、該当規定を改正するものでございます。ま

ず、１つ目として、平成２４年８月２２日公布された扶養者年金制度の一元化等を図るための厚生年

金保険法の一部を改正する法律が施行され、これを受け、地方公務員災害補償施行令の一部改正が行
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われたため、関連規定の改正を行うものでございます。改正の内容は、共済年金が厚生年金に統合さ

れることにともない、旧共済組合員期間を有するものが一元化法の施行日後に新規裁定される場合は、

原則として厚生年金が支給されることを受け、条例規定中の障がい共済年金等の規定を削除するもの

でございます。この改正は、平成２７年１０月１日から適応されます。次に２つ目として、地方公務

員災害補償法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、労働者災害補償保険法、いわゆる労災保険

法ですね。これによる年金たる保険給付と同一の事由により、厚生年金保険法による年金たる給付が

支給される場合の労災年金に乗じる調整率の改正が行われたため、調整率を０．８６から０．８８に

引き上げる改正を行うものでございます。この調整率の改正の適応は、平成２８年４月１日からとし

ております。以上が議案第５号条例の一部改正でございます。ご審議の程、よろしくお願い申し上げ

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５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５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６号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第７号 内子町デマンドバスの運行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８ 議案第６号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正につ

いて」「日程第９ 議案第７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正について」以

上２議案を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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６号、内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について。議案第

７号、内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正について。この上程しております２件

の一部改正につきましては、町営バス満穂線の運行方式の見直し及び貨物運送を有償で行うに伴

い、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、総務課長に説明致させますので、よろ

しくご審議上、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。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは、議案第６号、内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正に

ついて。議案第７号、内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正については関連がござい

ますので、一括して説明をさせていただきます。議案書１の３１、３２ページ。議案説明資料８
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の１７ページになります。まず、議案第６号、内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について

でございますが、満穂地域において運行しております、町営バス、満穂線をデマンドバス方式に移行

するのに伴い、同路線を条例規定から削除するための改正をするものでございます。デマンドバスの

運行については運輸局の許可取得に一カ月程度期間を要することから、廃止は平成２８年３月３１日、

デマンドバスへの移行は４月１日からを予定しております。施行期日は、許可のあった日からとして

おります。 

次に議案第７号、内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正についてでございますが、

議案書１の３３、３４ページ、議案説明資料８の１８ページになります。内子地区で未導入とな

っております、満穂地区、並びに立川地区においてデマンドバス方式による運行を開始するため、

関連規定を追加するものでございます。満穂地区エリアでは麓川上流、石畳自治会を主たる区域

とするデマンド石畳線を、麓川下流、河内、論田自治会を主たる区域とするデマンド河内論田線

の２路線を運行する予定としております。また立川地区エリアでは、中山川を境として松山方面

にも向かって左側、立川自治会のうち、日之地、立川袋口、上立山、下立山、往復を運航するデ

マンド立山線を。それから松山方面に向かって右側、立川自治会のうち、立川中央、川中１、川

中２区、城廻自治会のうち、宿毛、松尾区を運行するデマンド川中、宿毛線の２路線。合計４路

線の新規運行を行う予定でございます。次に、兼ねて国に要望しておりましたデマンドバスでの

貨物運送に関して、乗客の利用予約がない場合でも運送出来ることとなったことから、昨年１０

月より無償による試験運行を実施しております。運送にあたり、自車で納入される方との均衡を

保つために、運送料として１００円を徴収させていただくようにするものでございます。デマン

ドバスの新規運行は、平成２８年４月１日からを予定しており、１カ月間は予約制に慣れていた

だくため、無償にて運行し、平成２８年５月１日からは、有償による開始をする予定としており

ます。また、運送料は４月１日の運送分から徴収させて頂く予定でございます。以上が議案第６

号、第７号の条例一部改正でございます。ご審議の程、よろしく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。 

○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） 数点ちょっとお伺いをしておきたいと思います。まず、一点はこのデ

マンドバスに対する期待が確かに立川地区でも高こうございまして、地域での説明会でも非常に

期待の声が高かったように思います。ただ、その中で出た意見としてエリアが規定されました。

先程説明いただきました立川地域では、中山川の北岸と南岸というような形でのエリアが設定さ

れているようでありますが、この点について非常に飛び地になっている地域からは、どういう地

元の住民の声を受け入れて、こういう設定をされたのかという意見があったこと。これについて

は、あと最初の段階ですから、私もしばらく走った後のいろんな要望や、それで改訂をされるん

ではないかなということを部落の人には、話をしたんですが、そういうような考えを持っておら

れるのかどうなのか。その地域のいろんな要望や、それを走る中で取り入れていくというような

柔軟な姿勢を持っておられるかどうかが一点です。それともう一点、このデマンドバスを走らす

という最初の段階というのは、小田地区の取り組みだったと思います。その時にそれぞれのタク

シー会社にご一緒にやりませんかという呼びかけがあったように思いますが、その当時は家族経
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営のタクシーを運行しておられる皆さんは、小田の方まで行ってはというのがあって、そこに参

加することを断られたと思うんでありますが。今回、全町的な流れになりますと、私は状況が大

きく変わってきていると思うんでありますが、こういう段階でのそれぞれの業者に対する呼びか

けといいますか、それは改めてやられるべきではないかなということを強く考えるわけでありま

すが、これも最初の出発がああいう形で在りましたから、今いうのもなかなか大変かとは思いま

すが、実際に家族経営でやっておられる数社あると思うんでありますが、町内にも。その皆さん

にとっては、ある部分死活問題にかかわるような状況も生まれてくるんではないかと思うんです。

そういう立場からしますと、改めてそういう部分での呼びかけといいますか、問いかけをやられ

るべきではないかと思うんでありますが、その辺についてはどのようなお考えを持っておられる

のか。その点について伺っておきたいと思います。 

○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） まず第一点目ですが、４つに地区を設定した理由。あるいはどうい

うふうに意見を徴収したかという最初の点でございますけれども。まず最初はですね、４つに分

けるという案は、最初持ち合わせておりませんでした。最初は２つに分けようというふうなこと

で最初そういったことで思っておりまして、うちの職員がですね、現地をつぶさに町車を走らせ

て距離を図ったり、所要時間を図ったりをしている中ですね、やっぱりこれはやっぱり難しいと

いうことが立川地区なんかでも当初は、今の川を境にして、こっちとこっちに分けているんです

けど。最初は立川地区なんかは、そういう分け方をしておりませんでしたが、最後には今の形に

はなっておりますけれども、なかなか実際に走ってみると、ドアｔｏドアですから、なかなかＪ

Ｒの列車を利用して、松山まで行かれることも考えながら、計画をしましたので、現在のような

形になっております。で、聞き取り調査というのをやっておりまして、まずは路線バスを利用さ

れて、満穂線で乗られている方から聞き取りをしました。これが１１月の１３日から１１月の１

９日にかけまして、６人の方から聞き取りをしております。それからミニデイサービス利用者と

いうことで、１０月の１６日から１０月２３日にかけてミニデイの利用者の方３３人からいろん

なご意見を伺っております。それから地区のサロンの利用者の方、１０サロンございますが、１

１月１６日から１２月の２０日にかけて１０９人の方からご意見をいただいております。それで、

運行するのが週に２日間でございますので、それは何曜日と何曜日がいいのでしょうかとかです

ね、どの時間帯がよろしいでしょうかとか。いろんなご意見をいただいております。その中で決

めたものが今回の路線ということでございまして、できるだけ利用がしやすいように朝の便、そ

れから昼の便、夕方の便ということで、他のデマンドバスの現在運行しております、１３の路線

がございますけれども、ほとんど似たような形で今回４つ増やしたということでございます。そ

れから、２点目のタクシー業者の関係のご質問でございますが、平成２２年に小田地区で２つ出

発しまして、最初のデマンドバスを運行した際にですね、内子町としての取り組みとしては、一

番最初に２地区をやったわけでございますが、最終的にはこのような空白地帯をすべて無くすん

だという意気込みで全町にこのデマンドバスを広めていくということで、一番最初はですね、手

探り状態でこのデマンドをどういうふうにすれば利用者の方が活用できるか。それから経費もど

のようにすれば抑えていくか。本当に手探りの状態で、デマンドバスを始めたという経緯を伺っ
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ております。そのような中で、運行を委託していただくタクシー会社さんにはですね、全ての業

者の方にご意向を伺ったと聞いております。そして最初ですので、自分とこの地域だけではなく

て、実際には２つの会社が現在、内子タクシーさんと池田タクシーさんにやってもらっておりま

すが、自分の地域と言いますか、これは内子と五十崎の地域なんですけど、当初小田ということ

でかなり離れた地域ではございますけれども、将来はすべての全地域にあるんだよということも

全部分かった中でですね、やっていただくか、ちょっと難しいかというご判断をいただいて、現

在に至っている経緯がございます。ですから、新規参入をご希望ということは、少し伺っており

ますけれども、その現在２つのタクシー会社さんのご意向も聞いてみないと、これはなかなか最

初難しい時期にも、最初から協力していただいておりますので、急にということは、なかなか難

しい点もございますが、前の全協の時にもお話を致しましたが、ある時点と言いますか、これで

１７路線がすべてかちっと決まってこのままやるというのも、利用の度合いとか、そういうこと

では地域の見直しとか、いろいろこれから見直しが入って参ると思いますので、その中での対応

ということになろうかと思います。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） 運行しながら見直していくということのように受け取ったわけであり

ますが、実際にその最初の出発点というのが２２年ですから６年前ですよね。６年経ったら状況

も大きく変わってくるのともう一点、やっぱし町内では大手の２社がやられたということですが、

実際に家族経営でやっておられるそういう業者さんにとっては、週２回の運行ですから、それほ

どのいうあれはあるかもしれませんが、非常にダメージを受ける、経営上いう部分も出てくるこ

とが考えられるわけです。住民にとっては安く利用が出来るということで、住民は確かに喜ばし

いことだろうと思うわけでありますが、実際にそういうことで、その業者が無くなった時、経営

的にもう行き詰って無くなった時は、これはまた地域の住民にとっても、非常に足が無くなると

いうことでありますから、問題が生じてくるんではないかと思うんであります。そういう点では、

町当局が出発しておられる今の体制というのを、今すぐ変えるいうのも大変だと思いますが、実

際にそういう状況を勘案しながら見直して行く方向、それはぜひ早急にやられることを私は求め

ておきたいと思います。以上です。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） これもし付託をするようでしたら、私自身の勉強不足もあろうと思う

んですが、総務課長の説明、立川はこの辺のルートを通って、この辺のルートを通ってっていう

説明を受けるわけですけど、現実的に条例は対比表が出て、変わっているところはわかるんです

けど、一応どういう経路を通ってやりますよというような資料も付けて頂いたら審議、付託をし

てですね、審議する時には審議が進みやすいんじゃないかというふうに思うんですが。その辺は

どういう形になるのか。即決なのか、付託なのか、その辺も含めて。 

○議長（池田洋助君） 全協でもらいました。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 
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○１２番（山崎正史君） 私そしたら全協ちょっと個人的な不手際のために、全協出てなかった

ものですから。 

○議長（池田洋助君） 棚に入ってますから。 

○１２番（山崎正史君） 持って帰ってるんですけど、ちゃんと。それを十二分に目を通してな

いもので。そしたら、またそれを目を通さしていただいて、それでまた、次の会に備えたらと思

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） デマンドバスのことなんですけど、デマンドバスで山方のお年寄りが

一生懸命作られた野菜を出すために、ひと箱１００円ということは分かるんですけど、この１０

０円いただいて、お金を頂くわけですから、内子のからりはですね、真冬は２日間、品物が日に

ちがバーコードに出ておるんですよ。２日間。２日間あったら、だいたい売れ残ることはないん

ですよ。従業員が全てやってくれますから、２日でだいたい売れるんですけど、３月の１日から

は、有効期限が１日なんですよ。からりの場合は。大洲の愛たい菜は、日にちはありません。１

年間構いません。バーコードを一回抜いたら１００枚抜こうと、２００枚抜こうと、日にちがな

いものですから、品物に使えるんですけど、内子のからりの場合は、３月の１日からは有効期限

が１日と。もし、これが１００円のお金をいただくわけですから、１日じゃったら３月からも極

端に売れ残る量が多いんですよ。というのは、時期的なこともあると思うんですけど、真冬と３

月となると、やっぱり温度差の違いか、野菜がだいぶ出てくるんですよ。もし、山方のおじいち

ゃん、おばあちゃんが一生懸命汗水流して、出された野菜が１日で売れ残った場合、そこらあた

りはやっぱり、出される方と話が十二分に出来て、どうするか、送り返すのか、それとも廃棄に

するのか。そこら辺りの説明が一つもないものですから、お尋ねをしようと思って、お尋ねをす

るんですけど、売れ残った場合、一日ですからたしかに残ります。私も出荷をしておりますけど、

２月までと３月とは全然違います。ですから、売れ残った場合に、１００円のお金をいただかず

に無償で運ぶんじゃったら、ほうくり捨ててもいいけど、お金をいただくわけですから、捨てる

わけにもいかんでしょうと。これを戻されるのか。それともそういう話が出来てもうどうしても

いいですよというような話になっているのか。どういう形でこういうことになったのか。その説

明だけをちょっといただいとったらと思うんですけど。 

○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） 売れ残った場合のご質問でございますけれども、確かにです

ね、個人で農家の方持って来られた場合にはですね、取りにきてもらっているというような状況

にあります。ただ、デマンドバスの場合にはですね、いっぺん出された物をお返しするというの

が非常に難しい状況にあります。ですので、本人様がですね、取りに来ていただく、これはもち

ろん結構なんですけれども、そうでない場合、どうしても取りに行くことが出来ないという場合

になるかと思うんですが、それはですね、事前に当然ご了解をいただいてですね、直売所の方で

処分をしていただく。それはどういう処分になるか分かりませんけど、一応、お出ししたものに

ついては、直売所の方で処分をするということを前提にですね、話をさしてもらっております。
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本人様がですね、取りに来てもらう場合には先程言いましたように、もちろん構わないんですけ

ど、そういうことでご了解をいただきながらですね、いろんな問題があるんですけど、事前にご

了解をいただきながら、今も試験的にやっておりますけれども、そういうことでやっていきたい

というふうに思っております。 

○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） 売れ残ったやつの処分と言われますけど、廃棄にするのか、それとも

今まではですね、あぐり亭とかレストランで買い上げていただくことが多かったんですよ。売れ

残った場合には。そこら辺りを考えていただいて、もしあぐり亭やレストランの方で使えるよう

なかったら、何割か引きでも使っていだくような形をとっていただければ、私はおじいちゃん、

おばあちゃんが一生懸命難儀して出されたものが有効に活用が出来るんじゃないかと私はそう思

うんですけど。そういうところまでは考えられてないんですかね。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 基本的に直売所がどういうふうにそれについて運用していくかというこ

とは、からりのお考えだというふうに思いますけれども、寺岡議員のご質問にありますように、

なるべく有効にですね、それは。せっかく作られたものですから、有効にそれを使っていくとい

うようなことをからりは考えていらっしゃるだろうと、いうふうに私はそういうふうに思ってま

す。それはまた役員会等々でもですね、議論が出来るんではないかなというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑はありますか。 

〔「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６号」及び「議案第７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６号」及び「議案第７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１０ 議案第８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

  日程第１１ 議案第９号 内子町行政不服審査会条例の制定について 

  日程第１２ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１０ 議案第８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について」「日程第１１ 議案第９号 内子町行政不服審査会条例の制定につい

て」「日程第１２ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について」以上３

議案を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。 
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○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８号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について、議案第９号、内子町行政不服審査会条例の制定について、議案第１０号、内子町固定資

産評価審査委員会条例の一部改正について、ただ今、一括上程しております、この３件の条例の制

定及び一部改正につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、制定及び一部改正するものでご

ざいます。内容は、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 「議案第８号」から、「議案第１０号」は平成２６年６月１３日公布

された行政不服審査法が平成２８年４月１日に施行されることに伴い、関連条例等の制定、及び

改正を行うものでございます。 

議案第８号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、議

案書１の３５ページから３９ページ。議案説明資料８の１９ページから２４ページを併せてご覧いた

だきたいと思います。改正の内容としましては、第１条、内子町情報公開条例の一部改正で不服申し

立てがあった場合の審査会への諮問について、不服申し立てから審査請求への改正。新たに設置され

る審議委員による審議手続きに関する規定の適応除外についての改正です。具体的には、第１８条か

ら第２３条に示しております。第２条、内子町個人情報保護条例の一部改正でございますが、不服申

し立てから審査請求、審査会への諮問についての改正でございます。議案説明資料８の２１ページ、

第２５条のとおりでございます。第３条、内子町行政手続き条例の一部改正は議案説明資料８の２２

ページ、第１９条第２項第４号中、「ことのある」という文言の削除のみでございます。続きまして、

第４条、内子町職員の給与に関する条例の一部改正は、議案説明資料８の２３ページのとおり、第１

９条の３、第２項中の法律名等の改正でございます。第５条、内子町営土地改良事業の経費の賦課徴

収に関する条例の一部改正は、議案説明資料８の２３ページに記載しているように、第３条において

異議の申立から審査請求に「６０日以内」を「３カ月以内」に改正するものでございます。 

続きまして、議案第９号、内子町行政不服審査会条例の制定につきましては、審査請求の調査審議

をおこなう機関として内子町行政不服審査会を新しく設置するための条例整備を行うものでございま

す。議案書１の４０ページから、４２ページをご覧下さい。第１条設置から、第９条罰則まででござ

いますが、第１条、設置では法に基づき、不服申し立てにかかる事件ごとに審査会をおく。第３条、

組織においては、審査会の委員は５人以内。第７条、庶務は総務課において処理する。第９条、罰則

では、秘密を漏らしたものは１年以下の懲役、または５０万円以下の罰金に処することなどを定めて

おります。なお、附則において、施行日の他、内子町特別職の職員で非常勤のもの報酬及び費用弁償

に関する条例を改正をしております。内容は、委員の報酬中、弁護士等、日額１万５，０００円。委

員、識見者、専門委員の日額としております。 

議案第１０号、内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についての改正の内容と致しまして
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は、審査の申し出に関する必要事項、法律等の改正及び、書面審議の方法についてでございます。

詳細は議案説明資料８の２５、２６ページのとおりでございますので、ご確認をいただきたいと

思います。以上、関連３議案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８号」、「議案第９号」及び「議案第１０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８号」、「議案第９号」及び「議案第１０号」は、総務文教常任委員会に付託す

ることに決定しました。 

 

  日程第１３ 議案第１１号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１３ 議案第１１号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務

等に関する条例の一部改正について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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１１号、内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部改正についてでございます。これにつきましては、消防団員処遇改善のため、条例の一部を改

正するものでございます。その内容は、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますよう、お願い致します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 議案第１１号、内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部改正については、議案書１の４６、４７ページ、議案説明資料８の２７ページに記載して

おりますが、日夜、地域の防災力として活動されている内子町消防団員の報酬及び費用弁償について

は合併後、一度も改訂を行っていないことから、県内市町の最低水準となっております。今回の改正

は、県内の町において中位に位置する報酬額等に見直しをすることとし、県内最低水準の状態を解消

し、内子町消防団員の処遇改善を行うものでございます。第１２条、報酬では、団長、年額報酬、９

万円を１３万円に。副団長、これは正副方面隊長を含むでございますが、年額報酬６万４，０００円

を８万６，０００円に。団員年額報酬、１万５，０００円を２万円にそれぞれ引き上げます。また、

第１３条、費用弁償においても水火災や警戒時の出動手当の一回当たりの額を１，８００円から２，

５００円に引き上げるものでございます。これは、大洲市の例を参考とさせていただきました。以上
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が、議案第１１号の条例の一部改正でございます。ご審議のほど、よろしくお願いを致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「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１１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１１号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１４ 議案第１２号 内子町税条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第１２号 内子町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。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第１２号、内子町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方

税法の一部を改正する法律等が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。 

○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１２号、内子町税条例の一部改正につきまして、ご説明申し

上げます。議案書４８ページでございます。この改正は、平成２７年度税制改正に伴うものでご

ざいまして、昨年５月の臨時議会で報告、ご承認いただきました、専決処分で改正したもの以外

について改正するございまして、本年４月１日からの施行でございます。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。内容につきましては、

議案書４９ページから５３ページに記載しておりますが、資料の方で説明をさせていただきます。 

説明資料の２８ページから３１ページに記載してございます。改正点は大きく２点ございまし

て、１点目ですが、徴収猶予と換価の猶予の見直しを行うものでございます。徴収の猶予とは、

納税者や特別徴収義務者が納めるべき町税について、災害や事業の休廃止等の理由で納めるべき

税を納期限までに納められない理由がある場合、原則１年以内を期限として徴収の猶予をすると

いう制度でございます。また換価の猶予とは、滞納処分によって差押えた財産を金銭に換えるこ

とを猶予するというものでございます。これまで徴収猶予や換価の猶予につきましては、地方税

法の規定や国税の例にならって運用することとなっておりましたが、平成２７年度税制改正によ

り、その一定項目については、条例で定めるということとなったものです。その定めるべき一定

項目につきまして、第８条から第１２条までに記載しておりますので、ご覧いただきたいと思い

ます。まず第８条でございますが、これは納税方法を定めたもので猶予に関する徴収金は分割し
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て納付又は納入させるとするものです。第９条は、徴収猶予を受けようとする場合の申請書の記

載事項や、添付書類について規定したものでございます。 

２９ページ中段になりますが、第１０条につきましては、職権による換価の猶予をする場合の

提出書類について規定しております。その下、第１１条でございますが、今回の改正で新たに創

設されたもので、申請による換価の猶予制度でございます。換価の猶予を申請する場合の申請期

限や申請書の記載事項及び、添付書類について規定したものでございます。最後の行から３０ペ

ージにかけての第１２条でございますが、これは担保の基準を定めたもので、猶予にかかる金額

が１００万円以下、猶予期間が３カ月以内の場合は、担保を要しないことを定めたものです。徴

収猶予や換価の猶予につきましては、当町での取り扱い事例はこれまでになく、この改正による

影響は特別ないものと思われます。次に第２点目の改正でございますが、各種町税の減免を受け

ようとする場合の申請書の提出期限を改正するものです。 

３０ページ、上の方になりますが、第５１条の町民税、それから第７１条の固定資産税、真ん

中どこ第８９条と第９０条の軽自動車税。次、３１ページになりますが、第１３９条の３特別土

地保有税この４税につきまして、申請書の提出期限をこれまでの納期限前７日までであったもの

を納期限までに変更するものでございます。今回の改正は、いずれも納税環境の整備を図ること

により納税者の利便性向上に資するものと考えております。以上で、内子町税条例の一部改正に

ついての説明に代えさせていただきます。よろしくご審議賜わりますよう、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１２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１２号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。午前１１時１５分から再開します。 

 

午前１１時０２分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１５ 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正に

ついて」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第１３号、内子町子ども医療費助成条例の一部改正につきましては、

子ども医療費助成対象年齢、通院に係るものの延伸に伴い、条例の一部を改正するものでございます。

その内容は、保健福祉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。 

○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１３号、子ども医療費助成条例の一部改正についてご説明申

し上げます。平成２８年４月より、中学生の通院費につきましても助成を行うため、条例の一部を改

正するものでございます。 

説明資料、３２ページをお願い致します。右側旧の条例でございますが、第４条の１行目の真ん中

どころにあります、１２歳を新条例では１５歳に改めるものです。１５歳に達する日以後における最

初の３月末日までということで中学生卒業までを対象とし、通院費、医療費の助成を行うものでござ

います。旧条例の２項につきましては、中学生の入院費を助成するものでございましたので、今回、

削除をさしていただきます。第７条の１項と２項に第４条の１、第４条の２という記載がございます

けれども、新条例では第４条と、それぞれ改訂を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。２としまして、この条例による改正後の子ども医療費助成条

例の規定は、この条例の施行日以後における診察等にかかる医療費の助成に適応し、同日前に行われ

た診療等に関わる医療費の助成については、なお従前の例によるとしているものでございます。ご審

議の上、ご決定下さいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（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） 子ども医療費助成条例の改正、一部改正なんですが、この件については、

過去議会の方から町長の方に要請をした経緯もある案件で、これの対応については、心待ちにし

とったわけですが、事前の説明では、消費税の福祉に関する消費税の、財源確保が出来たという

説明を受けたんですが、議会が要請をした当時と、現在の、今後２８年度以降に確保されようで

あろう財源との差額というのはどの程度になるのか質問をしたいと思います。 

○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） 私の方から財源の確保の部分についてご答弁をさしていただき

ます。地方消費税交付金の部分の社会保障財源分ということで、これはまだ平成２７年度見込み

ではございますが、１億３，８００万ほどの財源が確保できる予定となっております。以上です。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 事前の説明では、この財源が確保できたので、中学生の全ての医療費を
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助成、対応したいという説明だったんですが、過去には我々議会が要請した段階では、財源確保

が難しいから、明確に確保が出来るあれがないので、即対応をいただかなかったという経緯があ

るわけですので、先ほど、説明があった２７年度の見込み額も含めて、過去に我々が要請した時

点での先程の金額とどう違うのか、我々もやはり納得もしたいと思いますので、要請をした時点

の先程説明があった金額もいただきたいというふうに思います。以上です。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 一番大きな原点というのは、地方消費税でございます。地方消費税が８％

に膨らむということで、それの財源が２８年の当初予算を見ていただいてもお分かりのようにで

すね、膨らんできたと。これが大きな原因です。それでその前が具体的に数字がどれだけ増えた

のか。あるいはいつの時点でどれだったのかというのは、今度の委員会の時に資料を出さしてい

ただきますので、ご了解いただきたいというふうに思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 委員会では、私所管の委員会じゃありませんので、委員会で報告があっ

ても理解ができんと思うんですけど。 

○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） そしたら、ちょっと休憩いただきますでしょうか。数字を整理してここ

で提案さしていただきますので。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。 

 

午前１１時２３分 休憩 

 

午前１１時３３分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 答弁にまだ時間がかかるようでございますので、分かり次第、答弁を求めたいと思いますので、

次の議案に移りたいと思います。林議員よろしいですか。 

 「議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について」は、後ほど審議したいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

  日程第１６ 議案第１４号 内子町中小企業振興資金融資条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１６ 議案第１４号 内子町中小企業振興資金融資条例の一部改

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〕 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第１４号、内子町中小企業振興資金融資条例の一部改正につきまして

は、特定営利活動法人が一部の信用保証制度を利用することが可能となったため、中小企業者の定義

を見直し、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、町並・地域振興課長に説明を致させ

ますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

〔安川 徹町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・振興課長（安川徹君） それでは、議案第１４号、内子町中小企業振興資金融資条例の一

部改正についてご説明を申し上げます。議案につきましては、議案書１番、５６ページ、内子町中小

企業振興資金融資条例の一部を改正する条例につきましては、５７ページ、新旧対照表につきまして

は、説明資料８番の３３ページにございますので、ご覧下さい。内子町中小企業振興資金融資条例の

一部改正については、内子町中小企業振興資金融資条例の一部を改正することについて、議会の議決

を求めるものでございます。提案の理由でございますが、中小企業信用保険法が昨年改正され、政令

により昨年１０月１日より、ＮＰＯ法人が信用保証協会の信用保証制度を利用可能となったため、条

例に定める融資の対象の中小企業の定義を見直し、内子町中小企業振興資金融資条例の一部を改正す

るものでございます。 

説明資料８番、３３ページの新旧対照表でご説明を致しますので、ご覧下さい。新旧対照表の右側

の旧の中小企業振興資金融資条例のアンダーラインで示しております、第１０条の融資の対象につい

て、町内に住所、事務所を有する、中小企業基本法第２条、及び中小企業協同組合法第３条に該当す

るものと定めてございますが、この旧の第１０条の規定では、ＮＰＯ法人が含まれておりませんので、

新旧対照表の左側の欄、新の中小企業振興資金融資条例の太文字になっております、第１０条におい

て融資の対象を中小企業の定義を、ＮＰＯ法人を含む中小企業信用保険法第２条第１項に規定される

ものと改正するものでございます。これにより、ＮＰＯ法人でも中小企業振興資金融資の利用が可能

となります。よろしくご審議頂きますよう、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。 

○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、新たに対象となる法人というのは町内でどのくらいおるでしょ

うか。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  安川町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（安川 徹君） 現在、内子町内にＮＰＯ法人は９つ、９団体ございます。た

だ、すべてが事業的なことをしているわけではなくて、もし対象になるとしたら、現行考えられ

るのは、２つくらいではないかというふうに考えております。 

○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。 

本案は、委員会付託を省略し、討論、採決を行います。これより、討論に入ります。 
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〔「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１４号 内子町中小企業振興資金融資条例の一部改正について」の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立、全員です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７ 議案第１５号 内子町行政組織条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１７ 議案第１５号 内子町行政組織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） 議案第１５号、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、総務課長に説明させますので、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。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 議案第１５号、内子町行政組織条例の一部改正につきましては、議案

書１の５８、５９ページ、議案説明資料８の３４、３５ページをご覧いただきたいと思います。簡易

水道事業が上水道事業に統合されたことに伴うものでございます。改正の内容は第２条、建設デザイ

ン課の項、第８号中、簡易水道を飲料水供給等施設に改めるものでございます。よろしくご審議の上、

ご決定賜りますよう、お願いを致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本案は委員会付託を省略し、討論、採決を行います。これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

「議案第１５号 内子町行政組織条例の一部改正について」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立、全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１８ 議案第１６号 内子町下水道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１８ 議案第１６号 内子町下水道条例の一部改正について」を

議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町行政組織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、総務課長に説明させていただ

きますので、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。 

 大変失礼致しました。今のは、説明は取り消さしていただきます。改めて、提案致します。議

案第１６号、内子町下水道条例の一部改正についてでございます。下水道法施行令の一部改正により、

本条例の一部を改正するものでございます。内容は、建設デザイン課長に説明致させますので、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。大変失礼致しました。 

○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１６号、内子町下水道条例の一部改正につ

いてご説明させていただきます。議案書につきましては、６０ページから６１ページでございまして、

説明資料は、資料８の３６ページに記載しておりますので、それぞれお開き下さい。今回の改正につ

きましては、昨年１０月に下水道法施行令の改正によりまして、内子町下水道条例の一部を改正する

ものでございます。それでは、説明資料の８の３６ページでご説明申し上げたらと思います。新旧対

照表でございますが、左側が改正後、右側が改正前となっております。今回の改正は、１０条の水質

適合のための除外施設の設置等における基準の改正でございます。中段あたりの第１０条の１０号、

トリクロロエチレンの数値基準の改正でございまして、１リットルにつき、０．３ミリグラム以下か

ら０．１ミリグラム以下に改正するものでございます。このトリクロロエチレンは有機塩素系溶剤で

ございまして、ドライクリーニング、シミ抜きとか、金属、機械等の脱脂洗剤等の洗浄剤、溶剤とし

てですね、１９８０年代くらいから広く使われてきたようでございます。しかし、発がん性等が指摘

されまして、現在では代替物質への移行が行われているというところでございます。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、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本案は委員会付託を省略し、討論、採決を行います。これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

「議案第１６号 内子町下水道条例の一部改正について」の採決を行います。 

本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 
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○議長（池田洋助君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１９ 議案第１７号 内子町小田深山観光施設条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１９ 議案第１７号 内子町小田深山観光施設条例の一部改正に

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） 内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例につきましては、ス

キー場関連施設、ふたば山荘宿泊施設の廃止に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。

内容は、小田支所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。 

○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 正岡小田支所長。 

〔正岡和猶小田支所長登壇〕 

○小田支所長（正岡和猶君） 議案第１７号、内子町小田深山観光施設条例の一部改正についてご

説明申し上げます。議案書６２ページ、議案説明資料３７ページからでございます。提案理由と致し

ましては、スキー場関連施設、ふたば山荘の廃止に伴い、小田深山観光施設条例の一部を改正するも

のでございます。この施設は、説明資料の３９ページにございますように、スキー場の東側、小田深

山ふれあいの郷の中にございます。今回、小田深山ふれあいの郷に係る国有林野有償貸付契約の契約

満了にあたり、今後の契約について検討を行いました結果、この建物は、平成元年に建築され、２７

年経過しております。老朽化もみられ、今後２０年間契約を行うことで維持管理費の増大が見込まれ

ますことと、今回契約更新におきましては、今回に限り契約更新をしない場合には、国が買い取り処

分を行い、現状回復義務も生じないことから、更新は行わず施設を廃止することと致しました。この

ことによりまして、今回条例改正を提案するものでございます。改正する内容につきましては、説明

資料３７ページの第２条の表のスキー場関連施設の部、「ふたば山荘宿泊施設」の項を削り、３８ペー

ジ同表一番下、備考中の「獅子越荘及びふたば山荘」を「及び獅子越荘」に改めるものでございます。

以上、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、お願い申

し上げます。 

○議長(池田洋助君) これより、質疑に入ります。 

○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） このふたば山荘ですけど、今説明がありましたように、平成元年に建築、 

二神組様より寄贈されたという施設ですけれども、老朽化、写真見ても確かに老朽化は進んでい

ると思われますが、これまでにですね、民間から町に寄贈された施設をですね、このようになる

までほっといたというのはですね、私は問題があろうかと思うんですよ。それと、あわせて平成

２０年に寄贈されてますが、当時の使用状況がどれだけあったのか。それとなぜここまでほって

おいたのかを併せてお聞きしたいと思います。 
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○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 正岡小田支所長。 

○小田支所長（正岡和猶君） 管理につきましては、当然、指定管理者を通じてずっと維持管理

清掃等は勤めて参りましたが、なかなか利用もですね、年間２、３組の利用でございまして、ご

利用いただいた当時から変わっておりませんので、利用頻度から言いますと中の掃除等が、掃除

といいますか、維持管理等が行き渡ってなかったかなと思いますが、指定管理者によりまして、

維持管理はしておりおます。 

○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） 維持管理出来てなかったからこういう状態になったんだろうと思います

し、この年間２、３組でずっと推移してたということですけど、寄贈されるというのを断ること

も出来ましたよ、当時。それをいただいたわけですから、いただいた以上は、これ指定管理者の

責任になろうかと思いますけど、しっかりと管理をしてですね、整備をしてもう少しＰＲをすれ

ば宿泊客も増えていた可能性もあったわけですし、その辺、二神組さんに対してはどういうご説

明をされようとするのか。もうされたのかどうかお聞きします。 

○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  正岡小田支所長。 

○小田支所長（正岡和猶君） 二神組様にはですね、ご説明を致しました。条件として、頂く時

も自由にして構わないということもいただいておりますので、今回もお声かけは致しました。 

○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） また全協に出てなかったものですから、詳しく分からない部分がある

んですが。これ２０年に町に寄贈されて、利用もない、管理も十二分にできてない、国に戻すと

いうような話でしたですよね、今の議場で。例えば、このまま老朽化した時に大変、自然の中に

こういう建物、使わないのにずっと老朽化したままそのままでほおっておく。将来的にこの辺、

近辺っていうのは、スキー場からずっと下、あの辺の一体計画的な小田を開発するような計画が

ずっと出てます。その時に解体とかいうふうについては、どこが責任を持つをのか。その辺を聞

いておいたらと思います。 

○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 正岡小田支所長。 

○小田支所長（正岡和猶君） 今回の貸付契約が満了した時点で、今後どうするかというのが協

議があるわけですが、先ほど説明致しましたように、今回は国が買い取って、国の権限で処分を

致します。国が壊します。ですから、町にとっては、壊す費用は発生しないんですけどが、国の

方で処分をするということで今回の条件は受けております。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 国が費用は出すということではあろうとは思いますが、町の方からは

例えば全体的な計画をずっと続けていくためには、例えば国の方に対して、圧力と言ったら変な
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言い方になりますけど、早急に処分をしてくれと。内子町としては、こういう計画を持っている

からというふうな強い態度で取り組んで行けれるのかどうか、その点を。 

○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  正岡小田支所長。 

○小田支所長（正岡和猶君） このふれあいの里の中にはですね、１２画ございまして、そこの

中の一つが町が買い取った分なんですけど、他の施設についても今回契約で契約をしないという

ことが出ました。今後それをそのままほっておったんではということがございますので、そうい

う要望についてはですね、国の方にしていきたいなと思っております。 

○議長(池田洋助君)  他、質疑ありませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 林 博議員。 

○１１番（林 博君） ふたば山荘ではないんですが、当条例に明記があるテニスコートについ

てお伺いをしたいと思うんですが、状況を把握しておかなければならないと思うんですが、使用

可能なテニスコートというのは、現在も獅子越近辺に残っておるんでしょうか。 

○小田支所長（正岡和猶君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 正岡小田支所長。 

○小田支所長（正岡和猶君） 今、冬季はちょっとスキー場等の駐車場等に使っておりますが、

残ってはおります。 

○議長(池田洋助君) これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第１７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長(池田洋助君) ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） 午前の部はここで休憩したいと思います。午後１時から再開致します。 

 

午前１１時５７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１５ 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正に

ついて」、審議を中断しておりましたが、再度議題として審議致します。 

 林議員の質疑に対する答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 先程は大変失礼致しました。林議員の質問に対して答弁が出来ておりま

せんので、山岡班長の方から答弁させますんで、よろしくお願い致します。 

○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） それでは、私の方からご答弁さしていただきます。中学生の完

全無料化に伴う財源につきましては、地方消費税交付金の社会保障財源分を充てたいと考えてご

ざいます。この社会保障財源分は、平成２６年４月１日から消費税が５％から８％にアップした

ことに伴いまして、平成２６年度分から地方消費税交付金の中に新たに社会保障財源分として明

確化されたものでございます。平成２７年度、内子町に交付されます予定額でございますが、３

月分に交付されるものに併せまして地方消費税交付金が３億１，５８９万４，０００円の見込み

でございます。その内、社会保障財源分が１億３，８２４万２，０００円、こちらの方が交付さ

れる見込みでございます。ちなみにこの議会におきまして、中学生の医療費無料化のご提案をい

ただいた平成２３年度における地方消費税交付金の額は、１億４，９１０万８，０００円でござ

いまして、本年度の交付される見込みの社会保障財源分１億３，８００万の額と比較致しまして、

平成２３年度の額は、同等の金額程度のものでございました。ちなみに平成２６年度の社会保障

の財源分につきましては３，２１５万９，０００円ということで、平成２６年度からみましても

平成２７年度は社会保障の財源に充てるべき額がかなり増加をしているということで、中学生の

医療費無料化の財源として充てるということで、提案をさせていただきたいと思います。以上で

説明を終わります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長(池田洋助君) 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 財源の明確な説明ありがとうございました。この説明等をもとに所管の

常任委員会での慎重な審議をお願いするところであります。以上です。 

○議長(池田洋助君) お諮りします。「議案第１３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１３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２０ 議案第１８号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

○議長(池田洋助君) 「日程第２０ 議案第１８号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正に

ついて」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第１８号、内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について。これ

につきましては、子ども子育て支援新制度により、多子世帯、一人親世帯等の授業料負担の軽減を図



平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

‐ 88 ‐ 

るため、本条例の一部を改正するものでございます。内容は、学校教育課長に説明を致させますので、

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（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） それでは議案第１８号、内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改

正についてご説明申し上げます。６４ページ、６５ページになります。内容につきましては、議案資

料の４０ページで説明させていただきますので、お開きをお願い致します。４０ページの新しい部分

ですね、改正案でございますが、備考の第４項をご覧下さい。第３階層区分の内、市町村民税、所得

割課税額、７万７，１００以下の世帯であって一人親世帯、在宅障がい児のいる世帯、その世帯の第

１子の利用者負担額は、別表に定める利用額負担額の半額、第２子以降の利用者負担額は無料とする

ということでございます。それと第５項ですが、太字の部分をご覧下さい。ただし、市町村民税、所

得割課税額７万７，１００円以下の世帯については、小学校３年までの範囲を定めない。この２つの

項目が大きな変更点でございます。この市町村民税所得割課税７万７，１００円というのは、およそ

年収約３６０万円未満の世帯ということでございます。 

次の４１ページ、その裏側に表がございますので、こちらの分で説明をさしていただきます。上側、

緑と黄色の部分が平成２６年３月３１日から今現在ですね、平成２７年４月１日から実施している軽

減額です。下の部分、この部分が追加になります。第３階層の部分が追加となって参ります。第３階

層においては先程説明致しました、一人親世帯、在宅障がい児のいる世帯というのが５，０００円か

ら第１子の場合は２，５００円。その下側に年齢制限がなくなって参ります。年収約３６０万以下の

世帯については年齢制限なし、第２子半額、第３子以降無料という形になります。これが今回の改正

内容でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長(池田洋助君) 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１８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１８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２１ 議案第１９号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場の指定管理者の指定につ

いて 

○議長(池田洋助君) 「日程第２１ 議案第１９号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場の指定

管理者の指定について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第１９号、内子町城の台公園特設ライフル射撃場の指定管理者の指

定につき、議会の議決を求めるものでございます。内容は、自治・学習課長に説明致させますの

で、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議案第１９号、内子町城の台公園特設ライフル射撃場の指定

管理者の指定についてご説明を申し上げます。 

議案書ナンバー１の６６ページをお開き下さい。提案理由と致しまして、２月の全員協議会及

び１２月の定例議会におきまして、ご説明致しておりますように、平成２９年開催の愛媛国体に

おけるライフル射撃競技会場となる城の台公園内に、現在建物は完成し、電子標的を設置中の特

設ライフル射撃につきまして、指定管理者を選任することにつきまして、地方自治法第２４４条

の２の第６項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。この施設につきまし

ては、銃砲刀剣類所持等取締法の規定に基づきまして、愛媛県公安委員会から指定射撃の指定を

受ける必要があり、その基準等が指定射撃の指定に関する内閣府令で細かく定められており、こ

の法律の基準を満たすものは、愛媛県においては愛媛県ライフル射撃協会しかないことはご存知

のことと思っております。よって、１月２２日開催の指定管理者選定委員会の審査結果の答申を

受けまして、指定管理者として指定するものでございます。内容につきまして、指定管理者の管

理を委任する施設の名称及び所在は、名称、内子町城の台公園特設ライフル射撃場。所在地、内

子町小田４２０番地。２の指定管理に指定する団体の住所及び氏名は、住所、松山市萱町５－５

５、サパース萱町８０５。名称、愛媛県ライフル射撃協会、代表会長、稲垣健次。３、指定の期

間は、平成２８年４月１日から国体終了月の平成２９年１０月３１日まででございます。以上、

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、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。 

○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） 参考までにお伺いするんですが、この愛媛県ライフル射撃協会、これど

うもマンションの一室が協会の所在地になっておるようですけれども、このライフル射撃協会、

愛媛県のですね、協会に所属する、協会委員というんですか、何名くらいの組織なのか教えて下

さい。 

○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） 会員数は１０３名。内訳としまして、一般の方が２７名、大

学生が２名、高校生が６７名、中学生が７名という報告をいただいております。 

○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。 

本案は、委員会付託を省略し、討論、採決を行います。これより、討論に入ります。 
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〔「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１９号 内子町城の台公園特設ライフル射撃場の指定管理者の指定について」の採決をお

こないます。本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２２ 議案第２０号 内子町過疎地域自立促進計画の策定について 

  日程第２３ 議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２２ 議案第２０号 内子町過疎地域自立促進計画の策定につい

て」「日程第２３ 議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」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２０号、内子町過疎地域自立促進計画の策定について、議案第２１

号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について、この２議案につきましては、内子町の過

疎地域における住民福祉の向上、雇用の拡大、地域格差の是正、及び美しく、風格ある国土の形

成に寄与するため、また辺地にかかる公共的施設の総合的かつ計画的な整備を図るために必要な

財政上の特別措置を受けて、辺地とその他の地域との格差是正を図ろうとするため、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、総務課長に説明を致させますので、よろしく

ご審議の上、ご決定たまわりますよう、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。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 「議案第２０号」及び「議案第２１号」は、計画の策定という関連

がございますので、一括して説明させていただきます。まず、議案書１の６７ページをご覧下さ

い。議案第２０号、内子町過疎地域自立促進計画の策定につきましては、平成２３年３月の東日

本大震災の発生により、過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業の進捗に大幅な遅れが生じる

ことが想定されるなど、法の期限内に総合的かつ、計画的な施策を展開することが困難な状態が

生じたことを踏まえ、失効期限の５年間延長を内容とする過疎地域自立促進特別措置法の一部を

改正する法律が平成２４年６月２７日に施行され、現行法の有効期限が平成３３年３月３１日ま

でとなりました。このことから、本町においても引き続き福祉の向上、雇用の拡大、地域格差の

是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与するため、過疎地域自立促進計画を策定致したく存じ

ます。変更の内容は計画期間を５年間延長し、平成３２年度までとし、公共施設の耐震化や、防

災対策の強化、さらに公共施設の老朽化対策などの事業を追加し、併せて統計データ等について

は、現段階での時点修正を行いました。これらの変更については、愛媛県とも協議を行い、最終
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確認での承認をいただいております。新旧対照表は用いず、変更後の計画を別添資料２に掲載し

ておりますのでご覧いただきたいと思います。 

次に、議案書１の６８ページをお願いします。議案第２１号、辺地にかかる公共的施設の総合

整備計画の策定につきましては、辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

に関する法律、昭和３７年法律第８８号の規定により、公共施設の総合的かつ計画的な整備を促

進するために、必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生

活文化水準の著しい格差の是正を図る為の計画です。計画期間を平成２８年度から平成３２年度

までとし、従来の計画内容を延長し、公共施設の老朽化対策などの事業を追加しております。こ

れらの変更については、愛媛県とも協議を行い、最終確認での承認をいただいております。この

計画につきましては、別添資料の３に掲載しておりますので、こちらもご覧いただきたいと思い

ます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（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） 一点だけですけど、３の辺地の分で、３ページ、消防施設の関係です

けど、おそらく村前地区の今ある詰所が、記憶の中では、ちょっと盛土というか、埋め立てたと

ころに詰所が出来て、ホースを管理するために、乾かすために立てている電柱等が傷んで、土地

の形状が悪くなっている。で、町長もご存知だと思いますが、保育園の跡地を利用したらどうか

なという話を地域の人から伺ったこともあるんですが、その辺に対してはどういう対応というか、

この辺地計画の中でどのように対応しようとするのかを一点聞いたらと思います。 

○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） 山崎議員にお答えします。今ご質問のあったとおりでございましてです

ね、どうも地形が下がりよるといいますか、そういう状況になっている。ただ、保育園のところ

も第一候補でございまして、今、自治会とか、消防４部を中心にですね、地域の中であそこが一

番いいだろうということではあるんですけど、最終的にここで行こうということにはまだ至って

おりません。今、協議をしておりますので、それで決まればですね、ここの中に入れさしていた

だいて変更をするというようなことにあいなろうかなというふうに思っております。以上でござ

います。 

○議長（池田洋助君） 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２０号」、「議案第２１号」の２議案は、総務文教常任委員会に付託する

ことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２０号」、「議案第２１号」の２議案は、総務文教常任委員会に付託することに

決定しました。 
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  日程第２４ 議案第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２４ 議案第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２２号、平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について、

ご説明を申し上げます。平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予算の総額か

ら、歳入歳出それぞれ、１億９，９５０万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１

０５億７，２４７万５，０００円とするものでございます。歳入における主なものは、地方交付税、

２億２，３７７万１，０００円の追加。地方消費税交付金が６，９６９万円の追加。県支出金が８，

５７２万３，０００円の減額。繰越金が１億４６４万７，０００円の追加。繰入金が４億２，１６３

万７，０００円減額。町債では合併特例事業債など１億６，２１０万円を減額致しました。歳出にお

ける主なものは、総務費、総務管理では財産管理費など３，３１５万７，０００円の減額。民生費、

社会福祉費では、国民健康保険事業援助費など、１，４０７万５，０００円増額。農林水産業費、農

業費では、中山間地域直接支払事業など４，６９３万４，０００円の減額。林業費では、鳥獣防止緊

急捕獲対策事業などの各種補助金等で５，６６９万円の減額。土木費、河川費の崖崩れ防災事業費な

ど２，２９２万１，０００円減額。教育費、中学校費の中学校危険校舎改築事業など５，６９９万１，

０００円減額。諸支出金、基金費では１億４，１９０万１，０００円を追加した他、各款にわたり、

事業変更、精算の見込み等により、減額補正を致しておるところでございます。その内容は、副町長

に説明を致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） それでは、資料の４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４号）でございます。第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億９，９５０

万７，０００円減額致しまして、歳入歳出の予算の総額を１０５億７，２４７万５，０００円とする

ものでございます。 

９ページをお開き下さい。９ページの第２表、繰越明許費でございます。主なものだけご説明致し

ます。６款の農林水産業費、林業施設費でございます。美しい森林づくり基盤整備事業、農山漁村地

域整備交付金、山のみち事業費でございます。これは、笹ヶ峠線、蔵ヶ谷・面谷線、掛水線等の整備

費でございます。それから、道交事業でございますが、道房・掛橋線、惣郷・富岡線等を繰越するも

のでございます。８款の土木費、２項の道路橋梁費でございますが、社会資本整備総合交付金事業費、

町道でございます。滝山線、重松中線、長田小学校線等を繰越致します。３款の河川費でございます。

がけ崩れ防災事業費、本郷Ａ地区、本郷地区、下今岡地区等の事業を繰越致します。１０款の教育費

でございます。小学校危険校舎改築事業費、大瀬小学校の改築に取り組んでおります。これも繰越致

します。 
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１１ページをお開き下さい。１１ページ、第３表地方債の補正です。まず辺地対策事業債、８００

万円減額を致しまして、１，６８０万円と致します。過疎対策事業債、１９０万増額致しまして、７，

７９０万円とするものでございます。 

次のページをお開き下さい。１２ページです。合併特例事業債、１億５，６００万減額致しまして、

６億９，１７０万円とするものでございます。 

１５ページをお開き下さい。１５ページ、歳入の予算でございます。１款２項、固定資産税、１，

４４０万補正を致しまして、７億２，１６４万円と致します。４款１項１目の地方消費税交付金でご

ざいます。６，９６９万円補正を致しまして、２億３，９６９万円とするものでございます。先程、

中学生の医療無料化の中でご説明致しましたように、今回の分はですね、８月交付分、それから１０

月交付分を計上致しておりまして、３月交付分、約７，６００万は未計上でございます。それから、

８款１項１目の地方交付税でございます。２億２，３７７万１，０００円補正を致しまして、４９億

８，８２３万４，０００円となります。これはですね、普通交付税の補正となっておりますが、普通

交付税は確定を致しまして、全部で４８億８，８２３万４，０００円となっております。残り１億円

が特別交付税を計上しておりますが、特別交付税につきましても３月末に再度交付されますので、特

別交付税については、３月末に補正をする予定でございます。 

次のページ、１６ページをお開き下さい。分担金、それから負担金、使用料等でございますが、い

ずれも分担金、負担金等の確定による補正でございます。お目通しを下さい。 

１７ページ、使用料、手数料等も事業の確定によるものでございます。 

１８ページをお開き下さい。１２款２項、国庫補助金でございます。１２款２項１目の総務費国庫

補助金、１，６９３万７，０００円の補正でございますが、主なものは１９節の地域活性化・地域住

民生活等緊急支援交付金でございます。地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金ということで、

１，１２２万４，０００円の補正ですが、中身はですね、ＱＲコードの事業に取り組みました。それ

が９２５万２，０００円。それから、南予地域の事業承継先紹介支援事業というのがございます。こ

の事業に、１９７万２，０００円の交付金が国庫補助金として交付されます。 

１９ページ、いずれも事業等の確定によるものでございます。お目通しを下さい。２０ページ、県

負担金、県補助金、いずれも事業の確定によるものでございます。２１ページもお目通しを下さい。 

２２ページ、県補助金、県委託金、いずれも事業の確定によるものでございます。 

２３ページ、１５款１項２目の指定寄付金、これがふるさと納税にかかる分でございます。２

月１７日現在で４，０２３件。２月１７日現在で、件数で、４，０２３件。寄付金額で２，４０

４万７，２８５円のふるさと納税の寄付があります。６００万減額するものでございます。１６

款１項１目の基金繰入金、財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金、地域福祉基金繰入金、

小田川はらっぱ基金繰入金、それぞれ減額をしております。２４ページ、諸収入雑入等でござい

ます。お目通しを下さい。 

２７ページをお開き下さい。２７ページ、歳出予算でございます。２７ページの２款１項１目、

総務費の一般管理費でございますが、８５４万円の減額となっております。いずれも事業の確定

による減額でございます。 
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２８ページ、７目の財産管理費６６０万８，０００円の減額ですが、主なものは、１５節の工

事請負費、３７６万８，０００円の減額です。これは、五十崎地区にあります、ボブソン倉庫の

解体工事、入札減によりまして、３７６万８，０００円減額を致しております。 

２９ページはいずれも事業の確定ですので、お目通しを下さい。３０ページ、町税費、戸籍住

民登録費、統計調査費、いずれも事業の確定によるものでございます。 

３１ページ、３款１項１目の社会福祉総務費、２，１３３万５，０００円の補正ですが、主な

ものは２８節の繰出し金、国民健康保険事業特別会計に３，３２０万４，０００円繰出しをいた

しております。３２ページ、お目通しを下さい。 

３３ページの３款２項１目、児童福祉総務費、１，４６１万４，０００円の減額ですが、主な

ものは２０節の扶助費でございます。１，５００万９，０００円の減額ですが、主な中身はです

ね、子ども医療費、それから児童手当、いずれも８００万弱の減額補正となっております。合計

で１，５００万の減額でございます。 

３４ページ、３款２項２目の保育所費でございます。２，２０５万８，０００円の増額補正で

すが、主なものは１９節の負担金補助及び交付金ですが、これは社会福祉協議会が運営をしてお

ります、内子、くるみ、五城の保育園の運営費負担金でございます。いずれも入園者の増による

ものでございます。 

３５ページ、事業の確定によるものでございます、お目通しを下さい。３６ページもお目通し

を下さい。 

３７ページ、６款１項３目の農業振興費、３，６１３万６，０００円の減額ですが、これは主

なものは、１９節の負担金補助及び交付金でございます。その中の下から４行目、交付金、中山

間直接支払交付金、３，１５２万の減額となっております。これはですね、支払額は３，１５２

万減額をしまして、支払額総額が６，４１１万８，１８８円となっております。大幅に減少した

理由としましてはですね、当初参加集落が７４というふうに予定をしておりましたが、それが６

７になったということ。それから、この制度にはですね、いろんな加算措置がございます。例え

ば、農地の傾斜に応じてですね、加算金があるわけなんですが、そういったものが非該当になっ

たということでございます。参加集落の減少、それから加算がなくなったということで加算に該

当しなくなったということで３，１５２万の減額となっております。 

 ３８ページ、６款２項２目の林業振興費でございますが、２，３６４万４，０００円の減額と

なっております。主なものは次の３９ページに記載しております、補助金の減額でございます。

町産材利用木造住宅建築補助、森林蘇生緊急対策事業補助、有害鳥獣捕獲奨励交付金、そういっ

た補助金の減額、いずれも事業の確定によるものでございます。総額で２，３７６万５，０００

円の減額となっております。３９ページの３目の林業施設費、３，３１４万６，０００円の減額

ですが、主なものは１５節の工事請負費でございます。これは、国の補助金の減額による事業の

縮小によるものでございます。２，４８０万の減額となっております。 

４０ページ、４１ページ、いずれも事業の確定による減額補正でございます。お目通しを下さ

い。４２ページもお目通しを下さい。 
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 ４３ページ、８款５項１目の住宅管理費、１，２９８万の減額ですが、工事請負費１，２００

万の減額です。これは小田地区に整備をしました、中組団地の工事請負でございます。入札減小

によるものでございます。４４ページ、お目通しを下さい。 

４５ページ、１０款２項３目の学校建設費、１，９８６万３，０００円の減額ですが、これは

１５節の工事請負費立川小学校の体育館耐震補強改修工事、入減等によるものでございます。１，

８３７万７，０００円の減額でございます。 

４６ページ、１０款３項５目の学校建設費、４，９５４万６，０００円の減額ですが、これも

工事請負費、大瀬中学校の体育館耐震補強改修工事でございますが、入減等によりまして、４，

９３４万の減額でございます。 

４７ページ、お目通しを下さい。４８ページ、４９ページもいずれも事業費の確定によるもの

でございます。お目通しを下さい。５０ページ、５１ページも事業の確定による減額補正でござ

います。お目通しを下さい。 

５７ページの地方債補正に関する調書をお開き下さい。ページ５７ページでございます。ちょ

うど真ん中どころ、当該年度中、起債見込み額、これが平成２７年度に発行しました起債です。

一番下の段、１１億４，９１８万３，０００円の起債を発行致しました。この右側ですが、当該

年度中、元金償還見込み額、２７年度に償還を致しました起債でございます。１１億６，８１５

万６，０００円、差引しまして、１，８９７万３，０００円が今年度中に起債が減少したという

ことで一番右の下の段、２７年度末の起債の見込み額が、起債残の見込み額が８９億９，３５５

万６，０００円ということで９０億を切ったという状況になっております。以上で、内子町一般

会計補正予算（第４号）の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただ

きますよう、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。 

○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） ２８ページ、２８ページの財産管理費で工事請負費、ボブソン倉庫解

体工事減額３７６万８，０００円ですか、減額になっているんですけど、工事費はいくらだった

んですかね。 

それともう一つ、５１ページの五十崎小田川はらっぱ基金積立金の所が減額になっているんで

すけど、なんでこれが減額、何に使ったのか。使わなかったのか、ちょっと意味が分からないん

ですけど、これの説明をちょっとお願いしたらと思うんですが。 

○議長（池田洋助君） 答弁できませんか。 

ここで、暫時休憩します。 

午後 １時４５分 休憩 

 

午後 １時５３分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 寺岡議員の質問に対して答弁を求めます。 
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○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

○総務課長（宮野照三君） それではボブソンの関係でございますが、設定金額がですね、１，

１１２万７，０００円でございまして、落札金額が５８３万２，０００円でございます。差は５

２９万５，０００円ほどあります。今回は、補正３７６万８，０００円の減額としておりますが、

その中には他の工事も含まれておりますので、一応、ボブソンとは書いてありますけれども、そ

ういうことでございます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私からはですね、はらっぱ基金の関係でございますが、こ

れについてはですね、運用益で行っておりましてですね、その運用益がですね、約４０万円程度

ございますので、当初におきましては、その運用益を全て基金に回すというようなことにしてお

りましたけれども、実際にですね、今ソフト事業については最大２０万円までについては、学習

会とかそういうものについては、補助しますよというふうなことを作っておりまして、今年度は

１件、２０万円ございましたので、その分は差し引きまして、残りの２０万円ですね、基金の方

に積み立てるということで２０万減額をしているところでございます。 

○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） そしたら、あれは慎栄さんがおやりたと思うんですけど、金利は別の

計算ですか、それは。消費税は別の金額でのお答えなんでしょうかね。ちょっと金額が、私が聞

いておる限りではちょっと違うみたいなんですけど。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今のですね、入札金額、並びに落札額につきましてはです

ね、税込ということで消費税が入ってございます。 

○議長（池田洋助君） 他、質疑ありますか。 

○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） 今の説明の中でですね、聞いておりますと、基金費でちょっとお聞きし

たいんですけど、歳入の部分で当初補正前の額として４億４，５２２万５，０００円が計上され

て、補正で４億２，１６３万７，０００円がマイナスになっておるということは、また基金にこ

れ戻ったということだろうと思うんですけど、一方で支出の部分でですね、１億４，１９０万１，

０００円がまた基金に積み立てられておるようです。基金は、毎年毎年増える一方になるんだろ

うと思うんですけど、この歳入の部分の繰入金というのは、基金というのは例えば財政調整基金

にしても、公共施設整備基金にしても、目的があって基金に積み立てとる。最初、当初、その中

で例えば、公共施設整備基金であれば、公共施設を建設するために、一般財源に１億５，７００

万を繰り入れて使おうとしたけれども、結局、財源が他から調達出来たので、基金に戻したとい

うことになるわけですよね。そうするとですね、私が思うのは本来であれば、私これ使っていい
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と思うんですよ。そのための基金ですし。それでまた歳出の部分でまた新たに１億４，１００万

がそれぞれの基金に積み立てられておるわけですから。本来であれば極端に言えば、４億２，１

６３万７，０００円は、余ったのであれば、他の例えば町長の公約を実現するための財源に使う

とか、そういうことの考えはない、ただ、もう財源の調達出来たら基金に入れて、基金は合併当

初から比べると３０何億増えてますけれども、基金を増やすということも必要なものは増やすべ

きだと思うんですけれども、必要以上にですね、私は基金を増やす必要はない、町民の福祉の向

上のために使う方がいいんだろうと思うんですけど、その辺のこの毎年見ておるとですね、一回

基金を取り崩して一般財源に使おうとしたものがまた戻っておるというのは、毎年だいたい私が

議員になってからでも繰り返されおるわけですけれども、その辺の考え方というのは、どういう

基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思うんです。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 森永議員のおっしゃる通りだと思いますね。やっぱり積み立てるってい

うのはある面では、目的基金であれば、目的があるわけです。ご承知のようにこれからのことを

考えますとですね、昨日、招集挨拶の中でも申し上げましたように、防災無線のデジタル化にし

てもこれ１５億くらいかかります。それから光を全町配備しようと、これも５、６億たぶんかか

るだろうと思っております。それから、橋の長寿命化、こういったもの、ものすごくかかってき

ます。こういうものを考えますと、公共施設整備基金というのは、これからはたぶん取り崩して

いかないともたないだろうというふうに、これはあくまでも予測ですよ。予測なんですけど、そ

ういうことを見越してですね、今のところ、ある程度貯められる部分は貯めた方がいいだろうと。

これから額の本当に何億っていうものが出さざるを得ないということがあるんではないかという

ふうに想定しているわけでございます。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） もちろん、町長言われるの十分分かるんですけれども、そのための基金

で、目的があって、そのために基金を積み立てておくということですから、もしその防災無線な

り、なんなりにお金がいくらかかるのかということは想像できるわけですから、それに対して基

金を別枠で積み立てるとか、いう形の方がすっきりしますよね。これを今言ったように財政調整

基金から１億７，８００万を出した、公共施設整備基金から１億５，７００万出した、それをそ

のまま元の基金に戻すよりも、町長言われるようなことであれば、そのための基金というのを作

るとか、でないと一回出したものが余ったから、財源が調達できたから、また元に戻すというの

はすっきりしないような私は感じを受けるんですけれども。 

○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。歳入と歳出の関係なんですけど、特に歳出からみれば、例えば

３９ページ、農林水産の関係なんですけど、１９節の補助金関係、２，３７６万５，０００円。

その下の方で、林業施設費の１３節、委託料並びに測量費とか掛水線とか、林道関係の工事の関

係、その下の副町長から説明があった工事請負費が国の補助金が少なくなったから、現実的に事
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業やれなかったというふうな話だったと思うんですが、逆にこれは出来ないから、例えば歳入の

分で２１ページですね、農林水産費県補助金の関係の中で、３節、７節、８節等でほとんど減額

という形になってます。当初で一応、このくらいな工事は地域のためにというか、第一次産業を

支えるためにこういう工事をしながら、やっぱり地域を作っているという思いの中で予算編成を

立てただろうと思うんですけど、これはどんなんですかね、変な言い方になったらあれですけど、

もっと力強くこの意見に内子町の作り方というのを強く訴えれば、仕事が出来たのかどうか。い

つも国と県に予算を叩かれて、切られて、町として当初の中で、この道路はこうしようというふ

うな形の中で、当初の予算で作った時に、最終的に決算近くになれば、実はできなかった。国も

県も金を出さなかったいうようなことは、やっぱりうまくいかないんじゃないかなと。そこにや

っぱり地域の中で人が生活する、山を作る、村を作る、町長がよく言われるような形の町を作る

んだったら、やはり力強く訴えながら、事業推進をしていくべきではないかと思うわけなんです

が、その辺は、どういう関係があるのか。聞かせていただいとったらと思います。 

○産業振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 小野植産業振興課長。 

○産業振興課長（小野植正久君） 産業振興課の分で申し上げますとですね、例えばいのししの

関係での頭数が減ったので国の補助金の上乗せがですね、例えば減ったですとか、あるいは森林

蘇生と言いまして、それぞれ林業の事業体がですね、いろんな機械を買ったりとか、そういうふ

うなことの事業をやっているんですけど、当初申請をした計画の内容が変わったり、あるいは入

札減なんかが生じてですね、例えば森林蘇生ですと９４３万円の減になっておりますけれども、

そういう計画が変わってとか今言いました入札減ですね、なので、当初計画してる分は、事業は

実施をした結果、そういう実態によって減になったということでございます。追加をしてですね、

新たに、例えば要望が出てきて、その事業の中で変更をしてやると。例えばワイヤーメッシュな

んかですとですね、当初計画していたやつでお金が若干余ったというようなことで、要望が出て

それで対応が出来るということであれば、それを使ってまたその事業を取り組んでいくとかそう

いうことは随時やっております。結果的に、当初ある程度目的をこういうものでやって行こうと

いうものについてはですね、事業の実施は出来たというふうに考えております。以上でございま

す。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） そしたら今の説明ということは結局使うという形の中で、計画はして

行ったけど利用がなかったという形ですよね。そしたらこういうやり方ずっとどういいますか、

使う人がいないから戻す、使う人がいないから戻す、その内、する人がいなくなったら、必要が

なくなる。特にイノシシ関係、補助事業というのは大変難しいと思うんですよね。例えば一人の

人では補助金は取れない。しかし、一人の人が果樹類にかなり広い反で作っている柿、モモとか

梨とか、そういうところは補助がなかなか取りにくいと、国、県が。そういう部分についてもや

はり地域の農業を作る為には、我々から考えたら甘えさすっていう形じゃなしで、やっぱりそう

いう生産の仕方をしながらやっぱり生産性を上げて、そこに後継者を残して地域を作って行く。

そういう方法がとれるようにならないと現状、はっきり言って年々人口が減って行く。地域はだ
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んだん寂れて行くいうふうな繰り返しになっているのが現実だと思うんです。その辺をまた機会

ある度に訴えていただいて、内子町の作り方はこうなんだと、地域創生というのはこう言う形で

内子はやるんだというふうな形の中で、強く予算の要望と、国の法の改正を強く訴えて、内子町

のためにご尽力いただくようにお願いしとったらと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私からですね、林道関係でございますけれども、林道に関

しましてはですね、一応、要望等を国の方にしておりますけれども、残念ながら満額内示を採っ

ていただけなかったということでございまして、そこらの分で事業費を今回落とさしていただい

ておりますけれども、それについてはどうしても必要であるということの中でですね、要望はし

ておりますけれども。今全国的にですね、防災事業等はまあまあ予算的につきますけれども、こ

ういう改良系になりますと、ちょっと少し落とされるというような現状もございます。その中で

ですね、山のみち、それから道交に関しましては、今年度総額で約１億５，４００万ほどは予算

をいただいておるというような現状でございます。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 歳出、３９ページに内子町森林組合補助も減額の中に入っておるんです

が、森林組合に対しては、いろんな項目で補助が出る予算計上がされておったと思うんですが、

ここの提示があります減額補助というのは、どの部分の補助なのか。いくら減額があるのか、金

額を提示をいただきたいのと、もう一点は４３ページの町営住宅の整備の関係なんですが、ここ

で、入札減で１，２００万の入札減が出ておる。説明には中組団地というふうに書いてあるんで

すが、中組団地だけでこの金額が出ておったのか。建設工事に伴って敷地が若干不足をして、急

きょ対応をされておったように目にしたんですが、その辺りは、業者のサービスでやられたのか

お尋ねをしたいと思います。 

○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） ３９ページの最初の内子町森林組合補助でございますが、こ

れにつきましては、８２０万円の減でございます。内容につきましてはですね、集約化施業、間

伐をする際にですね、計画を立ててその中で事業をしなさいというようなことがあるんですけど、

当初ですね、この集約化施業３００ｈａ、３万円ということで９００万円、それに合わせてです

ね、いろんな材を出す時に林道がそうとう傷むというようなことでメーター３００円ですか、そ

れの延長ということで、３９０万円林道修繕についてみておりました。合計致しますと、１，２

９０万円くらいの当初予算計上だったんですけれども、実際にですね、この集約施業に関して計

画を作るに当たっては、これ積み上げ方式にしております。で、マックスは３万円なんですけど、

積み上げてみるとですね、ｈａ当たり１万円程度と言うことに実績なってございます。そういう

ところでその減が生じたのとですね、あるいは林道についてもですね、ほぼ改修の分も少しあっ

たんですけど、あまり出てこなかったというようなことがあってですね、先ほど申し上げました
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実績が４７０万くらいの実績になったんですけれども、この２つの事業によりまして、４７０万

円から当初言いました１，２９０万を引きますと、一番最初に申し上げました８２０万円の減と

いうことでございます。よろしくお願い致します。 

○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。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 中組団地の関係でございますけれども、この入札に関して

はですね、建築物に関しましてはですね、３つの契約ということで行っております。これは、地

元業者の仕事ということで考えておりましてですね、それとあと設備工事ということでございま

す。その中でですね、入札減少金が今、減額しておりますようなことで出ておりましてですね、

他の工事はございません。それからですね、追加工事、いわゆる敷地の関係でございますけれど

も、これに関してはですね、当然設計変更をしてですね、その中で設計変更をして支払っていく

ということで今、設計変更しております。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） まず、森林組合に対する補助ですが、２７年度から新設された補助の減

額という、予算の減額という説明だったんですが、ｈａあたり３万円、当初予定をしてやってみ

たら１万しかいらなかったということでの減額なんですが、組合から要請があったのが当初のｈ

ａ３万円で町も予算化をされたんであろうと思うんですが、そこらなぜそういう事前の要請が３

万円だったんが、１万円になってしまうのか。理解がなかなか難しいんですが、そこらの状況を

聞かせてほしいのと、町営住宅、中組団地の敷地、これは今、設計変更しておるということです

が、建築費にはならないんじゃなかろうか。前年度、敷地造成費として予算化し、取り壊し、敷

き造成の対応を進めてこられたように記憶しておるんですが、建築の補正というか、設計変更で

対応出来るものなんですか。 

○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） 建築工事もですね、いわゆる外構工事というのがございま

して、その中で例えば舗装とかですね、そういう形の中で、設計内容には入ってございます。そ

の一部としてですね、今回、前回２６年度においてですね、敷地工事はやっておりましたけれど

も、今回その中で配置計画とかそういう中で少しそういう状態が出てきましたので、今回、金額

的にはあまり多くございませんけれども、外構工事の一環としてですね、変更したということで

ございます。 

○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） 森林経営計画の経費の関係ですけれども、議員さん言われま

したようにですね、当初、３万円ということでですね、ｈａあたり説明をさしていただきました。

これは森林組合と協議をした中でですね、積み上げ方式ということでの話をしてはいたんですけ

れども、この調査の内容についてはですね、いろんな集約化するための地元の協議ですとか、い

ろんな経営計画をつくるためには経費はかかるんですけど、そういったところの積み上げ方式、
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もしくは最高３万円ということで、お話はさしてもらってたんですけど、そのあたりのですね、

打ち合わせの中では必要だということではあったんですけれども、結局、積み上げのところでで

すね、そちらの方がずいぶん安いというようなことで、結果的にそれだけの開きが出てしまった

ということで、その辺りについてはですね、十分な詰めが出来てなかったんじゃないかというこ

とであれば、そういうことだろうというふうに反省をしておりますけれども、２８年度からはで

すね、そういう実績に基づいて、１万円ということで減額を、当初予算はさしてもらっていると

ころでございます。もう少しですね、そういう打ち合わせなりをしておけばよかったかなという

ふうに思っております。以上でございます。 

○議長（池田洋助君） 他、質疑ありますか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） これはお願いなんですが、資料としてほしいということで。委託料と

か負担金・補助というのは、一括して掲げられております。これを見ますと、この先程出ており

ました、森林組合の補助の問題の部分で言いますと、７件が一緒になって出ておるわけです。こ

れらについては、私は資料としてそれぞれの部分をいくらなんかいうのを、これは資料として提

出一緒にしていただけたら、非常にそれぞれの中身を判断していく上で、我々としてはありがた

いですが。以前、この問題では出していただいたことがあったと思うんですが、そういう部分に

ついてご検討をいただきたいと思うんですが、どうでしょう、町長、その辺は。 

○副町長（稲田繁君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲田副町長。 

○副町長（稲田繁君） この予算書の説明の中に全て金額を入れるというのは、ちょっとシステ

ム上、難しいと思っておりますが、委員会の中での資料としてですね、口頭でご説明する資料は

持ち合せておりますので、そういったことでご理解をいただきたいと思います。この予算書の中

に全て入れるというのは、ちょっと難しいと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） 私は、それは説明資料に入れて頂く方が予算書をみていく上でどうい

う仕組み、団体がどういうことをやっておるんかいう判断材料にもなると思うんです。いろんな

委員会の時に聞きなさいということのようですが、私はその辺、これだけいろんな部分が、全部

その他一括して出ておりますから、それについては資料として持っておられるわけですから、そ

れは当然出せん問題ではないと思うんですが。手続き上というか、作業が大変だということでは

ないかと思うんですが、しかし我々の側からすればそういう部分というのは、事前に検討する上

で参考になる資料ですので、できればそういう部分を出していただきたいんですが、議長に一つ

お願いをしておきますが、議会としてそういう部分についても要望をしていただくようなお取り

計らいをよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 分かりました。 

 他に質疑ありますか。 

 



平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

‐ 102 ‐ 

〔「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２２号」は、所管の常任委員会に付託して審査を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２２号」は、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） ここで先程、「議案第２１号」の辺地に係る施設整備に関する答弁で、修

正があるということでございますので。 

○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） 大変失礼します。山崎議員のご質問の中で、村前の消防のことの辺地の

中で計画は、ということでご質問がございました。私、想定しております、保育園のところがま

だ確定してないんでという答弁を申し上げたと思うんですけど、一応、辺地計画の中に、年次計

画の中に一応改修するということについては、入れさしていただいておりますので、ご理解をお

願いしたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。２時３５分から再開します。 

 

午後 ２時２３分 休憩 

 

午後 ２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。 

 

  日程第２５ 議案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２５ 議案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第

５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） 議案第２３号、平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）について、

ご説明致します。平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１億４，３２３万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０７億１，５

７０万７，０００円にするものでございます。歳入は国庫支出金、１億３，２６７万２，０００円追

加。繰越金、１，０５６万円を追加致しました。歳出は総務管理費で、情報セキュリティ対策強化対

策事業として、１，６９５万６，０００円を追加し、民生費、社会福祉費で年金生活者等支援臨時福

祉給付金、１億５５２万１，０００円を追加。農林水産業費、林業費で、林業六次化価値創造等事業
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２，０７５万５，０００円を追加しております。内容は副町長に説明を致させますので、よろしくご

審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 資料の４の平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）をお開き下

さい。 

１ページでございます。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億４，３２３万２，０００円を

追加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０７億１，５７０万７，０００円とするものでご

ざいます。 

５ページをお開き下さい。５ページ、第２表、繰越明許費でございます。２款１項でございます、

電算管理費１，６９５万６，０００円全額の繰越でございます。３款１項の社会福祉総務費、１億５

５２万１，０００円の繰越でございます。６款の農林水産業費林業振興費、２，０７５万５，０００

円、これも繰越でございます。 

９ページをお開き下さい。９ページ、歳入の予算でございます。１２款２項１目の総務費国庫補助

金、２，７１５万４，０００円を補正致します。それから２目の民生費国庫補助金、１億５５１万８，

０００円の補正でございます。それから、１７款１項の繰越金でございます。１，０５６万の補正で

ございます。 

次のページ、１０ページをお開き下さい。歳出の予算でございます。２款１項４目の電算管理費で

ございます。委託料ということで、これは電算システムのセキュリティを強化するための業務委託費

でございます。１，６９５万６，０００円でございます。３款１項１目の社会福祉総務費、１億５５

２万１，０００円の補正でございますが、主なものは、１９節の負担金補助及び交付金、１億１，０

７３万円でございます。これは年金生活者支援臨時福祉給付金ということで、対象者は６５歳以上の

住民税非課税者でございます。人数が３，３９１人掛ける３万円ということで、予算の計上を致して

おります。３節の職員手当、７節の賃金、１１節の需用費から１４節の使用料及び賃借料まではこの

臨時給付金を支給するための人件費、あるいは郵送料等の予算の計上でございます。すべて臨時給付

金を支給するための補正予算でございます。６款２項２目の林業振興費、２，０７５万５，０００円

の補正でございますが、これは林業六次産業化価値創造等事業委託ということで、予算を計上致して

おります。平成２７年度に引き続いて、２８年度も林業六次化の計画を作るということで業務委託を

致します。２，０７５万５，０００円の委託費でございます。すべて国の補正予算にかかる歳入予算、

それから歳出予算でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、お願い致しまいて、

説明を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

○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） 今のですね、農林水産業費の林業六次産業化価値創造等事業委託で２，

０７５万５，０００円。これは先日、全協でトビムシさんの説明を受けましたが、トビムシさん

への委託料ということでよろしいわけですか。 
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○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） その予定で現在考えております。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２３号」は、所管の常任委員会に付託して審査することにしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２３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２６ 議案第２４号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２６ 議案第２４号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第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） 議案第２４号、平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）につきまして、内容を住民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。 

○住民課長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

〔亀岡 弘住民課長登壇〕 

○住民課長（亀岡 弘君） それでは、オレンジ色の表紙からになります。議案第２４号、平成

２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上げます。 

それでは、１ページをお開き下さい。第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、７，９

８８万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億５，１４６万３，０００円とす

るものでございます。今回の補正につきましては、実績見込み額により、歳入では、国保税、国庫支

出金と県支出金、及び各種交付金の増減が見込まれますが、前期高齢者交付金の増が主なものです。

歳出では項目により増減がありますが、予備費への増が主な増額補正となっております。 

それでは、９ページをお開き下さい。歳入の主な補正についてご説明を申し上げます。１款１項、

国民健康保険税、１目、２目合わせまして、２，２３５万５，０００円の減額補正。これは、実績見

込みの減に伴うものでございます。３款１項１目、療養給付費等負担金、これは一般被保険者の保険

給付費減に伴う負担金減のため、３，７２５万円の減額補正。実績見込み減に伴うものでございます。

４款１項１目、前期高齢者交付金、これは前期高齢者医療費を負担するよう、財政調整をおこなうも

ので、１億１，７２１万７，０００円の増額補正。実績見込み等、増に伴うものでございます。 
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次に１０ページをお開き下さい。７款１項、共同事業交付金、２目、保険財政共同安定化事業交付

金、１，０００万の減額補正。これは、共同事業交付金の実績見込み減に伴うものでございます。９

款１項１目、一般会計繰入金。３，３２０万４，０００円の増額補正であります。これは保険基盤安

定事業繰入金の増額が主なものでございます。 

次に歳出でございますが、次のページ、１２ページからになります。２款１項２目の退職被保険者

等療養給付費、見込み減に伴う８００万の減額補正、３目の一般被保険者療養費、見込み減により３

８０万の減額補正となります。 

次のページ、１３ページになりますが、２款２項１目、一般被保険者等高額療養費、見込み増に伴

う１，２００万の増額補正。２目の退職被保険者等高額療養費は、見込み減により２０６万の減額補

正となります。２款４項１目、出産育児一時金、見込み増により１２６万の増額補正であります。 

続いて、１４ページになりますが、３款１項１目、後期高齢者支援金見込み減により、１，３４５

万２，０００円の減額補正であります。６款１項１目、介護納付金、見込み減により２，４５６万８，

０００円の減額補正であります。７款１項、共同事業拠出金１目、３目、合わせまして、見込み減に

より１９６万５，０００円の減額補正であります。 

次のページ、１５ページですが、１２款予備費につきましては、前期高齢者交付金等の増額に伴っ

て１億１，９９５万４，０００円の増額補正となっております。以上で、議案第２４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２４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。 

〔「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２４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第２７ 議案第２５号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２７ 議案第２５号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事

業特別会計補正予算（第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） 議案第２５号、平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正

予算（第２号）につきましては、内容を住民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。 

○住民課長（亀岡 弘君） 議長。 
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○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） 続きまして、紫色の表紙からになりますけれども、議案第２５号、

平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げま

す。 

１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２１５万１，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ、２億２，２９３万１，０００円とするものでございま

す。 

それでは７ページをお開き下さい。歳入でございますが、１款１項後期高齢者医療保険料、１目の

特別徴収分と２目の普通徴収分の見込み割合の変更による６８５万２，０００円の組み替えをするも

のでございます。３款１項１目、一般会計繰入金、事務費繰入金、保険基盤安定繰入金の額確定によ

ります、１９３万１，０００円の減額補正でございます。 

続きまして、次の８ページをお開き下さい。歳出でございますが、２款１項１目、後期高齢者医療

広域連合納付金、保険基盤安定負担金の額確定により、広域連合への負担金、１０５万４，０００円

を減額補正するものでございます。以上で、「議案第２５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２５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して審査することにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第２８ 議案第２６号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２８ 議案第２６号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２６号、平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）につきましては、内容を保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い致します。 

○保健福祉課長（土居好弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 土居保健福祉課長。 

〔土居好弘保健福祉課長登壇〕 
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○保健福祉課長（土居好弘君） 続きまして、ピンクの表紙からになります。議案第２６号、平

成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 １ページをお願い致します。１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ３６７万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ、２５億６６５万１，０００円にするものでございます。７ページを

お願い致します。もう一度総額を申し上げます。２５億６，０６５万１，０００円にするものでござ

います。申し訳ございません。 

７ページをお願い致します。歳入でございます。歳出の介護給付費が増額したため、国・県の負担

金・補助金をそれぞれ増額するものでございますので、詳しくはお目通しをいただけたらと思います。

歳出でご説明をさせていただきます。 

１０ページをお願い致します。２款７項１目の特定入所者介護サービス事業の１９節、負担金でご

ざいます。４００万円の増額です。これは低所得者の介護老人福祉施設と短期入所生活介護者の居住

費の増額改定がされました。ただ、自己負担は据え置きになりましたので、増額分を公費で負担をす

るということになりましたため、４００万円の増額をするものでございます。 

続きまして、１１ページをお願いします。９款１項１目、予備費、７２万４，０００円の減額でご

ざいますが、先ほどの特定入所サービスの負担金の分の町負担の分を予備費から減額をし、これに充

てるための減額でございます。以上、２６号の議案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） これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第２６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。 

〔「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２６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２９ 議案第２７号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２９ 議案第２７号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業

特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２７号、平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予

算（第１号）についてご説明を申し上げます。これにつきましては、その内容を保健福祉課長に説明

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。 

○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） 同じくピンクの表紙からになりますけど、議案２７号、平成２

７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 １ページをお願いします。歳入歳出の予算の総額にそれぞれ１２５万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，２１０万９，０００円にするものでございます。 

 ７ページをお願いします。歳入予算でございます。１款１項１目、サービス計画費収入、１節

の同目、サービス計画事業収入でございます。歳出の方で、要支援者１、２のサービス計画の増

加がございましたので、収入として歳入として国保連合会からの収入を計上さしていただいてお

ります。 

次のページ、８ページをお願い致します。２款１項１目、介護予防サービス事業費でございま

す。１３節、委託料、１２５万８，０００円の増額です。要支援１、２のケアマネージメントの

計画を各事業所に委託するための増額補正でございます。 

以上、議案２７号の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定下さいますよう、お願い

申し上げます。 

○議長（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） これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第２７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して審査することにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２７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３０ 議案第２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（池田洋助君） 「日程第３０ 議案第２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正

予算（第１号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２８号、平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）

につきましては、内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

よう、お願い致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（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、議案第２８号、平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計

補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 
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１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３５２万４，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，００１万６，０００円とするものでござい

ます。内容につきましては、当初予算で２５名で予算化をはかっておりましたが、実績と致しまして、

４月、５月が、２１名。入寮生ですね、６月、９月が１９名、１０月から１８名と入寮生が減少した

ものが一番大きな原因でございます。 

内容につきまして、７ページをお開き下さい。１款１項１目の使用料でございますが、先ほど説明

致しました、入寮生の減少によるものでございます。 

８ページをお開き下さい。１款１項３目の給食費でございますが、これにつきましても入寮生の減

少によりまして、食数が減少したためによるものでございます。１食あたり５８０円というのは変わ

りませんが、食数が減りましたので、減額という状況でございます。 

以上、議案第２８号、平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第２８号」は、総務文教常任委員会に付託して審査することにしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２８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３１ 議案第２９号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３１ 議案第２９号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２９号、平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）につきましては、内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますよう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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２９号、平成２７年度内子町簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号）についてご説明させていただきます。水色の表紙でございます。 

 １ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額からそれぞれ９，４５２万２，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を５億２，３６３万８，０００円とするものでございます。主な補正内
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容と致しましては、満穂地区で行っております、上水道区域拡張工事における事業費の減に伴うもの

の減額補正でございます。 

 ５ページをお開き下さい。第２表の繰越明許費でございます。１款１項事業名につきましては、石

畳地区水道整備事業でございまして、金額につきましては、３，０００万円でございます。繰越の理

由と致しましては、本地区、石畳地区の水道整備事業は、県営中山間整備事業と町が施行する本事業

で整備する計画としているところでございます。水源は県営中山間事業により整備された水道施設、

浄水場とか配水池がございますけれども、これにより給水を受け、配水を計画しているものでござい

まして、県営中山間事業の配水池等の設置箇所の確定等にですね、不測の日数を要しましたので、配

水計画等の変更が必要になりまして、年度内完成が見込まれなくなったものでございます。 

 ７ページをお開き下さい。第３表、地方債に補正でございますけれども、簡易水道事業債というこ

とで、２億１，１００万をですね、６，２８０万円減額してですね、１億４，８２０万円にするもの

でございます。これにつきましても上水道の７次拡張及び石畳地区の水道整備事業費の減に伴うもの

でございます。 

続きまして、１１ページをお願い致します。歳入でございます。まず１款１項１目でございますけ

れども、３節の統合簡易水道施設分担金ということでございまして、これにつきましても割り当て内

示額等によって事業費が減ったということに対する分担金の減ということになります。２００万でご

ざいます。 

続きまして、３款１項１目のですね、衛生費国庫補助金でございますけれども、２節の統合簡易水

道事業費国庫補助金でございますが、これも割り当て内示の減額によりまして、３，７５８万４，０

００円減額でございます。それから続いて６款１項１目、一般会計繰入金でございますが、この分に

関しましてですね、給水管引き込み補助でございますが、その工事の増に伴うもので、７２９万１，

０００円の増額でございます。 

続きまして、９款１項１目の関係でございますが、この関係３節の統合簡易水道施設改良債という

ことでございますが、６，２８０万減額でございます。これも事業費の減額に伴うものでございます。 

続きましてですね、１３ページお願い致します。１款１項２６目の上水道区域拡張事業費でござい

ますが、主なものと致しまして、１３節の委託料でございますが、この測量委託、設計委託でござい

ますけれども、満穂地区ということで、これは入札減少金によるものでございます。１５節の工事請

負費でございますけれども、この分に関しましても、補助割り当ての内示等の減ということで、６，

７３４万７，０００円でございます。 

続きまして、２７目、石畳地区水道整備事業でございますが、１５節、工事請負費でございますが、

１，６５０万の減額補正でございますが、この分をですね、補助金の満額、内示がいくばくかあると

いうことでございます。 

 それからですね、次に２８目、中山間総合整備共同事業でございますが、１９節、負担金補助金及

び交付金でございますが、負担金ですが、これは県の方に納める分でございますけれども、この共同

事業負担金ということで、経営事業の割り当て内示、県営事業の分ですねの割り当て内示が伴ってで

すね、減額になってございます。 

それから１款３項、諸費に関しましてはですね、１１節の需要費でございますが、修繕料７０万円

の増額になっておりますが、これは２５日の寒波がございまして、それに伴う凍結するとかそういう
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ことがございましたので、それの修繕料を今回補正を致しております。それから２７節の公課費、こ

れは平成２６年度の消費税の確定に伴う減額となってございます。１１０万でございます。 

次、１１ページでございますが、これは大きなものはございませんので、次にですね１５ページか

ら１９ページは給与費明細書等を記載しておりますので、お目通しをお願い致します。以上、平成２

７年度内子町簡易水道事業特別会計（第３号）の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、

ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（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） 知識がない、恥ずかしい質問をしようと思うんですが。この簡易水道特

別会計、３月３１日をもってなくなるということを聞いておるんですが、繰越明許というのはそ

の会計の中で、年度をまたいで事業を進めて行かないといけない場合にこういう対応をされると

認識しとるんですが、年度をまたいでやると会計自体が無くなるというふうに思うんですが、そ

こらについての解釈を説明いただいたらと思うんですが。 

○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） 先程の繰越の関係ですが、３月３１日をもって簡易水道は

打切り決算になりますので、その繰越明許する分はですね、上水の方に上がって行きます。打切

り決算するので決算上なくなるんですけど、それは法律によりまして、上水の方に移るようにと

いうことでなってますので、そのまま繰り越した３，０００万の促進の分なんですけど、石畳の

分ですけど、そのまま上水の方で支払をするという形になります。 

○議長（池田洋助君） よろしいですか。他、ありますか。 

〔「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２９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して審査することにしたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３２ 議案第３０号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３２ 議案第３０号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第３０号、平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）につきましては、内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますよう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、議案第３０号、平成２７年度内子町公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明させていただきます。水色の表紙でございます。 

 １ページをお願い致します。第１条で歳入歳出予算総額からそれぞれ５４０万円を減額し、歳

入歳出予算総額を２億８，１８８万２，０００円とするものでございます。主な補正内容につき

ましては、業務及び事業の実績見込み、また入札減少金等に伴う減額補正となってございます。 

７ページ、お願い致します。歳入でございます。主なものだけご説明申し上げます。１款１項

１目の下水道事業分担金でございますが、１５万６，０００円増でございますが、用途地域外の

整備等がございまして、これファミリーマート等がございますけれども、そこらの分担金が入っ

てきたということでございます。それからですね、２款１項１目、下水道使用料でございますが、

８６万の減となっております。これは実績見込みの減ということでございます。続きまして、４

款１項１目の一般会計繰入金でございますが、４５８万７，０００円ということで減額するよう

になっておりますが、公共下水道事業の支出減に伴うものというふうになります。 

続いて、８ページでございます。歳出でございます。１款１項１目の業務管理費でございます

けれども、１３節の委託料、１００万円減額しておりますけれども、この関係につきましては、

企業会計システム導入委託に伴う入札減でございます。２７節の公課費でございますが、１３０

万円の減額補正と致しておりますけれども、これは２６年度確定の消費税に伴うものでございま

す。続きまして、２目の終末処理場管理費でございますが、補正額は２００万減額となっており

ますが、１１節の需用費の中の修繕料でございますが、この関係、７５万減額しておりますが、

これは入札減によるものでございます。それから１３節の委託料でございますが、これにつきま

しては、汚泥運搬処分の委託ということで、これは実績に伴うものでございます。１２５万の減

額でございます。それからですね、３目の管渠管理費でございますが、１３節の委託料というこ

とで、この分はですね、管渠清掃業務ということで、これカメラをとって入れてやる事業という

か、業務になりますけど、今年度は清掃業務が必要なかったということで、次年度から出てくる

可能性があるかと思っております。続いてですね、最終的にですね、９ページに書いております

ように、５４０万の補正の減ということになりまして、合計で２億８，１８８万２，０００円の

予算となります。以上、平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明

とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第３０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。 
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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３０号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３３ 議案第３１号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３３ 議案第３１号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算

（第３号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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３１号、平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）につ

きましては、内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

よう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（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３１号、平成２７年度内子町水道事業会計補

正予算（第３号）につきまして、ご説明させていただきます。 

１ページをお開き願います。第１条で平成２７年度内子町水道事業補正予算、３号について、次の

ところにより定めるものでございます。第２条、平成２７年度内子町水道事業会計予算第３号に定め

ました、収益的収入及び支出の予定額を次の通り補正するものでございまして、収入でございますが、

第１項、第２項の営業外収益とですね、２つ合わせまして、水道事業の収益の合計はですね、１，２

８８万９，０００円減額致しまして、２億６，２９７万円となります。支出でございますが、２款１

項、営業費用でございます。２３３万３，０００円減額致しまして、水道事業費用の合計は、２億４，

１５５万８，０００円となります。 

 続きまして、２ページでございます。第３条でございますが、予算第４条、資本的支出の予定額を

次のとおり補正するものでございまして、収入でございますが、３款４項の加入金というところで、

１２９万円の増額と致しております。よりまして、資本的収入の合計は、６，４３４万３，０００円

となります。支出でございますが、４款１項建設改良費でございますが、９０万円減額致しまして、

この資本的支出の合計は、３億２，９０４万４，０００円となります。ちょっと上の方になりますけ

れども、この資本的収入額が資本的支出額に対しまして、不足する額、２億６，４７０万１，０００

円につきましては、次に記載しておりますとおりの額で、補てんするということにしております。次、

第４条でございますが、予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり改めるものでございまして、職

員給与費でございますけれども、３８万円増額致しまして、合計で２，２２０万３，０００円となっ

てございます。 

次、４ページでございます。平成２７年度の予算の実施計画書でございますけれども、１３ページ

までめくっていただきたいんですが、補正予算の説明書でご説明申し上げたらと思います。収益的収
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入及び支出でございます。まず、収入でございますが、１款１項営業収益でございまして、その中で

１目の給水収益というところで、１節の水道使用料でございますが、１，２００万円の減となってお

ります。これに関しましては、実績等の見込み減でございます。続きまして、大きなものでいきます

と、３目のその他営業収益でございますけれども、１節の材料売却収益でございますが、この関係に

ついては、町の工事で材料等を売却することがございますが、その分の収入の見込み減ということで

８０万円減額を致しております。それからですね、２目の営業外収益でございますが、１目の受取利

息及び配当金ということで５５万７，０００円増額補正となっております。この分に関しましては、

共同地方債、また社債分等を購入しておりまして、その分の増額という形、利息の増額というふうに

なってございます。 

続きまして、１４ページでございます。支出でございますが、大きなものと致しましては、２款の

１項、営業費用の中のですね、１目、原水及び浄水費の２２節の修繕費でございますが、１０５万円

減額補正しておりますが、この分について修繕の引当金、引当金にて対応致したものでございます。

次にですね、２目の配水及び給水費でございますが、１９節の委託料、５１万３，０００円減額して

おりますが、これは入札減でございます。この業務内容は漏水調査の委託でございます。続きまして、

５目の総係費の関係でございますが、人事院勧告に伴うもので補正等を致しております。 

続きまして、１５ページでございます。資本的収入及び支出でございまして、収入でございますが、

４項の加入金の１目加入金でございますが、１２９万円補正を致しております。この分に関しまして

はですね、アパート建設等による収入見込み増ということでございまして、場所で言いますと五十崎

では天神小学校の前とかですね、中町地区、内子ではコスモスとかいう形になってございます。続き

まして、支出でございます。１項の建設改良費でございますが、１目給配水設備工事でございまして、

７５万の減額補正としておりますが、１９節委託料７５万円の減と致しておりますが、これは富中地

区の配水管の測量設計委託の入札減となってございます。 

続きまして、６ページまでまた戻っていただきたいと思います。平成２７年度のキャッシュフロー

計算書でございます。一番下の方の３段だけご説明申し上げます。３段の真ん中の資金期首残高につ

きましては、４億１，３８３万円でございまして、今回ですね、１億５，４６８万８，０００円減額

致しまして、期末の残高は、２億５，９１４万３，０００円となります。続きましてですね、９ペー

ジから１２ページにつきましては、２７年度の予定貸借対照表でございます。お目通しをお願い致し

ます。以上、平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

○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） １３ページの営業収益の給水収益が１，２００万減という形になって

いるんですけど、これは１戸当たりの使用料がどんと、例えばいろんな設備の機器が良くなって

水道使用料が減りよるのか、それとも家族構成が減って減りよるのか。建屋自体で使われるとこ

ろが減っているのか。そこらの内容はどのような感じでしょうか。このままいくと、どんどん収

益が、見込みが大変厳しくなるんではないかと思うんですけど、その分析がどのようにされてい

るのか教えていただいたらと思います。 
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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） 今回ですね、これ申し訳ありません。収入の収益の関係で

１，２００万減になっております。これにつきましては、見込みの５．５％減ということで、今

回内子五十崎共にですね、水道の使用量が減っております。また、皆さんご存知の通りだと思い

ますが、五十崎におきましては激変緩和ということで、料金の方を３年間据え置きまして、２７

年度から上水と一緒になるという形をとっておりました。見込みをする場合にですね、五十崎を

そのまま計算しとるということがありまして、両者合わせてですね、毎月１００万円の減額とな

ってしまいました。今回こういう形でなっておりますので、使用料の関係の予算の方も減額して

おりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） そしたら、五十崎の方の３年間で上げて行った金額の方の分が積算の

考え方が間違ったということで、先ほどの人口とか戸数が減ったとか、給水量が減ったとかいう

のが直接の要因ではないということでよろしいんでしょうか。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 西川上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 先程、最初に申しましたとおり、内子も五十崎も減ってお

ります。下水の場合もですね、使用料が減っていると思いますが、そういう形で水を使う人も減

るというか、天気の関係もあるんですけど、そういう節水という形もあろうと思いますし、全体

の水の使用量が減っているという形です。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） だいたい分かるんですけど、そういったことを把握できているものな

のかと。使用料自体減っているのは分かるんですけど、どうしてかというのは内容は何か分かっ

ているものかというのを聞きよるんですが。 

○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） 水道使用料のですね、減というのは、当然人口もちょっと

少し下がった傾向でございますので、その分で使用料も減ってきておるということでございます

が、ある程度に行きますとある程度、今後ですね、極端に減るということはないかとは思ってお

りますけれども。それとですね、先ほど言いましたように節水等の意識等もございますので、そ

こらも踏まえてですね、下がったということでございまして、そういう中で２８年度予算もです

ね、予算を立てているということでございます。 

○議長（池田洋助君） よろしいですか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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３１号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して審査することにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第３１号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。４５分から再開します。 

 

午後 ３時３２分 休憩 

 

午後 ３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３４ 議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算について 

  日程第３５ 議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第３６ 議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて 

  日程第３７ 議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

  日程第３８ 議案第３６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい

て 

  日程第３９ 議案第３７号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

  日程第４０ 議案第３８号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

  日程第４１ 議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３４ 議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算について」

「日程第３５ 議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について」「日程第

３６ 議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について」「日程第３

７ 議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算について」「日程第３８ 議案第３

６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について」「日程第３９ 議案第３７号 

平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」「日程第４０ 議案第３８号 平成２８年度内子

町公共下水道事業特別会計予算について」「日程第４１ 議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業

会計予算について」以上８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３２号」から「議案第３９号」までの８件、平成２８年度一般

会計及び特別会計予算について一括してご説明を致します。 
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まず、議案第３２号、平成２８年度内子町一般会計予算についてご説明致します。番号は５で

ございます。平成２８年度の予算編成方針につきましては基本的な考え方は昨年と同様でござい

まして、内子町総合計画に掲げた町づくりの戦略である、プロジェクト１０の推進、また公約の

中でも緊急性の高いもの等々に重点を置きました。これらの施策展開に対応する弾力的な財政体

質を確立するため、徹底したスリム化と選択と集中により健全財政を最優先に考え、最小のコス

トで最大の効果が発揮できるよう、効率化、合理化をあわせ図ると共に多くの町民の皆さん方、

団体、企業が互いに力を合わせ、協働しながら内子らしい町づくりに取り組んでいくための予算

と致しました。その結果、平成２８年度内子町一般会計当初予算案は歳入歳出それぞれ８９億３，

０００万円、予算規模は今年度当初予算と比較して４億５，０００万円、４．８％の減額となっ

ております。一般会計当初予算に充当致します財源は、国庫県支出金１２億５２２万１，０００

円。地方債３億３，０００万円。その他特定財源６億９，１８０万９，０００円、一般財源６７

億２９７万円となっております。主な歳出と致しましては、大瀬小学校避難所備蓄倉庫整備費と

して１，９９８万５，０００円。大瀬小学校の備品整備をはじめ、小学校危険校舎改築事業費と

して、５，４６９万６，０００円。大瀬中学校屋根修繕をはじめ、学校教育施設等修繕費として

４，４９２万８，０００円。ローテンブルク市姉妹都市盟約締結、５周年記念交流事業として２

７６万７，０００円。愛媛国体関連経費として９，２１１万９，０００円。内子座創建１００周

年記念公演などの委託経費をはじめ、内子座文化振興経費として、１，８７６万円。農業施設整

備事業補助金として、１，０００万円。中学生の医療費無料化など子ども医療対策費として５，

６００万８，０００円。えひめいやしの南予博２０１６、実行委員会負担金として、１，１２１

万８，０００円等でございます。なお、平成２８年からの新たな債務負担行為につきましては、

ライフ射撃競技施設、プレハブ賃借料、１，１４０万６，０００円でございます。 

続きまして、番号６でございますが、議案第３３号、平成２８年度内子町国民健康保険事業特

別会計予算につきましてご説明致します。平成２８年度国民健康保険事業の当初予算につきまし

ては、医療費の伸びを考慮し、前年度対比、９，４４７万３，０００円の増額予算編成となり、

歳入歳出予算総額をそれぞれ２８億４，２３１万９，０００円と致しておるところでございます。 

続きまして、紫色の仕切りのところでございますが、議案第３４号、平成２８年度内子町後期

高齢者医療保険事業特別会計予算につきまして、ご説明を申し上げます。平成２８年度の当初予

算につきましては、前年度対比、１，２６４万９，０００円の増額予算の編成となっておりまし

て、歳入歳出予算総額をそれぞれ２億３，１９４万４，０００円と致しておるところでございま

す。 

続きまして、ピンクの仕切りでございますが、議案第３５号、平成２８年度内子町介護保険事

業特別会計予算につきまして、ご説明を致します。介護保険事業につきましては、３年ごとに事

業計画の見直しを行っておりまして、平成２８年度は第６期、介護保険事業計画の２年目となり

ます。本年度の当初予算につきましては、新規介護認定者は増加しているものの、平成２７年度

に医療介護給付費の減額改定が行われましたので、前年度と同額予算とし、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２４億９，６００万円と致しているところでございます。 

続きまして、ピンクの仕切りでございますが、議案第３６号でございます。平成２８年度内子

町介護保険サービス事業特別会計予算でございます。介護保険サービス事業につきましては、要
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支援者の通所介護、訪問介護を本年２月から日常生活総合支援事業へ移行して実施しております。

本年度の当初予算につきましては、昨年度より４２９万６，０００円減額し、歳入歳出予算の総

額をぞれぞれ、１，６５５万５，０００円と致しているところでございます。 

続きまして、議案第３７号、オレンジの仕切りでございますが。平成２８年度小田高校寄宿舎

特別会計予算でございます。平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算につきましては、寄宿舎

管理運営等事業の経費でございます。昨年度当初は、２５名分の経費でございましたが、２８年

度は寄宿舎生２０名を見込み、歳入歳出予算総額は、それぞれ１，１８８万４，０００円となり

ました。 

議案第３８号、水色の仕切りでございます。平成２８年度、内子町公共下水道事業特別会計予

算でございます。平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算につきましては、下水道の経

営健全化に向けての企業会計システム導入業務を平成２７年度から債務負担行為で取り組んでお

りまして、２８年度は業務委託費として７３４万４，０００円計上さしていただいております。

対前年、１９７万円の減額で、比率と致しましては、０．７％の減となり、歳入歳出予算の総額

は歳入歳出それぞれ、２億８，５３１万２，０００円の予算総額となっているところでございま

す。 

続きまして、番号７をお目通し下さい。めくっていただきまして、議案第３９号、平成２８年

度内子町水道事業会計予算でございます。今回、平成２８年４月からの簡易水道の上水道への統合に

伴いまして業務の予定量が大きく増加し、また資産の取得により新たな減価償却費等が発生し、収益

的収入及び支出について増額となっています。また、平成２６年度から事業実施しております、満穂

地区の水道拡張事業に伴いまして、資本的収入及び、支出についても大幅な増額となっています。業

務予定量につきましては、給水戸数が１，８４４戸増の６，５７４戸、年間給水量が３９万㎥増の１

６８万６，０００㎥。一日平均給水量が１，０６８㎥の増の４，６１９㎥を見込んでおります。収益

的収入及び支出におきましては、収入は営業収益の給水収益から収益が５，５４０万円の増額、営業

外収益の内、他会計補助金、７，６５７万８，０００円。長期前受金戻入益、５，４１２万円の増額

等により、昨年度と比較しまして、１億９，４２７万６，０００円の増額となっており、対前年度７

０．４％増の総額４億７，０１３万５，０００円を見込んでいるところでございます。支出も営業費

用、減価償却費も含めましてでございますが、１億６，７４９万８，０００円。営業外費用、これは

企業債償還金利息も含めましてでございますが、２，５２９万５，０００円の増額等により、対前年

度７９．７％増の総額４億３，６９６万３，０００円を計上しております。資本的収入及び支出にお

きまして、収入は満穂地区の水道拡張工事に伴い、企業債、工事負担金及び、補助金等が６億６，１

３２万４，０００円増額し、対前年度１，０４８．８％増の総額７億２，４３７万７，０００円を予

定しております。また、支出においては、主な建設改良事業として、上水道拡張工事、満穂地区でご

ざいますが、の工事、石畳地区水道整備事業、五十崎地区水道配水管布設及び、布設替え工事を予定

しておりまして、前年度より５億５，５２７万５，０００円増となり、６億３１万４，０００円を計

上し、また投資有価証券購入費としまして、１億５，０００万円を計上し、対前年度１８５．７％増

の総額９億２，９１４万２，０００円を見込んでおるところでございます。以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第３２号」から「議案第３９号」までの８議案は、予算決算特別委員会に

付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第３２号」から「議案第３９号」までの８議案は、予算決算特別委員会に付託す

ることに決定しました。 

本日、総務文教常任委員会、産業建設厚生常任委員会、並びに予算決算特別委員会に付託しま

した、各議案の委員会審査報告については、最終日３月１８日の本会議でお願いします。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。次の本会議は、３月１８日、午後１時３０分

に開会します。 

 本日は、これをもって散会致します。 

 

午後 ４時００分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２８年 ３月第８３回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２８年 ３月 ３日（木） 

○開会年月日   平成２８年 ３月１８日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１４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         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   ６番  山 本   徹 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 

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 ３号） 

平成２８年 ３月１８日（金）午後 時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第２０号の訂正について 

日程第 ４ 議案第 １号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正について 
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日程第 ５ 議案第 ２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ６ 議案第 ３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ７ 議案第 ４号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第 ５号 内子町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につ

いて 

日程第 ９ 議案第 ６号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第 ７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第 ８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

日程第１２ 議案第 ９号 内子町行政不服審査会条例の制定について 

日程第１３ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１１号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改

正について 

日程第１５ 議案第１２号 内子町税条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第１７号 内子町小田深山観光施設条例の一部改正について  

日程第１８ 議案第１８号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

日程第１９ 議案第２０号 内子町過疎地域自立促進計画の策定について 

日程第２０ 議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

日程第２１ 議案第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第２２ 議案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第２３ 議案第２４号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２４ 議案第２５号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第２５ 議案第２６号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第２６ 議案第２７号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２７ 議案第２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２８ 議案第２９号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第２９ 議案第３０号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第３０ 議案第３１号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第３１ 議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算について 
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日程第３２ 議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第３３ 議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

日程第３４ 議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第３５ 議案第３６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第３６ 議案第３７号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３８号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算について 

日程第３９ 請願 

受理第 １号 

伊方原発 30 キロ圏自治体住民の同意がない再稼働の中止を求める

意見書に関する請願書 

日程第４０ 請願 

受理第 ２号 

「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を

求める請願書 

日程第４１ 請願 

受理第 ３号 

公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保と地域経済の振

興を求める請願 

日程第４２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第４３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○追加日程（第３号の追加１） 

追加日程第 １ 議案第４０号 内子町教育委員会教育長の任命について 

追加日程第 ２ 発議第 １号 政府による米価下落に対する緊急対策を求める意見書について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第４３、追加日程第１から追加日程第２ 

 

午後 １時３０分 開会 

○議長（池田洋助君） ただ今、出席議員１４名であります。欠席届が山本 徹議員から提出さ

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、５番大木 雄議員、８番

山上 芳子議員を指名します。 

 

  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３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２０号の訂正について 
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○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議案第２０号の訂正について」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） 議案第２０号、内子町過疎地域自立促進計画の策定につきましては、去

る３月４日の本会議において提案をさせていただき、総務文教常任委員会に付託された案件でご

ざいます。３月７日に開催されました、総務文教常任委員会においてその内容をご審議いただき

ました結果、一部記述内容に疑義があるとのご指摘を受け、精査の結果、２箇所におきまして、

誤りがあると判明いたしましたので、提案内容を訂正させていただくことにつきまして、ご承認

を賜りたく存じます。このような事態になり、議員各位には大変ご迷惑をおかけ致しますこと、

深くお詫びを申し上げる次第でございます。誠に申し訳ございません。提案内容の訂正につきま

しては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致

します。 

○総務課長（宮野照三君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮野総務課長。 

〔宮野総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） それでは、説明をさせていただきます。訂正箇所は２箇所でござい

ます。まず、１カ所目でございますが、議案説明資料２、内子町過疎地域自立促進計画書、これ

の１３ページになります。１３ページをお開き下さい。２産業の振興、（１）現況と問題点、ア、

農林業の項目の最後の部分でございます。行数で申し上げますと、上から数えて１６行目、「その

ような中、菌床及び原木による椎茸栽培が大幅に伸びている。」の記述を削除さしていただきます。

削除の理由につきましては、菌床及び原木椎茸の生産量につきまして、前計画を策定致しました、

平成２２年度と平成２６年度の実績を比較しました結果、生産量、販売額ともに減少をしており

ます。事実と相違がありますので削除をさしていただきたいと思います。 

次に２カ所目でございます。同じ資料の２５ページをお開き下さい。２５ページ、（２）その対

策、ア、生活環境の整備の最後の２行でございます。行数で申しますと１６行、１７行の「また、

生活環境の安全対策を充実し、地域エネルギーの普及拡大に努め、化石燃料の消費削減と二酸化

炭素排出削減を進めるなど、基盤整備等も推進する」でございます。この部分につきましては、

ちょうど上の行でございますが、１４行と１５行とまったく同じ、同様の内容を誤って記述を致

しましたので、この２行につきましての削除をお願いしたいと思います。以上、よろしくご審議

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２０号の訂正について」、許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 
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 したがって、「議案第２０号の訂正について」は、許可することに決定しました。 

 

日程第４ 議案第１号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第６ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第４ 議案第１号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正

について」「日程第５ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部改正について」「日程第６ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正について」以上、３議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告を申し上げます。去る３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１号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改

正について」「議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

改正について」「議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について」の３議案について一括して審査の結果をご報告申し上げます。審査経過、審査結果に

つきましては、配付致しております審査報告書のとおりであります。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、議案第１号については、平成２７年８月６日付け人事院勧告に伴い、内子町職員の給与

等を改正するもので、その改正内容は、若年層の給与を月額２，５００円引き上げるとともに、

高齢層についても１，１００円を基本とし、平成２７年４月１日にさかのぼって引き上げる。勤

勉手当の率についても０．１カ月引き上げ、年間１．６カ月にする。東京都特別区での勤務に対

する地域手当、また単身赴任手当についても改正をするものであります。 

続いて、議案第２号ですが、本条例改正は、町長、副町長、教育長の期末手当の率について、

国に準じ０．０５カ月引き上げ年間３．１５カ月にするものです。 

議案第３号は、内子町議会議員の期末手当についても、特別職と同様に０．０５カ月引き上げ

る条例の改正であります。 

委員の質疑については、「人勧に基づいたものであるが、民間との格差はどういう調査に基づい

て対応しているのか。」との質疑に、「５０人以上の事業所５万件のうち１，１００件の事業所の

給与調査に基づくものであり、さらに愛媛県人事委員会の勧告においても、県内の事業所との比

較を行い、国と同様の勧告となっている。」との答弁でありました。 

また、「給与の号級、昇給、地元企業との賃金の差について」質疑があり、「１２年で３級職に

上がる。４級は課長補佐、５、６級が課長級である。ラスパイレス指数は９０．９％で県内下か

ら５番目である。役場の給与が上がることにより民間の給与も上がると考えている。」との答弁。 
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さらに、「２７年４月１日から適用した場合の増額する金額」については、「議案第１号の職員

の分で１，０７０万円、議案２号の特別職で１１０万円、議案第３号の議員の分で１７万８，０

００円増額が必要である。」との答弁がありました。 

「特別職報酬等審議会の開催状況と開催する基準について」は、「平成１８年４月１日に議員と

町長等特別職の給与の引き下げ、また平成２２年４月１日に特別職給与の引き下げを行っており、

その際に審議会を開催し答申を受けた。合併以来２回の開催で、開催基準としては、社会的情勢、

県内外の動向、経済的状況を鑑み、報酬等を改正する場合に開催している。」との答弁でありまし

た。 

採決の結果、「議案第１号」、「議案第２号」、並びに「議案第３号」は、原案のとおり可決すべ

きものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（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。 

討論・採決については１件ずつ行います。 

まず、「議案第１号 内子町職員の給与に関する条例等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１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 1 号」は、委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第１号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 次に、「議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について」討論を行います。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２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２号」は、委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第２号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 次に、「議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

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３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３号」は、委員長報告のとおり決定す
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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３号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

日程第 ７ 議案第４号 内子町職員の勤務時間、休暇等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７ 議案第４号 内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告を申し上げます。「議案第４号 内子町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果に

ついては、「議案第４号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案につい

て、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 

本条例は、内子町職員は、通常の勤務時間ではなく、子どもを養育するためであれば、早出・

遅出勤務を請求できることとなっています。「小学校に就学している子」に加え、いわゆる「小中

一貫校の前期課程、特別支援学校の小学部」に通う子どもも対象とする改正であります。学校教

育法の改正により、表記の変更によるものであります。委員の質疑においては、「小中一貫校にお

ける前期課程とは何年生までをいうのか。」との質問に「学校ごとにカリキュラムを定めるもので、

５年の場合、６年の場合もある。なお、現在、対象となる職員はいない。」との答弁でありました。

採決の結果、「議案第４号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長

報告を終わります。 

○議長（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〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第４号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、「可決」です。 

 「議案第４号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第４号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

日程第 ８ 議案第５号 内子町非常勤の職員の公務災害補償等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８ 議案第５号 内子町非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部改正について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。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） ご報告申し上げます。「議案第５号 内子町非常勤の職員

の公務災害補償等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５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。 

本条例の改正内容は、昨年の厚生年金への一元化に伴い、公務員共済等についての箇所を削除

し、障害厚生年金に一本化するものです。また、また公務災害等により障害厚生年金との併給と

なった場合の労災の傷病保障年金の調整率を０．８８に引き上げるものです。特に質疑はなく、

採決の結果、「議案第５号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。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５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５

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第５号」は委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第 ９ 議案第６号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第７号 内子町デマンドバスの運行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９ 議案第６号 内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正に

ついて」「日程第１０ 議案第７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正について」

以上、２議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。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） ご報告申し上げます。「議案第６号 内子町自家用有償旅

客運送条例の一部改正について」「議案第７号 内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改
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正について」の２議案について審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第

６号」、「議案第７号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について、

説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 

「議案第６号」、いわゆる町営バスの条例の改正ですが、４月から満穂線をデマンドバス方式に

変えることから、別表から「満穂線」を削るものです。このことにより町営バスは、小田線のみ

となります。 

「議案第７号」は、デマンドバスでの貨物運送が可能となったことから、運送料を１箱あたり

利用１回につき１００円とするなどの条例改正であります。委員の質疑においては、「満穂線の廃

止について、地元への説明は、デマンドと満穂線とを選択することも可能として説明したのかど

うか。」との質問に「生きがいデイサービス利用者、サロン、また地元行政区においても説明を行

い、意見を聞いて決定した。全町アンケートによりデマンドバス方式にしていくことを決定して

いる。」との答弁でありました。 

続いて、７号議案で、「農産物運送の試行状況やコンテナについて」の質疑に対し、「現在、立

石において２人の利用がある。今後も生産者組合に周知していく。コンテナは一人１個、回収に

ついては、空のコンテナを持って行って、交換する。デマンドバス１００円、からりの取扱手数

料１００円の２００円かかる。貨物だけの予約でも走る。」との答弁。 

「バスの台数や地元タクシー会社の利用について」は、「新規購入はせず、今の車両とタクシー

会社の車両を借り上げて、対応していく。利用者等を踏まえ平成２８年度にデマンドバスの見直

しをかけていく予定でいるが、２社の了解のうえで今後協議の場を設けることもある。」との答弁

がありました。採決の結果、「議案第６号」、並びに「議案第７号」は、原案のとおり可決すべき

ものと決定致しました。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。討論、採決については、１件ずつ行います。 

まず、「議案第６号 内子町自家用有償旅客運送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６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、「可決」です。「議案第６

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第６号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 次に、「議案第７号 内子町デマンドバスの運行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７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、「可決」です。「議案第７

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第７号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１１ 議案第８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

  日程第１２ 議案第９号 内子町行政不服審査会条例の制定について 

  日程第１３ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 議案第８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について」「日程第１２ 議案第９号 内子町行政不服審査会条例の制定に

ついて」「日程第１３ 議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について」

以上、３議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告を申し上げます。「議案第８号 行政不服審査法の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」「議案第９号 内子町行政不服審査会条

例の制定について」「議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について」以

上３議案について審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、いずれの議案も原案

のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑

等についてご報告を致します。 

まず、「議案第８号」については、行政不服審査法が平成２８年４月１日に施行されることに伴

い、「内子町情報公開条例」、「内子町個人情報保護条例」、「内子町行政手続条例」、「内子町職員の

給与に関する条例」、「内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例」、以上５つの関係す

る条例の一部を改正するものです。「不服申立て」から「審査請求」への表現の変更など、内容の

変更がなされています。 

「議案第９号」は、行政不服審査法の規定により新たに「内子町行政不服審査会」を条例に基

づき設置するものです。 

「議案第１０号」についても同じく、行政不服審査法の改正に伴い、関係する条文の改正を行

うものです。特に質疑はなく、採決の結果、「議案第８号」、「議案第９号」、「議案第１０号」は、

原案のとおり可決すべきものと決定致しました。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。討論、採決については１件ずつ行います。 
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まず、「議案第８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」

討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

「議案第８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、「可決」です。「議案第８

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第８号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 次に、「議案第９号 内子町行政不服審査会条例の制定について」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９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、「可決」です。 

「議案第９号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第９号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 次に、「議案第１０号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について」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１０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、「可決」です。 

「議案第１０号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第１０号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１４ 議案第１１号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第１１号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部改正について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。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） ご報告申し上げます。「議案第１１号 内子町消防団員の

定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。

審査結果については、「議案第１１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。 

まず、「議案第１１号」については、消防団員の給与が県下最低にあることから、県下９町の中

で中位に引き上げ、処遇改善を行うというものです。出動手当も大洲市と同額とし、１，８００

円から２，５００円に引き上げ、水火災の場合６時間を超える場合は、１，２５０円を加算する

ものです。委員の質疑においては、「なぜ団員全体の見直しをしないのか。部長、班長はなぜその

ままなのか。」との質問に「県内２０市町のうち、今回改正する階層は２０番目の位置にあり、最

低ランクの分だけ改定をした。分団長、副分団長、部長、班長は中位にあるので据え置いた。」と

の答弁でありました。 

 さらに、「他の市町との比較だけでなく、団員確保の面からも全体を見るべきではないか。」と

の意見に対し、「合併後一度も見直しをしてこなかったため、県下最低になっていた。町での中位

を目指したものである。」との答弁。 

また、「値上げは、消防組織からの要求か。また行方不明者の捜索はどの職務に含むのか。」と

の質問に対し、「消防団からの要望ではない。行方不明者の捜索は、警戒の場合に入る。」の答弁

に対し、「捜索が６時間以上になった場合、水火災等のように加算はないのか。」に対し、「条例に

捜索は規定されておらず、運用上警戒等でしている。他の状況を勘案し、今後検討させていただ

きたい。」との答弁でありました。 

討論においては、「団員の処遇改善よりは、県内の立場を維持するという考えが大きい。そのこ

とから反対をする。」との意見。また、「消防団からの要望ではなく、町からの改善提案であるこ

と。行方不明者の捜索については問題があるが、今後対応をする。ということであることから、

この改正に賛成する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数により「議案第１１号」は、原案

のとおり可決すべきものと決定致しました。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。 

「議案第１１号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につい

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１１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第１１

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数です。 

よって、「議案第１１号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第１２号 内子町税条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第１２号 内子町税条例の一部改正について」を議

題とします。 
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審査結果について、委員長の報告を求めます。泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。「議案第１２号 内子町税条例の一

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１２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。 

まず、「議案第１２号」については、平成２７年度税制改正に伴うものです。１点目は、災害や

事業の休廃止等により納期限内に納めることが出来なくなった場合、１年を限度とし税を徴収猶

予し、分割納付を認め、また差押さえた物件を金銭に替えることを猶予する。これらは税制改正

により条例で定めることとなったものです。２点目は、町税の減免を申請する場合、納期限７日

前までであったものを、納期限までならＯＫとするものです。いずれも、納税者の利便性向上を

目指すものであるとの説明があり、特に委員からの質疑はなく、採決の結果、「議案第１２号」は、

原案のとおり可決すべきものと決定を致しました。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。 

「議案第１２号 内子町税条例の一部改正について」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１２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１２号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第１２号」は、委員長報告の通り「可決」されました。 

 

日程第１６ 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１６号 議案第１３号 内子町子ども医療費助成条例の一部改

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。山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上産業建設厚生常任副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。去る３月４日の本会議にお

いて、開会中の産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第１３号 内子町子ども医療費

助成条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、
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配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議案第１３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。本条例の一部改正は、子ども医療費を小学校卒業から中学校卒業

まで完全無料化とするものです。特に質疑はなく、採決を行った結果、「議案第１３号」について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わ

ります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「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。 

山上副委員長、席にお戻りください。 

「議案第１３号 内子町子ども医療費助成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１３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１３号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第１３号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１７ 議案第１７号 内子町小田深山観光施設条例の一部改正について  

○議長（池田洋助君） 「日程第１７ 議案第１７号 内子町小田深山観光施設条例の一部改正

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。山上副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました

「議案第１７号 内子町小田深山観光施設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、「議案第１７号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでござ

います。議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 

 今回の条例の一部改正については、スキー場の東側、小田深山ふれあいの郷に係る国有林野有

償貸付契約の契約満了にあたり、ふたば山荘も老朽化しており、今後さらに２０年契約を行うと

すると維持管理費の増大が見込まれること。今回の契約更新では、国が買い取り処分を行い、原

状回復義務が生じないことから、契約の更新を行わず、上物施設を廃止することとし、条例の一

部を改正するものであります。質疑においては、「国が今回に限りということであるが、国はどの

ような理由で、原状回復を行わなくても買い取りをする事に至ったのか」との質問に対し、「国の

文書によると、１３区画を早めに処分し、貸付地は解消したいという意向があるのではないかと
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思われる。」との答弁でありました。 

「買い取りとは、幾らで買い取ってくれるのか」との質問に対し、現存価格の評価額を試算し

て、価値があれば支払があると思われるが、まだ国からの提示はない。」との答弁でした。採決を

行った結果、「議案第１７号」については、原案のとおり可決すべきものと決定致しましたので、

ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（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。 

山上副委員長、席にお戻りください。 

「議案第１７号 内子町小田深山観光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１７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１７号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第１７号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１８ 議案第１８号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１８ 議案第１８号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改

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。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） 泉委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。「議案第１８号 内子町立幼稚園授

業料徴収成条例の一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、

「議案第１８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。 

まず、「議案第１８号」については、子ども・子育て支援新制度により、多子世帯・ひとり親世

帯等の幼稚園授業料の負担を軽減する内容の条例改正であります。第３階層世帯で町民税所得割

額税額が７万７，１００円以下の課税世帯、推計で収入３６０万円未満と考えられていますが、

ひとり親世帯等については第１子を半額の２，５００円に、二人目からは無料とする。他の世帯

は第２子を半額の２，５００円に、第３子から無料とするものであります。 

委員の質疑においては、「新たに軽減対象となる人数、全体での軽減者の割合は。」との質問に

「新たな適用は３人程度である。また３，０００円以下の軽減対象が全体の６０％である。」との

答弁でありました。採決の結果、「議案第１８号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しま
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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、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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。 

「議案第１８号 内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について」討論を行います。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

「議案第１８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１８号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第１８号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

  日程第１９ 議案第２０号 内子町過疎地域自立促進計画の策定について 

  日程第２０ 議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１９ 議案第２０号 内子町過疎地域自立促進計画の策定につ

いて」「日程第２０ 議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」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。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） 泉委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。「議案第２０号 内子町過疎地域自

立促進計画の策定について」「議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て」以上２議案について審査の結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第２０号」、

「議案第２１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。 

これらの計画については、東日本大震災の発生後における過疎関係市町村の実情に鑑み、過疎

地域自立促進特別措置法の有効期限が５年間延長されたことにより、平成２８年度から３２年度

までの計画を策定するものです。 

委員の質疑においては、「自主防災組織の活動や統合する簡易水道事業について、また総合病院

を誘致するとの記載があるがどういう意味か。また、農業対策について」の質問に、「地域防災体

制の充実を図っていくこと。簡易水道事業も５年間の中で推進する。病院の関係については加戸

病院への利子補給について継続中であること。また農林業再生の新たな挑戦としても計画にいれ

ている。」との答弁でありました。 

また、「池田辺地については、人口が５０人を切ったことにより、辺地の要件から外れた。」と

の説明がありました。過疎計画において、原木しいたけ、菌床しいたけについて現状と相違する

文言、並びに同じ文言の二重記載があり、その対応について求めたところ、本会議において対応

するとのことであったことから、その件について議会での承認を得られることを前提とし、採決
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を行いました。採決の結果、「議案第２０号」、「議案第２１号」のいずれも、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下さい。討論、採決については、１件ずつ行います。 

まず、「議案第２０号 内子町過疎地域自立促進計画の策定について」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２０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

２０号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第２０号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 次に「議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」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２１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２１

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第２１号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩をします。午後２時４０分から再開します。 

 

午後 ２時２７分 休憩 

 

午後 ２時４０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第２１ 議案第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２１ 議案第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」を議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。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） 泉委員長。 
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〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました「議案

第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について」当委員会が所管する補正

予算について審査いたしましたので、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４号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。 

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２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）」につきましては、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ１億９，９５０万７，０００円を減額し、総額１０５億７，２４７万５，

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すが、主なものは、地方消費税交付金６，９６９万円。地方交付税を２億

２，３７７万１，０００円増額するとともに、麓団地の１区画売却などにより、１，１９４万２，

０００円を財産収入とし、財政調整基金や公共施設整備基金、一般廃棄物処理施設維持管理基金

などからの繰入４億２，１６３万７，０００円を一般財源で対応できるとし、繰入を取りやめて

います。また、２６年度からの繰越金１億４６４万７，０００円を追加しています。 

次に、主な歳出予算は、２款総務費においては、ボブソン倉庫解体工事の入札減、地域おこし

協力隊の採用減により減額補正、基金積立として、公共施設整備基金に１億３，３２０万円を積

み立てています。 

委員の質疑において、「地域おこし協力隊の減について」は、「新たに２名を採用し６名の計画

であったが、１名の採用となった。人材のマッチングがうまくできなかった。」「ふるさと納税に

ついて３，０００万円の予定から２，４００万円となった理由、またお礼の品など新しいアイデ

アについて」は、「クレジット決済を導入し、寄付金が伸びており９月に補正を行ったが、見込み

が違った。またお礼の品の要望は、棚田米などもあったが、ほとんどがハムソーセージセット、

果樹等であった。今後は使い方の意識付けについて検討をしたい。」との説明がありました。 

 また、「高橋邸の土塀改修工事について、年度内に完成できない要因、さらに繰越事業としての

取扱について」の質問に対し、「発注が１１月となり遅れた。土塀の工期の認識が不足していた。

町単独事業のため繰越事業はできないので、２７年度と２８年度に分割して施工する。」との説明

がありました。 

 次に、９款消防費においては、大洲地区広域消防事務組合への負担金が１，２６４万８，００

０円減額されていますが、車両等の購入の入札減少によるものです。 

１０款教育費については、小中学校の耐震補強改修工事などの入札減少により６，９９７万２，

０００円が減額補正されています。また、伝統文化継承団体補助文化交流事業として行った、宜

野座村訪問補助等が１７２万８，０００円減額となっている理由については、「当初３０名を予定

していたが、むこうの都合もあり立川神楽１団体、１７名となり、旅費、宿泊費の減となったこ

とによる。」との説明がありました。 

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２２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。 
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○議長（池田洋助君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。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、山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） それではご報告申し上げます。当委員会に付託さ

れました「議案第２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について」、産業建設

厚生常任委員会が所管する補正予算について審査致しましたので、審査の結果をご報告申し上げ

ます。審査結果については、「議案第２２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。当委員会が所管する

主なものは、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、災害復旧費であります。 

まず歳入についてでございますが、農林水産事業費県補助金において、道交、山のみちなど事

業費の確定に伴い、補助金、分担金についても減額補正が行われ、他の事業についても事業費確

定により補助金等の減額補正がなされています。 

次に、主な歳出予算は、３款民生費においては、当初、臨時福祉給付金の支給を６，０００人、

３，６００万円の予算化をしていたが、最終的に４，２５７人に交付となったことから、１，０

４５万８，０００円の減額、子ども医療費については、中学生の入院が３名で３７万７，０００

であったことから、６０９万円減額されています。保育所費については、入園児の増、さらに、

広域入所者の増加に伴い２，２０５万８，０００円増額されております。委員から、「一時保育と

併せて、病児保育の要望を多く聞くが、今後取組の予定は考えているか」との質問に対し、「現在、

病前病後の保育については行っていないが、将来においては必要だろうと検討はしている。保育

士の他に看護師や、部屋の確保等制約があり、将来入園者が少なくなってくれば、検討していき

たい。」との答弁でありました。 

４款衛生費においては、合併処理浄化槽設置補助金については、当初６０基を目標としていた

が、新規２６、転換２３の４９基となり、５３８万６，０００円減額されています。６款農林水

産業費においては、中山間地域等直接支払事業において、集落協定数が７４集落から６７集落へ

の減少及び加算措置の取組がされなかった事により、３，１５２万円を減額しています。林業費

においても町産材利用木造住宅建築補助金を１０棟予定していたが、実績は５棟であり３５０万

円の減、また、国が２分の１を負担する森林蘇生緊急対策事業の計画変更及び入札減により、９

４３万円の減額をしています。 

 質疑において、「町産材利用木造住宅を推進しているが、１０棟の計画に対し５棟であったが、

内子町全体で町内産材を利用されている割合はどの程度あるのか。」との質疑に対し、「建築棟数

については４０棟から５０棟あり、５棟であるので約１割になる。」との答弁がありました。 

これに対して、「地元産の木材や屋根瓦が負担になって補助を受けてない状況なのか。」との再
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質問に対し、「屋根に太陽光パネルを設置したいという方が多く、屋根瓦がネックになっている。

若い方が瓦を敬遠している面があり、そのような理由で断念される方もいる。」との答弁がありま

した。 

「都内でイベントをしてきたが、内子の農業をどう活性化させるか見えてこない。どう結びつ

けようとしているのか。」について、「６年が経過し、販売実績も伸びており、販路も出てきてい

る。観光客の誘客にも繋がってきている。」との答弁に対し、「農家を残すためには、共販がしっ

かりしないと農業は残らない。農協との協働の取組みが必要ではないか。ＪＡとの対応もすべき

である。協議をしたという声を聞かない。」との意見に対し、「ＪＡの柿は厳しい状況にあり、柿

の冷蔵などでも歩調をとってきている。」との答弁がありました。 

７款商工費では、観光における質疑において、「凧博物館運営委員会が２回分の予算に対し、１

回しか行われなかったのは、１回の協議で十分に意見が尽されたのか。なぜ、２回の委員会が１

回しか行われなかったのか。」との質疑に対して、「凧博物館運営委員会は年度当初に１回、年度

後半に１回と予定していたが、１回目が１１月と遅い時期になり、年度中に開催する事が出来な

かった。」との答弁がありました。これに対し、「１１月が１回目となった理由について」は、「事

務的に遅れたということで、申し訳なく思っている。」との答弁でした。また、凧博物館において

長くエアコンが故障しており、来客者に不快を与えていた。早急にエアコンの修理に取り組んで

ほしい。」との意見もありました。 

８款・土木費については、１月に３回の降雪があり、除雪費用３６０万円の増額、小田の中組

団地工事請負費入札減少金で、１，２００万円の減額がされています。 

質疑において「機材の不足もあるが、住民の生活で緊急を要する場合に間に合うのか、危惧す

るところである。企業の対応については。」との質疑に対して、「建設業者も半分くらいになって

おり、建設機械等も減っている中で、業者も一生懸命取り組んでいる。全般的な政策の中で取り

組んでいく必要があり、今後の災害等の危機管理の対応にも危惧をもっている。」との答弁でした。 

以上、各課長からの補正予算の説明、それらに対する質疑を行ったのち、採決を行った結果、「議

案第２２号」については、原案のとおり可決すべきものと決定致しましたので、ここにご報告申

し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。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。 

 山上副委員長、席にお戻り下さい。これより討論を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

「議案第２２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２２号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について」は、委員長
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報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２２ 議案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２２ 議案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第

５号）について」を議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。最初に泉総務文教常任委員長、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） 泉委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告を申し上げます。当委員会に付託されました「議

案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５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２３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２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）」につきましては、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ 1 億４，３２３万２，０００円を追加し、総額１０７億１，５７０万７，

０００円とするもので、国の交付金により事業を行うものであります。その中で、当委員会が所

管する総務費の予算でありますが、地方公共団体情報セキュリティ強化対策業務として、委託料

に１，６９５万６，０００円を組み、国の財源６４０万円、一般財源１，０５５万６，０００円

で行うものです。マイナンバーの導入により、より強固なセキュリティ確保を目的に行うもので

す。 

委員から、「全額国の交付金でないのはどうしてか。」との質問に対し、「頭打ちがあり、補助限

度上限を要求した。緊急性が高いため早急に行いたい。他の財源はなく、町のセキュリティは町

が行うべきもので、全額交付金とはならない。起債借入はせず、一般財源で対応する。」との説明。

さらに、「より強固にするということであるが、万一マイナンバーが来なかっても今回のセキュリ

ティ対策は必要か。」に対し、「一般とマイナンバー情報連携に活用するＬＧＷＡＮは、元々別に

していたので、今回のようなセキュリティはいらなかったと思う。今回は、より高いセキュリテ

ィ対策を行うものである。」との答弁でありました。採決を行った結果、「議案第２３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） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（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、山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました
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「議案第２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」、産業建設厚生常任

委員会が所管する補正予算について審査いたしましたので、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２３号」は「否決すべきもの」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。当委員会が所管する

主なものは、民生費、農林水産業費であります。 

歳入は全額国庫補助金であり、主な歳出予算は、３款民生費において、社会保障・税一体改革

の一環として、対象者３，３９１名に対し３万円を給付する年金生活者等支援臨時福祉給付金１

億１７３万円、事務費等３７８万８，０００円を補正するものです。 

 ６款農林水産業費においては、地方創生加速化交付金として、林業六次産業に係る独自の価値

創造等準備事業費として２，０７５万５，０００円を予算化しています。内訳として、ひとつ目

に、産地全体のブランド化や生産体制の構築を図り、新たな住宅や木製品の企画開発、加工販売、

マーケティング等を行う「内子版地域商社」設立の為の調査を行う予算６２３万７，０００円。 

次に、内子ならではの町並を保存継承していくため、重要文化財までに至らない古民家等が、

現状のデザインを維持したまま改修・増築を図るため、建築審査会における個別の審査を経ずに、

建築基準法の適用除外を認める仕組みを推進する為の予算４６８万１，０００円。 

最後に、内子ならではの家の設計を行い、将来的に、地元工務店、大工・建具屋・家具職人・

左官等と連携し、内子材を使った「内子の家」として売り出す事を見据えています。予算は９８

３万７，０００円であります。 

質疑においては、「地域商社づくりに向けた調査費の部分がトビムシさんで、他の調査費は違う

のか。」との質問に対し、「コーディネートという意味もあり、すべてトビムシさんに予定をして

いる。」との答弁でありました。それに対して、「住宅関係は専門外ではないのか。」との質問に対

し、「全てをトビムシさんが行うわけではない。地域商社においてはトビムシさんが、２番目の独

自ルールについては専門分野になるので、建築家の先生を２名程予定しており、町内の大工さん

や建築家、関係部署の職員も入った中でルール作りを行っていく。最後の「内子の家」のモデル

設計づくりは、建築設計費が主な経費になっており、その中でトビムシさんにコーディネートし

て頂きながら、建築士にも経費が支払われる事にもなる。」との答弁でありました。 

それに対し、「３つ目の内子ならではの家は、今の若い世代のニーズに考え方が合わないのでは

ないか。高級な住宅がいるのか、もっと慎重にすべきではないか。」との質問に対し、「今後、業

者選定はするが、六次産業化に係る実績を持った業者がいないという事もあり、３つの事業は関

連があり、１つの業者で行う。」との答弁でありました。 

討論においては、議案に対する反対意見として、「林業の六次産業化は大切な事と思うが、林家

の方は家の柱が売れる事が大切な事で、トビムシが１年間調査してきた調査報告書を再度確認し、

慎重に審議をして決定すれば良いと思う。この事業内容では、議会として認めるわけにはいかな

いと思う。実現できるとは思わない。期待もできないので賛同できない。」との反対意見が述べら

れ、賛成意見として「町内産材の六次産業化に向けた取り組みの中で、地元の大工さんや建築士

の考え方、意見も聞いており、それに対する期待感もあるので、新たな形での取り組みも必要で

はないかと思う。」との賛成意見が述べられました。 

採決を行った結果、「議案第２３号」については、賛成少数により、否決すべきものと決定致し
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ましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。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。 

山上副委員長、席にお戻り下さい。 

「議案第２３号」は、総務文教常任委員会では「可決」、産業建設厚生常任委員会では「否決」

との報告がありました。採決が分かれましたので、原案について討論を行います。 

 まず、原案に反対の議員の討論を求めます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 私は、議案第２３号、平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）

について、反対の立場で討論を致します。この補正予算において林業六次産業化価値創造等事業

委託料として２，０７５万５，０００円が計上されています。私も内子町の中で林業の活性化は

喫緊の重要課題と受け止めています。しかし、事業の中身を見ると、内容的に到底容認出来るも

のではありません。 

反対の理由としてまず第１に、内子版地域商社づくりに向けた調査費、６２３万７，０００円

です。先日の全協にて株式会社トビムシのこれまでの取り組みについて説明があり、内子版地域

商社が目指す地域循環の仕組みが成果として示されました。町内にはこの地域商社に対し、手を

上げる事業者はいないということでした。改めて、この事の調査をする必要があるのか、疑問で

あります。なぜ、手を上げる人がいないのか。その検証をまずすべきと考えます。 

第２に地域における独自の価値保存ルール作りへ向けた調査費４６８万１，０００円です。平

成２６年４月１日、国土交通省住宅局建築指導課長より、各都道府県建築行政主務部長宛てに建

築基準法第３条第１項第３号の規定の運用等について、技術的助言として通知がなされており、

本規定の適応の考え方について疑問があれば、国土交通省住宅局建築指導課に対し、ご相談いた

だきたいと書かれています。また、この通知には手続きの流れについて、すでに示されており、

さらに調査費、４６８万１，０００円が果たして必要なのか。また、この事業の目的として記載

されている部分は、この通知に記載されているものであり、その内容も果たして、内子町にあて

はまるのか。一部疑問点もあります。公文書まる写しでは、説得力に欠け、それこそ、内子なら

ではの文章にするべきです。内子町にとって、歴史的建築物の保存は、重要です。京都などすで

にこのことに取り組んでいる先進地を参考に、歴史的建造物の保存活用や、構造安全性に詳しい

者らにより公正される委員会を速やかに立ち上げ、その場で検討すべきと考えます。 

第３に地域における独自の価値、商品設計づくりへ向けた調査費、９８３万７，０００円です。

地域における独自ルールをもった商品、内子ならではの家の設計準備とありますが、多様化する

ライフスタイル、多様化する消費者ニーズ、多様化する価値観、それらにいかに対応するかが問

われている中で、果たしてこれから家を建てようとする人達に受け入れられるのか。また、著名

建築家による商品設計とありますが、技術を持ち、内子ならではの家を建ててきた地元の工務店

や大工さんにこそ、意見を求めるべきではないでしょうか。 
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第４に、なぜ業者ありきなのか。総額２，０７５万５，０００円の事業です。内子の林業の活

性化を実現するためには、公募または指名により、複数のものからその目的に合致した企画を提

案してもらい、その中から優れた提案を行ったものを選定するプロポーザル方式を採用すべきと

考えます。 

以上、４つの理由で私は、委員長の報告のとおり原案に反対をし、内子町の林業の活性化、及

び地場産業の育成を見据えたより具体的なより成果の出る事業への見直しを検討すべきと考えま

す。以上。 

○議長（池田洋助君） 次に、原案に賛成の議員の討論を求めます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 私はこの林業振興費、林業六次産業化価値創造事業の補正予算に対し

て賛成の立場で討論を致します。今回の地方創生加速交付金事業は、従来の補助金と比べて、市

町村の創意工夫が発揮しやすく、やりたいことを実現する大きなチャンスと捉えるべきではと私

は思います。地方創生を後押しする加速化交付金が計上され、政府が掲げる総活躍社会の実現に

つながる１番目には、雇用の創出、２番目には人の流れの転換、３番目は、働き方の改革、４番

目には町づくりを進める事業に活用できるものであります。加速化交付金の対象事業は、従来の

ような集客に期待する箱モノを作るといった考えではなく、将来的には行政の補助金などに頼ら

なくても事業がまわってくる自立性が要求されるものであります。自立性の確保には、官民協働、

２番目に地域間の連携、３番目に政策間連携が必要とし、その内、２つ以上実施計画に明記する

よう求められています。そういった面では、今回の内子町の林業六次産業化にかかる地域商社設

立及び、プレマーケティング事業は面積の８０％を占める内子町の林家や、建築にかかる多くの

方々にとっても大変期待がもてる政策で私はあると思います。 

先程の山上委員長からの報告にもありましたけれども、木造の建築に対しての補助事業も４０

戸から５０戸のうちの５戸くらいしか、現在のところ、建ってないということで、我々がこの議

会でも認めて行ってきた事業でありますから、なかなか進まないということがあり、やはりこう

いった事業やっとくべきであると思います。また、今の反対討論の中にもいろいろありましたけ

れども、私も感じるものがあるのはあります。例えば高知県の市内にある大型店のひろめ市場で

すよね、これ高知県の県民や多くの観光客が訪れて大成功しております。ただ、ひろめ市場を参

考にして、同じく香川の高松のいろは市場という大型屋台村がオープンしましたが、これも仕掛

人は同じ人ではありましたけれども、県民性の違い、また高知県のかつおのような目玉になるも

のがなかったためでしょうか、１年で来客数も減ってテナントも減ってその結果、鳴り物入りで

始まったこの大型村も閉鎖をしてしまいました。私もすべての事業が１００％成功するとは思い

ません。しかし、失敗を恐れていては前に進めないし、成長はないと思います。急激に人口減少

が進む中、地方創生はまったなしです。今こそ地方自治体の知恵と意欲、そして地方議会の決断

が試される時期ではないでしょうか。スピード感をもって、今回の交付金事業を推進することで、

内子町がこれから進むべき道が見えてくるものではないかと思います。多くの議員のご賛同をよ

ろしくお願い致しまして、私はこの予算案に対して賛成の場で討論をして終わります。 
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○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） 本予算に反対の立場で討論に参加を致します。私は、まず反対の第１

は、この予算の中に年金生活者支援臨時福祉給付金であります。これが１億５５２万１，０００

円組まれております。年金者の支援をするというのでありますならば、私はあの消費税を引き上

げの時に約束をされた、低年金者対策としての年金受給資格期間を２５年間から１０年に短縮を

するという約束、また低年金者に月額５，０００円の給付底上げをするなどの約束が守られない

ままに、このような理念も目的もはっきりしないような、一人あたり３万円のばらまきの予算の

使い方、これを国の予算の中でいろいろ調べておりますと、これがアベノミクスの果実の金券な

どと銘打っておられますし、また安倍政権からの贈り物であるかのようにして、しかも参議院選

挙の時期にあわせて、支給するなどは、これはまさに理念や目的のはっきりしないばらまきの予

算執行と言わなくてはなりません。低年金解消の根本的な改善こそ、支援する事業としてやられ

るべきであると私は考えるわけであります。また、反対の第２点につきましては、先ほど反対討

論にも出ておりましたけれども、この予算について私は、全て反対というわけではありませんけ

れども、残念ながらこの説明の中で、地域業者がこの事業に参加をするという、手を上げる人が

なかったという報告もございました。これはまさに、この事業について、町民の中で理解が進ん

でいないものではないかと思うわけであります。こういう事業を進める場合は、町民自らが体験

を通じて明らかにしていくことによって事業は成功するものではないかと思うわけであります。

このように町民の理解が進んでいない中での拙速なスタートというのは、私は問題があると思う

んであります。今こそ林家をはじめ、町内の建築関係者、そして何よりも消費者である町民の声

を集約をして、計画の練り直しが必要ではないかと考えております。そういう立場から本予算に

は反対を致します。 

○議長（池田洋助君） 他に討論はありますか。 

○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） 原案に対して賛成の立場で討論致します。この予算は国の骨格予算で

あり、国民の格差是正の観点からも臨時交付金であり、速やかに採択していただき、町民の安心

と幸せの恩恵が受けられるよう願うものであります。また、林業六次産業化については、内子町

面積の８０％が山であり、内子町の成熟した木材を、いかに付加価値をつけて販売していくかが

これからの大きな課題であります。内子町にとって大変重要な問題であり、原案に対して賛成す

るものであります。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２３号」の採決を行います。原案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２３号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」は可決さ

れました。 
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日程第２３ 議案第２４号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２３ 議案第２４号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第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。山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されまし

た「議案第２４号 内子町国民健康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２４号」は、原案のとおり可決すべきもの

とするものでございます。議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致しま

す。 

「議案第２４号」は、歳入歳出それぞれ７，９８８万４，０００円を追加し、歳入歳出予算２

８億５，１４６万３，０００円とするものです。歳入については、国民健康保険税が２，２３５

万５，０００円の減で、実績見込みによるものです。他の歳入歳出についても、実績に基づき補

正がなされています。特に質疑はなく、採決を行った結果、「議案第２４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） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山上副委員長席にお戻り下さい。これより、討論を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２４号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。 

 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２４号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第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２４ 議案第２５号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２４ 議案第２５号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第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。山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました

「議案第２５号 内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）について」審査の

結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第２５号」は原案のとおり可決すべきも

のとするものでございます。議案について説明を受けた内容等についてご報告を致します。「議案

第２５号」は、歳入歳出それぞれ２１５万１，０００円を減額し、歳入歳出予算２億２，２９３

万１，０００円とするものです。歳入、歳出については、保険料や繰入金の確定、また歳出につ

いても徴収費や広域連合への納付金の確定によるものであり、減額補正を行うものです。特に質

疑はなく、採決を行った結果、「議案第２５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） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山上副委員長、席にお戻り下さい。これより、討論を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２５号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は、「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２５号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第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２５ 議案第２６号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２５ 議案第２６号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第３号）について」を議題とします。 

本案について委員長報告を求めます。山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました

「議案第２６号 内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について」審査の結果をご報

告申し上げます。審査結果については、「議案第２６号」は原案のとおり可決すべきものとするも

のでございます。議案について説明を受けた内容等についてご報告致します。「議案第２６号」は、

歳入歳出それぞれ３６７万１，０００円を追加し、歳入歳出予算２５億６，０６５万１，０００
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円とするものです。補正内容は、低所得者で介護老人福祉施設と短期入所生活者の居住費に係る

経費が３７０円から８４０円に増額改定されましたが、個人負担は据え置いて、増額分を国、県、

町で負担するものです。４００万円増額補正がされています。特に質疑はなく、採決を行った結

果、「議案第２６号」については、原案のとおり可決すべきものと決定致しましたので、ここにご

報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。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。 

 山上副委員長、席にお戻り下さい。これより、討論を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２６号」の採決を行います。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２６号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第２６ 議案第２７号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２６ 議案第２７号 平成２７年度内子町介護保険サービス事

業特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

本案について委員長報告を求めます。山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました

「議案第２７号 内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第 1号）について」審査の結

果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第２７号」は原案のとおり可決すべきもの

とするものでございます。議案について説明を受けた内容等についてご報告を致します。「議案第

２７号」は、歳入歳出それぞれ１２５万８，０００円を追加し、歳入歳出予算２，２１０万９，

０００円とするものです。補正内容は、介護支援専門員によるサービス計画費収入を１４６万５，

０００円増額し、一般会計からの繰入金を２０万７，０００円減額し、合わせて１２５万８，０

００円をケアマネジメント費として委託業者に支払うものであります。質疑においては、「サービ

ス計画の委託は、総合事業に移行するためのものか。」との質問に対し、「総合事業とは別で、要

支援１・２の認定を受けた者のケアプランの策定を行うものである。」との答弁でありました。採
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決を行った結果、「議案第２７号」については、原案のとおり可決すべきものと決定致しましたの

で、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。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。 

 山上副委員長、席にお戻り下さい。これより、討論を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第２７号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は「可決」です。 

 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２７号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第２７ 議案第２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（池田洋助君） 「日程第２７ 議案第２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補

正予算（第１号）について」を議題とします。 

 本案について委員長報告を求めます。泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました、「議案

第２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第 1号）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２８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。当初予算においては、入寮生２５人を予定していましたが、４月には２１人、最終的

に１８人となったことから、使用料や繰入金、給食費等について３５２万４，０００円を減額補

正し、歳入歳出それぞれ１，００１万６，０００円とするものです。採決を行った結果、「議案第

２８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） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 泉委員長、席にお戻り下さい。これより、討論を行います。 
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〔「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２８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２８号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」

は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２８ 議案第２９号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２８ 議案第２９号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会

計補正予算（第３号）について」を議題とします。 

本案について委員長の報告を求めます。山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました

「議案第２９号 内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について」審査の結果をご報

告申し上げます。審査結果については、「議案第２９号」は原案のとおり可決すべきものとするも

のでございます。議案について説明を受けた内容等についてご報告致します。「議案第２９号」は、

歳入歳出それぞれ９，４５２万２，０００円を減額し、歳入歳出予算５億２，３６３万８，００

０円とするものです。繰越明許については、石畳地区水道整備事業で３，０００万円を繰り越す

ものであります。補正内容については、上水道区域拡張事業で国の内示額減により、７，２０２

万７，０００円の減額、同じく石畳地区水道整備事業費も内示額の減により１，７００万円の減

額、県営中山間総合整備共同事業費も、県の事業全体が減っており負担金５０３万３，０００円

の減額を行うものです。 

 特に質疑はなく、採決を行った結果、「議案第２９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） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山上副委員長、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２９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。 
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〔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２９号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２９ 議案第３０号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２９ 議案第３０号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別

会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

本案について委員長の報告を求めます山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました、

「議案第３０号 内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第 1号）について」審査の結果をご

報告申し上げます。審査結果については、「議案第３０号」は原案のとおり可決すべきものとする

ものでございます。議案について説明を受けた内容等についてご報告を致します。「議案第３０号」

は、歳入歳出それぞれ５４０万円を減額し、歳入歳出予算２億８，１８８万２，０００円とする

ものです。補正内容については、下水道事業分担金をコンビニエンス関係の加入により１５万６，

０００円を増額し、企業会計システム導入委託の入札減少金１００万円、汚泥運搬処分実績の減

により１２５万円の減額をしています。事業費の減により、一般会計からの繰入金４５８万７，

０００円を減額しています。特に質疑はなく、採決を行った結果、「議案第３０号」については、

原案のとおり可決すべきものと決定致しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わ

ります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。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。 

 山上副委員長、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３０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３０号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第３０ 議案第３１号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３０ 議案第３１号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予

算（第３号）について」を議題とします。 

本案について委員長の報告を求めます山上産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。  

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） ご報告申し上げます。当委員会に付託されました

「議案第３１号 内子町水道事業会計補正予算（第３号）について」審査の結果をご報告申し上

げます。審査結果については、「議案第３１号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでご

ざいます。議案について説明を受けた内容等についてご報告を致します。「議案第３１号」は、収

益的収入において、水道料金の減により事業収益を１，２８８万９，０００円減額し、２億６，

２９７万円としています。支出については、入札減少金等により営業費用２３３万３，０００円

を減額し、２億４，１５５万８，０００円としています。また、資本的収入では、アパート建設

等による加入金１２９万円を増額し、６，４３４万３，０００円とし、資本的支出においては、

設計委託料の入札減少分等９０万円減額し、３億２，９０４万４，０００円としています。 

 収支差額２億６，４７０万１，０００円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額、過年度分損益勘定保留金及び減債積立金で補てんするというものです。 

質疑においては、「空き家になっている宅内配管が凍結によって破裂した場合、修理に対して補

助等あるのか。」との質問に対し、「メーター内の修理には、補助等はない。すべて個人負担。」と

の答弁でした。 

「メーター内の水道管の破裂により高額の請求がされた事例があったと聞くが、今年この様な

事例はどのくらいあったのか。」との質問に対し、「参川で２０～３０戸裂けており、相当数ある。」

との答弁でした。採決を行った結果、「議案第３１号」については、原案のとおり可決すべきもの

と決定致しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。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。 

 山上副委員長、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３１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３１号 平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）について」は、

委員長報告のとおり可決されました。 
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○議長（池田洋助君） ここで３時５５分まで休憩します。 

 

午後 ３時４５分 休憩 

 

午後 ３時５５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第３１ 議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算について 

日程第３２ 議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第３３ 議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて 

日程第３４ 議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第３５ 議案第３６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい

て 

日程第３６ 議案第３７号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３８号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３１ 議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算につい

て」から「日程第３８ 議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算について」までの

平成２８年度当初予算８議案を一括議題とします。 

予算決算特別委員長から委員会審査の経過、並びに結果について報告を求めます。 

 山崎予算決算特別委員長、登壇願います。 

○山崎予算決算特別委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎委員長。 

○山崎予算決算特別委員長（山崎正史君） それでは、報告を申し上げます。それぞれお手元に

資料が届いておりますので、それに沿って朗読さしていただきます。 

去る３月４日の本会議において、予算決算特別委員会に付託されました、平成２８年度当初予

算８件について、３月１０日、１１日、１４日の３日間、委員１４名出席のもと、延べ１７時間

に及ぶ審議時間をかけ、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、討論をし、慎重な審査を行い

ました。審査の結果をご報告申し上げます。審査の結果につきましては、配付いたしております

審査報告書のとおり、全８議案、原案のとおり可決すべきものでございます。議案ごとに説明を

受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 

「議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算」につきましては、歳入歳出予算を８９億

３，０００万円とするもので、前年度比４億５，０００万円、４．８％の減であります。現時点

で国、県の内示が出ていない事業については、当初予算に計上せず、今後の補正予算で計上して

いく予定とのことであります。 
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 それでは、まず歳入についてでございますが、町税は法人税の税率が１２．３%から９．７%に

改正されたことに伴い、１８．９%の減となりましたが、個人住民税は給与所得の伸びにより３．

３%増、固定資産税も家屋と償却資産の伸びにより３．９%、軽自動車税は税率のアップにより２

６．２%増となっており、町税全体で、前年度当初比３．０％増の１３億９，８３８万７，０００

円と見込まれています。地方消費税交付金は、消費税率の改定により 1億７，０００万円増の２

億８，８００万円を見込んでおり、社会保障財源などに活用されます。地方交付税は、合併１０

年経過後からの算定方法変更により年々削減され、当初予算においては前年度から 1億円減の４

６億円としています。財源不足を補うため、財政調整基金から１億３，９００万円、大瀬小学校

の解体工事や、大瀬中学校の屋根修繕などの財源として、公共施設整備基金から６，９８０万円、

済生会小田病院での愛媛大学医学部における寄付講座の財源として地域福祉基金から２，２００

万円の繰り入れをしています。地方債については、緊急防災・減災事業債として、消防ポンプ車

や小型ポンプ積載車購入に３，０００万円の借入、さらに財源不足を賄うために臨時財政対策債

を３億円、合計３億３，０００万円を借り入れることとし、財源の確保を行っております。この

ことにより、地方債の２８年度末現在高見込み額は、８２億１，１０８万６，０００円となりま

す。しかし、今後、防災行政無線のデジタル化工事や社会資本整備総合交付金事業など、大型事

業が補正予算で見込まれることから、起債額も増額するものと思われます。 

 続いて、歳出について報告致します。主な歳出予算は、２款総務費においては、本庁舎の耐震

補強改修工事の終了、マイナンバー制度に対するシステム改修等が終了したことにより全体で昨

年度当初予算比 1億７，７００万円程度減となっています。その中で、公用車の管理費として車

両購入費に１，０４３万２，０００円を計上しています。公用車については、平成２４年度から

順次更新中であり、２８年度は、平成９年購入の町長車を含め５台の更新を計画されています。

また、御祓団地の 1区画を地域の憩いの場とするため、あずま屋整備工事費として４１７万円の

予算、地区集会所修繕に３５０万円が計上され、２８年度から補助率を３０％から５０％に、ま

た限度額も１００万円から２００万円に引き上げ、地域負担の軽減がなされています。平成２６

年度からの地域おこし協力隊事業として５名が活動中ですが、新たに町内農産物加工品の掘り起

こし、開発支援、また、泉谷の棚田保全活用、地域活性化支援に取り組むため２名を採用し、７

名分の賃金及び活動費として、２，８３４万２，０００円が予算化されています。委員の質疑に

おいては、「小田木材団地排水施設工事３９９万９，０００円に関連し、団地入口から藤華苑に続

く道路が町道に認定されておらず、森林組合、小田ログハウジングに貸している町有地の中を道

が走っている。きちんと区分けすべきではないか。」との指摘に、「担当課と協議する。」との答弁

がございました。ふるさと納税については、「２８年 1月からお礼の品の下限額を５，０００円か

ら 1万円に変更にしているが、４，０００件のうち３，９００件が５，０００円以下である。相

当数減るのではないか。」との質問に、「件数は減ると思われるが、今後は寄付金を使用する具体

的な事業を明示し、寄付をお願いしていく。」との答弁であります。 

３款・民生費では、子ども医療対策費として、平成２８年度から中学生までの医療費無料化に

伴う経費として中学生分７３５万円を加え、５，４９９万円を予算化しています。なお、県補助

は１歳から６歳までしかなく、９６０万円であるとの説明もございました。保育所費は、内子町

社会福祉協議会が運営する内子保育園、くるみ保育園、五城保育園に加え、２８年度から大瀬保
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育園が移管されますが、保育園運営負担金として２億４，９５９万８，０００円、また大瀬保育

園新築設計関係予算として１，５５５万５，０００円が計上されています。なお、町営の保育園

は、こばと保育園のみとなります。 

委員の質疑において、「安倍総理は、同一労働・同一賃金を言われているが、こばと保育園と社

協運営の保育園との職員給与について、特に１０年後大きく差が出てくるのではないか。保育士

の確保の上でも町としても充分な対応を願いたい。」との要望に対し、「私立の保育園として、規

程に基づいて保育士の給料表が定められており、社会福祉協議会が決定されるものである。内子

町全体の保育を担って頂くこととなることから、今後の改善については協議を続けていく。」との

答弁がありました。また、０歳児保育の入園希望については、すべての申込者の入園が決まって

いる。大瀬保育園でも２９年度、新園舎から受入を行うとの説明がありました。防犯灯について

は、「昨年、一般質問でも要望が行われましたが、改修について区長を通じアンケートを行った結

果、景観地区外の外灯で、蛍光灯からＬＥＤ化への変更については、1灯３万円を限度に補助を

行い、２００万円の予算で約１００灯を改修していく。」との答弁でありました。 

次に、４款衛生費については、新規事業として、昨年の妊婦歯科検診事業に続き、特定不妊治

療費助成事業に取組むとしています。愛媛県の事業として 1回の治療につき１５万円の助成があ

りますが、さらに町単独で５万円を助成し、経済的負担の軽減を図ります。これに対して１５０

万の予算化がされています。インフルエンザの予防接種については、６５歳以上の高齢者への助

成、また肺炎球菌ワクチンの定期接種など予防対策が行われていますが、今後１０月を目途に、

子どもたちのインフルエンザ予防接種の助成について検討する。との説明がありました。 

次に、清掃費として、ごみ処理に関する費用として２億８，６３４万９，０００円が計上され

ています。クリーンセンターも１７年目になりますが、故障等を未然に防止するため 1号炉、２

号炉の点検整備、補修工事が毎年必要となっており、８，６６６万円が計上されています。一般

廃棄物処理施設維持管理基金から７，５００万円を繰入れ、その財源としています。委員からは、

「ごみ袋に企業の広告などを載せて行くことで、経費削減により耳つきのごみ袋に改善できない

か。」との提案もありました。委員から、伊方発電所構内からの土砂の搬入についての資料を求め

たところ、平成２５年８月から、２８年１月までに、累計で 1万４，７７８㎥の搬入実績が示さ

れました。 

６款農林水産業費においては、大阪や豊島区等でのイベント出店に加え、新たに「阪急うめだ

本店」での四国瀬戸内観光物産展や、２０２０年東京オリンピックを見据えた、羽田空港跡地で

行われる「国際都市おおたフェスティバル」などの物産展を通じ、販路開拓を進めていく予算に、

４９４万７，０００円が計上されています。また、ビニールハウスやぶどう雨除け施設、果樹棚

など、農業施設を整備する町独自の補助金は、昨年度の７００万円から３００万円増額し１，０

００万円とします。昨年補助率が５０％に引き上げられ、補助限度額も７５万円に増額されたこ

とから、２７年度実績は合計２７か所、事業費で２，８３６万２，０００円となり、効果の大き

い補助金となっております。 

うちこフレッシュパークからりの施設老朽化に伴う修繕工事費に５２４万５，０００円組まれ

ており、平成１８年に作ったからり橋の補修工事、駐車場のインターロッキングやウレタン舗装

の補修工事がなされます。これに対し委員から、「駐車場のインターロッキング改修で高齢者はカ
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ートが押せず不便である。配慮を願いたい。」との意見。また、「レストランへの道、橋むこうの

知清までのプロムナードの整備についての考えはないか。」との質問に、「入口についてはブロッ

クの形状を考える。からりが２０年目となり、リニューアル計画を作っていくこととなる。知清

についても快適となるよう注意しながら取り組んでいく。」との答弁がありました。 

有害鳥獣対策として、２，９１５万１，０００円が組まれています。 

捕獲奨励金として、イノシシ・ニホンジカの成獣なら、国の上乗せ８，０００円を加え 1万９，

０００円が交付されます。委員から、「猟期期間での捕獲についても３分の 1でも奨励金を出すと、

もっと獲れるのではないか。考えはないか。」との質問に、「猟期にも約５００頭の捕獲があり、

一部には要望が出ている。大洲市は一部出しているが、内子町との境界ではトラブルも生じやす

く、保留しており、支部長会での声が上がれば検討をしていく。その際、補助額を下げる可能性

もある。」との答弁でありました。 

昨年からの事業である町産品販路開拓支援助成金が２００万円増の３００万円予算化されてい

ます。これは、町産品の国内外への販路開拓に要する経費の一部を助成し、販売促進の向上を図

るものです。助成対象経費の２分の 1以内で、限度額が２０万円から５０万円に引き上げられて

います。昨年度の実績は台湾３回、ミラノ、スイスで各 1回行われ、１００万円の助成がなされ

たとのことです。平成２８年度の町単独の新規事業として、「創業・起業支援事業補助金」が創設

されました。これは町内で新たな創業・起業する者に対し、創業・起業後３年間、それらに要す

る経費の２分の１以内、１００万円を限度として補助するものであります。予算は１００万円で

すが、新規の要望が出てくれば補正で対応したいとの説明がありました。その他、中野の新規就

農研修施設の管理状況や活用について、木材のＦＳＣ認証について、乾燥たけのこの促進補助な

ど多くの質疑がなされました。 

７款商工費で、着地型観光戦略については、昨年度に続く酒蔵ツーリズム事業を４０万円から

７５万円に増額し、季節ごとの旅行ツアーを造成し、特に外国人ライターの同行ツアーを実施す

るとしています。３月から南予の市町で取り組む、えひめいやしの南予博２０１６実行委員会へ

の負担金として１，１２１万８，０００円が計上され、各種イベントが行われます。また、内子

町での地域コアイベントに４５０万円を補助し、県補助金８００万円を加えた１，２５０万円で、

内子座での河村バンドの復興支援コンサートや竹下景子氏と文楽出演者との対談講演会、さらに

巡回バスの実験や時代祭関係事業が行われます。委員の質疑においては、「えひめ町並ミュージア

ム構想推進協議会に７０万円の負担金を出すが、西予市、大洲市との連携した旅行商品はあった

のか。」との質問に「３月６日に大洲と内子で、「着物で女子旅」を企画し、２０人で町並みを散

策、手しごとの会でこけ玉、下芳我でランチをし、大洲市へ行かれました。３市町で連携し取り

組んでいる。」との説明がありました。また、えひめいやし博の内子での経済効果や、ちゃがまる

への支援、たこ博物館での企画展など多くの意見が出されました。 

８款土木費では、新規事業として、内子町老朽危険空き家除却事業に取り組みます。これは、

平成２７年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、所有者に対して市町村が撤

去や修繕を勧告・命令できることとなりました。平成２８年度より、町が所有者に除却費用の一

部を補助することで、老朽危険空き家の除却を促進するものです。補助率８割、補助限度額を８

０万円とし、国５分の２、県５分の１、町５分の１、所有者５分の１の負担とするものです。そ
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れらの予算として５件分４００万円が組まれています。委員から、「法に基づいた命令ができるが、

罰則はあるか。」との質問に、「代執行ができる位置づけにはある。」との答弁がございました。ま

た、「町道の草刈りについてメートル１０円の増額検討はしないか。高齢化でできない地域への対

応は。」について「県道に比べ安いが、地元の力を得てやって行こうとの考えから実施している。

山間部で今後やれないところが出てくることに対し、今後検討していく。」との答弁がありました。

その他にも、オーベルジュとマルシェの指定管理について、龍王公園の藤棚や梅林、ベンチの管

理について、議論がなされました。 

９款消防費は、大洲地区広域消防事務組合への負担金は、備品購入が減少したことにより、前

年度比２，７７３万円減で、３億５，６２７万４，０００円となっています。委員の質疑におい

て、「大瀬小学校隣接地への避難所及び備蓄倉庫新築工事、１，９９８万５，０００円について、

現在、大瀬自治センターが避難所指定されているが、完成後は移動するのか、併用するのか、移

動させる方が体育館もあり住民にとって利用しやすく、分かりやすいのではないか。防災計画と

の整合性、地域への周知についてどうするか。」の質問に対し、「大瀬自治センターは継続して避

難所として利用する。新しい避難所は階段利用が不便な方を対象とする。１２月に地元自治会へ

説明に行った。今後自主防災訓練等で周知していく。大瀬小学校体育館も使用する。」との説明で

あります。また、大洲地区消防事務組合所有の４０ｍはしご車の利用状況、維持管理経費に対す

る必要性の問題も議論され、今後、事務組合議会においても指摘がなされるものと思います。ま

た消防団長、副団長等の出動日数や、６月補正以降に予定している事業について資料の要求がな

され、後日資料の提出がありました。 

１０款教育費では、２８年度から、小田高校にバス通学する生徒の負担を軽減するため、1カ

月定期券１万３，２００円のうち４，４００円を補助します。小田高校振興対策連絡協議会を通

じて行うもので、１３５万６，０００円を予算化しています。地元協議会から２，５００円の補

助もあり、これにより月６，３００円の負担となり、松山などへのＪＲ利用者との差が縮まるこ

ととなります。次に、学校施設の修繕については、大瀬中学校の屋根修繕、歩道橋の撤去や立川

小学校の浄化槽設置工事、石畳小学校校舎の軒天工事などが予定されています。大瀬小学校校舎

改築事業においては、５，４６９万６，０００円の予算で、校舎の解体工事や新築に伴う備品、

町産材を使用した児童用机、椅子の購入がされます。また、合併１０周年に合わせて作られる新

内子町誌ですが、２６年度の「文化編」に続き、２８年度は「民族編」「歴史編」各１，０００部

を発行する費用として９１８万円を、姉妹都市である沖縄県宜野座村との青少年による親善訪問

交流事業に１００万円、ローテンブルク市との姉妹都市盟約５周年記念訪問事業として、２７６

万７，０００円を計上しています。 

次に、内子座の敷地東側分を地権者の同意を得たことから、国の補助金２分の 1を得て購入し

ます。面積は５２１．０７㎡で価格については今後鑑定を入れて決定するとの説明がありました。

残りの西側分については、見通しは立っていないとの事です。なお、内子座敷地の借地料は年間

７４万３，０００円とのことであります。平成２９年度開催のえひめ国体における施設整備も完

了し、９月にはリハーサル大会が開催されます。国体関係経費として９，２１１万９，０００円

が予算化されています。 
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次に、特別会計７件についてですが、議案第３３号、平成２８年度内子町国民健康保険事業特

別会計予算につきましては、歳入歳出予算が２８億４，２３１万９，０００円とするもので、前

年度比９，４４７万３，０００円、３．４％増とするものであります。保険税については、４億

３，０８０万円で前年比２，２８６万円の減となっています。委員の質疑において、「国民健康保

険基盤安定事業国庫負担金２，４００万円が町に入っており、そのまま国保会計に繰り入れられ

ている。その財源は、高い国保料の引き下げ支援のために使うものとなっているはずである。町

は一つにして使っている。国の趣旨からいっておかしい。」との意見に対し、「国が行う１，７０

０億円の支援については、低所得者対策の強化のため、保険料の７割、５割、２割軽減対象とな

る低所得者数に応じた自治体への財政支援であり、軽減対象者も拡大されており、そのことが国

保財政の安定化と国保料の上昇を抑えることとなる。」との答弁がありました。 

委員の討論において、「国の支援金の使われ方、高い国保税の中で、姿勢が見られない会計につ

いては賛同できない」との意見。また、「制度においては、療養給付費にどう対応していくのか。

実際支援金は国保会計に入っており、対応はできていると思う。」との意見がありました。 

「議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算」につきましては、

歳入歳出予算を２億３，１９４万４，０００円とするもので、前年度比１，２６４万９，０００

円、５．８％の増であります。予算について、特に質疑はありませんでした。 

 「議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算」につきましては、歳入歳出

予算を２４億９，６００万円とするもので、前年度同額予算であります。２月１日現在における

介護認定者は１，３７８人で、要支援が３５３人、要介護 1から５が１，０２５人、１２月のサ

ービスの利用者は１，２０４人で、居宅が７８２人、地域密着が１２５人、施設が２９７人との

数字が示されました。要支援の訪問介護と通所介護が総合事業へ移行し、予算の移動はあったが

サービスについての変更はない旨の説明がありました。 

質疑において、「２月からの総合事業へは何人移行するのか。」については、「更新者から順次移

行し、現在１１人が移行している。サービスを受けている２３０人のうち、訪問介護と通所介護

を利用している９６人が移行と推計している。介護認定を受けずに、国が定めた２５項目の基本

チェックのみで利用できる。」との答弁に対し、「認定を受けずに利用というのは介護保険から除

外されたのではないか。同じではない。」との再質問に、「通所と訪問介護が総合事業へ、そして

認定なしでも必要だとすればサービスが受けられる。より簡易になったもので、そういった補助

事業が生まれたということである。」との答弁がありました。 

討論において、「国が進める改悪、要支援者を保険給付からはずしていく、利用料２割を取って

いく新たな動きの中での予算であるので、反対する。」との意見。「制度の見通しの違いはあるが、

利用者も増大し、維持するための改正であり、要支援者へのサービス内容も変わらないとの説明

もあり、本予算に賛成する。」との意見がありました。 

「議案第３６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算」につきましては、

歳入歳出予算を１，６５５万５，０００円とするもので、前年度比４２９万６，０００、２０．

６％の減で、これはケアプラン作成件数の減少によるものであります。 

「議案第３７号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算」につきましては、小田高校の存

続に向けた重要な予算であり、歳入歳出予算を１，１８８万４，０００円とするもので、前年度
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比１６５万６，０００円、１２．２％の減であります。寄宿舎生を２７年度２５人の見込みから

２８年度は２０人とし、１、２年生を１４人、３年生６人を予定しており、増加した場合は６月

補正で対応したいとの説明がありました。 

「議案第３８号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算」につきましては、歳入歳

出予算を２億８，５３１万２，０００円とするもので、前年度比１９７万円、０．７％の減であ

ります。委員からの利用戸数、料金、加入率についての質問には、「加入は１，５８０戸、１８５

事業所である。一般家庭の平均使用料金は２，４００円、水洗化率は８３．５％であり、住環境

整備促進事業で水廻り、トイレ改修等の補助金を設けており、加入を促進しているとの答弁があ

りました。「終末処理場管理費が単年で９００万もアップは大き過ぎないか。」との質問に対して

「３年の契約が２７年度で終了し、新たに設計すると２５年度から労務単価が１８．５%、消費税

が３%アップしており設計においてアップしたものである。」との説明がありました。 

「議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算」につきましては、収益的収支で収入

が４億７，０１３万５，０００円、支出が４億３，６９６万３，０００円とするもので、減価償

却費の増もあり、当年度純利益を税抜きで２，４７１万８，０００円としています。簡易水道の

統合により、給水戸数が１，８４４戸増え６，５７４戸、1日平均給水量は１，０６８㎥増え４，

６１９㎥となっています。主な建設工事は、論田、河内地区の上水道第７次拡張事業、石畳地区

水道整備事業、五十崎地区水道配水管布設及び布設替工事を行います。そのことにより、資本的

収支で、収入が７億２，４３７万７，０００円、支出が９億２，９１４万２，０００円と大きな

事業予算となっています。不足する２億４７６万５，０００円については、過年度損益勘定留保

資金、減債積立金等で補てんするとの説明がありました。委員から、「簡易水道との統合に伴い、

旧の簡水ごとの検針員、管理員の日常の管理体制とその費用は統一しているか。」との質問に、「従

来どうり、２年間地元にお願いし、名簿を提出いただいている。漏水、草刈りなどの賃金は時給

１，０００円とし、検診はメーターあたり１００円で統一している。全地域ですべて出来ている。」

との答弁がありました。 

以上、各課長からの議案説明、それらに対する質疑を行ったのち、議案ごとに討論を求め、「議

案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算」から「議案第３９号 平成２８年度内子町水道

事業会計予算」までの８件について、それぞれ採決を行った結果、「議案第３２号 平成２８年度

内子町一般会計予算」、「議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算」「議

案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算」の３議案は賛成多数により、他の

５議案については全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告

申し上げます。 

なお、３日間にわたる予算審議を通じて、委員も３回目の予算審査となりますので、より詳し

く、難しい質疑を致しましたが、適切な答弁、説明もいただきました。課長を含め、担当の職員

の皆様には多大なご配慮に感謝を申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 本案は質疑を省略します。 

 山崎予算決算特別委員長、席にお戻り下さい。 

 討論・採決については、議案ごとにおこないます。 

 「議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算について」討論を行います。 
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○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私は本予算に反対の立場で討論に参加を致します。本予算については、

一定、社会保障関係の中でインフルエンザの補助とか、子どもの医療費を中学卒業までという前

進面は見られたわけでありますが、残念ながら、国が進める社会保障の非常に削減、負担増、そ

のものを受けての予算案となっているように見受けるわけであります。特に、社会保障の問題で

言いますと、受益と負担の均衡のとれた持続可能なものとすることを目的としたプログラム法に

よって、負担なければ給付なしの保険主義を徹底する予算の方向に向かっていると思うんであり

ます。まず、内子町の今回の予算の中で医療・介護・保育など、非常に新たな負担増とサービス

の削減などが行われようと致しております。特に介護保険では、介護報酬の引き下げなどにより

まして、介護職員の人材難などをより一層、強くしておりますし、また要支援者の保険給付外し

や特養ホームへの入所を原則要介護３以上とするなど、また制度始まって以来初めての利用料の

２割の導入など、非常に問題のある中身がこの予算案の中には含まれていると思うんであります。

また、国保料の問題で言いますと、非常に高い国保料の問題をどう改善するかという中身でも、

非常に国民健康保険基盤安定事業費の使われ方などに問題ありと思うんであります。このことは、

すべてこの一般会計の予算の中から繰出し金として出ているわけでありますから、これはまさに、

国の進めるプログラム法による予算の削減、事業に対する削減負担増などにつながるものであろ

うと私は受け止めるわけであります。そういう予算が今回２８年度一般会計予算の中でも上程を

されていると受け止めております。私はそういう立場から本予算が今後プログラム法の進行によ

って、保険主義に陥り、憲法２５条に示される社会保障制度そのものを突き崩して行く方向に向

かうのではないかと思うんであります。特に、憲法２５条で謳う健康で文化的な最低限の生活を

営む権利や、国は全ての部面について社会福祉、社会保障及び、公衆衛生の向上及び、増進に努

めなければならないとする規程、これは権利としての保障であると思うんであります。その点か

ら言いますと、プログラム法でとられる住民相互の助け合い、これは憲法２５条による法的責任

を矮小化したものではないかと思うわけであります。私はこのような方向での今後進められる社

会保障に対する取り組み、非常に危惧を感じるわけであります。そういう立場から本予算につい

ては反対の表明をさせていただきます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 私は、今回のこの議案に対して賛成の場で討論を申し上げます。１年

余り前に安倍内閣は、消費税の１０％の引き上げを延期をされました。またその延期をした以上

ですね、引き上げを前提とした施策を全て行うことをできない代わりに、子どもたちへのいろん

な対策等に関しては、支援をされております。社会的な不祥事的なことも考慮した中で、前回の

総選挙においてそういうことは対応していくということもちゃんと国会で言われておりますし、

また、本国会でも保育園の問題等も再度、厚生労働大臣に対応するようなこともされております

し、国の制度の中で行われるこういったことは、この内子町の自治体も反して行うことは到底無

理なことであります。ただ、地方議会として、首長である稲本町長も我々議会も、また地方議会
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が地方の住民のためになることは、声を上げていかねばならないとは思いますけど、一般予算に

ついてに対しては私は問題はなく、賛成するものであります。 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。「議案第３２号」の採決を行います。本案に

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） 起立多数です。 

 よって、「議案第３２号 平成２８年度内子町一般会計予算」は、委員長報告のとおり可決され

ました。 

 次に、「議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について」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３３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） 起立多数です。 

 よって、「議案第３３号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算」は委員長報告

のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて」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３４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） 起立多数です。 

 よって、「議案第３４号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算」は委員

長報告のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算について」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３５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） 起立多数です。 
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 よって、「議案第３５号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算」は、委員長報告の

とおり可決されました。 

 続きまして、「議案第３６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい

て」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３６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） 起立多数です。 

 よって、「議案第３６号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算」は、委員

長報告のとおり可決されました。 

 続きまして、「議案第３７号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」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３７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３７号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算」は、委員長報告のとお

り可決されました。 

 続きまして、「議案第３８号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算について」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３８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３８号 平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算」は、委員長報告

のとおり可決されました。 

 最後に、「議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算について」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３９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、「議案第３９号 平成２８年度内子町水道事業会計予算」は、委員長報告のとおり可

決されました。 

○議長（池田洋助君） ここで、５分間休憩をします。４時５５分から再開します。 

 

午後 ４時５０分 休憩 

 

午後 ４時５５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） ただ今、時刻は４時５５分を過ぎております。審議内容から考えますと、

午後５時までに終了することは難しいと思われますので、内子町議会会議規則第９条、第２項の

規定により、会議時間を議事終了時まで延会することを宣告致します。 

 

○議長（池田洋助君） お諮りします。ただ今、稲本町長より、「議案第４０号 内子町教育委員

会教育長の任命について」また、産業建設厚生常任委員会から、「発議第１号 政府による米価下

落に対する緊急対策を求める意見書について」が提出されました。 

これを日程に追加し、「追加日程第１」、「追加日程第２」として、ただちに議題にしたいと思い

ます。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 異議なしと認めます。 

 したがって、「議案第４０号 内子町教育委員会教育長の任命について」を「追加日程第１」と

し、「発議第１号 政府による米価下落に対する緊急対策を求める意見書について」を「追加日程

第２」として、日程に追加し、ただちに議題とすることに決定しました。  

 

  追加日程第１ 議案第４０号 内子町教育委員会教育長の任命について 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第１ 議案第４０号 内子町教育委員会教育長の任命につい

て」を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 

○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） 内子町教育委員会教育長の任命についてでございます。内子町教育委員

会教育長の亀岡忠重氏が平成２８年３月３１日辞職することに伴い、新教育委員会制度に基づく

教育長として井上淳一氏を任命致したいと存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定により同意を求めるものでございます。 

 井上淳一氏は、内子町大瀬中央５８８５番地にお住まいで、昭和３０年７月１４日のお生まれ

でございました。昭和４９年４月１日、旧内子町職員として採用されました。以後、税務課、教

育委員会、産業振興課、総務課、３町合併にかかる合併協議会事務局などを経験され、現在、教

育委員会、自治・学習課長として生涯教育全般、自治会との連携による地域振興、えひめ国体開
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催に向けた準備等を担っていただいているところでございます。人格識見ともに申し分なく、内

子町教育委員会教育長として適任であると存じます。なお、任期は平成２８年４月１日から平成

３１年３月３１日まででございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い致しま

す。 

○議長（池田洋助君） 地方自治法第１１７条の規定を準用し、井上自治・学習課長の退席を求

めます。 

〔井上自治・学習課長退室〕 

○議長（池田洋助君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて、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

異議ございませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 異議なしと認めます。 

 したがって、討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

 お諮りします。本案を原案のとおり、これに同意することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 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。 

井上自治・学習課長の入場を求めます。 

〔井上自治・学習課長入室〕 

○議長（池田洋助君） 井上自治・学習課長にお伝えします。 

 ただ今、満場一致をもって、内子町教育委員会教育長に同意されましたので、ここにお伝えい

たします。ご挨拶があるようでしたら、許可致します。 

○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） ただ今、教育長の任命に対しまして、議場の皆様のご同意い

ただきまして、誠にありがとうございます。浅学非才な私ではありますが、目に余る光栄と感じ

ると同時に、重責の重さに押しつぶれそうでございます。このたび、亀岡教育長の勇退に伴いま

して、新年度から教育委員会制度の改革で対応となりますが、今までの城戸教育委員長及び、亀

岡教育長が築きあげられた内子町の教育行政を引き継ぎ、４２年間の行政経験と社会教育に関わ

った経験を活かしながら微力ではありますが、学校教育、社会教育に関わった経験を活かしなが

ら、微力ではありますが、学校教育、社会教育の推進や、内子町の町づくりの柱であります、自

治会制度の推進、来年に迫りました、えひめ国体の開催など、内子町の教育行政の発展のために

尽くして参りたいと考えております。また、家庭、学校、地域と連携を取りながら、内子町を担

う人材育成、地域のきずなづくりを中心に稲本町長が推進する町並み、村並み、山並みが持続的

に発展する内子町となるよう、誠心誠意努力して参りますので、今後とも議員の皆様方にはご指
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導、ご協力をいただきますよう、お願い申し上げまして、お礼とご挨拶とさしていただきます。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

  追加日程第２ 発議第１号 政府による米価下落に対する緊急対策を求める意 

見書について 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第２ 発議第１号 政府による米価下落に対する緊急対策を

求める意見書について」を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 

山上芳子産業建設厚生常任副委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上副委員長。 

〔山上芳子産業建設厚生常任副委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任副委員長（山上芳子君） それでは発議第１号、政府による米価下落に対す

る緊急対策を求める意見書について、地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議

長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会

議規則第１４条第３項の規定により、提出する。 

平成２８年３月１８日提出。 

提出者、内子町議会 産業建設厚生常任委員会、委員長、山本 徹。 

 提出の理由、米価下落に対し緊急対策、並びに需給改善のため効果的な対策を講じることを求

め、政府に対し意見書を提出するものである。 

 裏面をご覧下さい。意見書を読まさせていただきまして、趣旨説明とさせていただきます。 

政府による米価下落に対する緊急対策を求める意見書。 

２０１４年産に続き、２０１５年産米価の暴落が深刻である。生産農家に支払われる概算金水

準は、２０１４年産に比べ１,０００円程度加算されているものの、政府の発表している米生産費

全国平均１万５,２５９円（６０キロ当たり）を大きく下回っており、生産費は賄えず、農家の労

働報酬はおろか、肥料代や農機具代など物財費さえカバーできない。こんな価格では、どんな経

営努力を講じても経営は維持できず、そのしわ寄せが、大規模経営や集落営農組織等の担い手層

の経営を直撃し、規模拡大どころか、借地の返却と離農が同時に進み、耕作放棄地の拡大につな

がりかねない。しかも、政府が米直接支払交付金を半減し、米価変動補てん交付金を廃止したた

めに、稲作農家にとっては二重、三重の経営困難をもたらしている。 

政府は、多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押されて融資やコスト削減への助成な

どを打ち出したが、需給については市場任せを公言し、米価暴落への抜本対策を打ち出さず、さ

らに政府は２０１８年産米から生産調整廃止を打ち出しており、需給と価格は一層不安定なもの

になろうとしている。 

このままでは、地域を担う家族経営農家の経営も立ちいかなくなるばかりか、地域経済にも深

刻な影響が心配される。 

本議会は、生産者の経営を守るとともに、安全な国産米を食べ続けたいという消費者の願いに

応えて、米価下落に対する抜本的対策を求めるものである。  

以上の趣旨から、次の事項について、強く要請する。  
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１ 政府は暴落した米価を回復させるため、備蓄米の緊急的な買い入れや積み増しなど、過剰

米処理に向けた緊急対策を講じること。  

２ 米の需給改善のため、主食用米の消費拡大について、効果的な対策を講じること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２８年３月１８日。 

愛媛県内子町議会。 

 各議員のご賛同をよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

 山上副委員長、席にお戻り下さい。 

お諮りします。本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第３９ 請願受理第１号 伊方原発３０キロ圏自治体住民の同意がない再稼働の中止を

求める意見書に関する請願書 

○議長（池田洋助君） 「日程第３９ 請願受理第１号 伊方原発３０キロ圏自治体住民の同意

がない再稼働の中止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」のとおりであります。 

 お諮りします。「請願受理第１号」については、会議規則第９２条第２項の規定によって、委員

会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） 異議なしと認めます。 

 したがって、「請願受理第１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） 伊方原発３０キロ圏自治体住民の同意がない再稼働の中止を求める意見

書に関する請願書。まず、請願の趣旨を朗読さしていただきます。 

 私たち「伊方原発再稼働に反対する全国自治体の会」は、昨年１１月２日愛媛県と県議会に、

そして１１月１６日には伊方原発３０キロ圏６自治体に対し、３０キロ圏の住民同意のない再稼

働を止めるよう求める請願・陳情を提出しました。 

 昨年１２月議会、第４回定例会では、請願・陳情を支持する議員の質疑に対する納得できる回

答や、十分な議論もないまま、不採択とされたことは、住民の命と暮らしを守る自治体議会の責

任を投げ捨てたものと言わざるをえません。 

 その後、以下の状況が明らかとなりました。 

 第１に、伊方原発の再稼働に住民同意がないことが判明したことです。伊方町全戸を回った住

民アンケート調査の１月の最終集計では、伊方原発再稼働に反対５３．２％、賛成２６．２％と
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なり、再稼働が地元全員の要求ではないことが明らかとなりました。また、八幡浜市では再稼働

の賛否を問う住民投票を求める直接請求署名がほぼ１万人に達しました。 

 第２に、四国電力の安全対策が不十分なままです。九州電力は、川内原発再稼働の安全対策の

条件であった免震重要棟の新設計画を撤回しました。伊方原発の緊急時対策所は、当初めざした

揺れを抑える免震構造ではなく、通常の建物の耐震構造であり、建物内の精密機械を守れるもの

ではありません。しかも原子炉からの距離は、２号機から約５０メートル、３号機からでも約１

００メートルしか離れていません。放射能からの遮蔽施設の広さは、作業員の就寝スペースが足

りなかった福島第一原発の免震棟の３分の１以下の床面積です。緊急時対策所は形ばかりで、過

酷事故の際に使える施設とは言えません。 

 第３に、四国電力は、津波対策で敷地前面の６．８１メートルを想定し、敷地の高さは海面よ

り１０メートルであると安全を主張しています。そもそも津波シミュレーションの精度は、倍か

ら半分と誤差が大きく、過去の津波到達記録の研究（都司嘉宣 ２０１２年）に基づけば、伊方

敷地周辺でも過去に１０メートルに達する津波が襲ったことが示されています。県知事は、南海

トラフ巨大地震と、中央構造線活断層系の地震が連関することはないと根拠のない持論を主張し、

南海トラフ巨大地震との原発複合震災はないことを前提とした避難計画を認めました。放射能の

危険性を無視し、事故時に原発近くの国道を通らせ、あるいはフェリーを使い大分県側に避難さ

せるという全く現実性がない計画です。住民を運ぶバスやフェリーの事業者との間で、一次災害

時の協定は結ばれているものの、運転者の被爆等、原子力災害に対応した契約は締結されていま

せん。地震や津波が起きれば、道路は寸断され、港は損壊し、最後の手段は不十分な防爆施設し

かない一般家屋内への待避とされてはいますが、壊れた家屋へはそもそも待避出来ません。これ

で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、四国電力がこの３月以降の

再稼働を実施することは、自治と民主主義に反することです。住民への説明責任を果たさず、避

難計画が不備なまま３０キロ圏内にある貴自治体が再稼働を承認することはあってはなりません。

私たち全国の自治体議員は、伊方原発の３０キロ圏内にある貴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。 

 請願項目を読み上げます。 

 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。 

 １つ、原発立地と３０キロ圏自治体の住民合意のない再稼働は中止し、公開された住民説明会

で説明責任を果たすこと。 

 ２つ、避難計画が不十分であり、住民の安全を確保できないままの再稼働は中止すること。以

上、国の関係機関及び県知事に意見書の提出、四国電力には要請書の提出を求めます。 

以上の通り請願項目を述べさしていただきました。今後、我々の将来を託す、子どもや孫、及び

子孫の安全を考えれば、私たちは今こそ、原発に頼らない社会づくりに推進すべきと考えます。

なにとぞ皆様方の、各議員の良識ある対応をぜひお願い致します。以上です。 

○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。  
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○１１番（林 博君） 紹介議員である、才野議員に質問を致します。今の請願内容の中に、説

明をされた中に、自治と民主主義に反することであるというふうに言い切っておられるんですが、

この原発の今までのいろんなことを聞く中で、地元としては地元の町議会、地元自治体の長であ

る町長、また愛媛県のトップである知事の回答が出ておると思うんですが、才野議員は民主主義

とはどういうものだと考えられておりますか。 

○９番（才野俊夫君） お答えします。民主主義というのは、多数の意見を尊重すべき、また少

数の意見も尊重すべき、その両方とも尊重すべきというのが民主主義の根本だと思っています。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。  

○１１番（林 博君） 私も同感ですが、その多くの町民の代表の我々議会、ここの決議という

のは民主主義に反しておると判断されるんでしょうか。 

○９番（才野俊夫君） お答えします。先般の地元新聞社のですね、世論調査の結果が出ており

ます。この問題に関してですが、伊方再稼働については否定的な世論調査が６５％いうことを示

しております。その一つを例に取りましてもですね、議会が賛成したからゴー、反対したからス

トップということではなくてですね、やはり議会の我々一人一人がですね、有権者の皆さん、住

民の皆さんの意見を忖度することも大切じゃないかと思います。以上です。 

○議長（池田洋助君） 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。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） 伊方原発３０キロ圏自治体住民の同意がない再稼働の中止を求める意見

書の提出を求める請願書に、反対する討論を申し上げたいと思います。１２月議会において、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

書を内子町議会として不採択としております。いろんな思いはありますが、伊方３号機の安全性

は国・県によって審査・確認されておりますし、再稼働についても電力の安定供給、我が国のエ

ネルギー情勢や地球温暖化対策などで必要性が認められたものだし、その請願に反対を致します。

以上です。 

○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） 私は賛成の立場で討論に参加を致します。先程、民主主義の問題が出

て参りましたが、私たち議員がこの選出をされる選挙戦において、原発問題を住民に問うて選挙

をやられた議員がおられるでしょうか。それが実際ない中で、今住民の意見というのは議会の対

応で考えるという理事者の意見も出てきておるわけであります。そういう状況の中で我々は本当

に住民が特にこの内子町において、もし原発事故が起きた場合に、どうなるか。このことはあの

福島原発の事故を見れば明らかであります。また、最近で言いますと、皆さんよく賛成派の皆さ

ん方は日本の原発は、世界で最も高い水準をもった規制委員会が賛同をしているというようなこ
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とを言われておりますが、先の高浜原発の問題について大津地裁は、その規制委員会の判断につ

いても疑問を呈す、そういう状況が司法の場でも起きているわけであります。そういう視点から

申しますと、私は個々の請願に縷々述べられております、中身。１２月に請願が出されておりま

したけれども、その時の内容とはまた違った新たな視点での請願であります。その点から致しま

すと、私はこの伊方原発の再稼働は、やはりされるべきではない。あの中央構造線という活断層

を間近に控えて、実際に地震が起きた時に、この伊方原発の自治体のことを考えますと、これか

らの世代に本当にこの内子町を守って行くといいますか、そこに住み続けられる町を引き継いで

いくためにもこの伊方原発の再稼働には、やはり賛成をすべきではない。そして、内子町もめざ

しておられる再生可能な自然エネルギーをより前進をさせるためにも、原発は再稼働することな

く、廃炉にしていく方向を求めるべきであろうと思います。そういう立場から、この請願に対し

て賛成を致します。以上です。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 私は反対の立場で討論を致します。先程のお二人の賛成の討論もあっ

たんですけど、この内子町議会からも全部の内容までは私は覚えてませんけれども、この原発事

故が起きてからは代替エネルギー、原子力発電に変わるものを調査研究して、変わるものに早く

変換していくように国の方に意見書を上げたと思います。そういった内容だったと思います。で、

それに対してですね、今回出ている、意見書にして上げてくれというのは完全に中止をしてくれ

と、中止をしなさいということや、住民の意見を聞けということであります。内子町議会として

はそういった研究調査をして、早く変わるものに方向転換していくようにという意見書をあげて

いるのに、またこういったものを意見書として上げてするとなったら、一貫性のないものになっ

てしまいます。やはり意見書を上げる場合は慎重にしなさいと議員必携にも書いてあります。ど

れにもこれでも、例えば先ほどの才野議員言われた、少数派の意見と大きい派と意見と両方出来

たらどっちも意見を聞いたら、反対の意見だったらどっちをとるのが民主主義かということにな

ります。そういった時には、できるだけ意見書は上げずに受けとくだけにして調査研究していく

べきだという判断のもとで、これ全てのみなさんの意見をこれ上げていくと、整合性がとれなく

なると思います。よって、そういった面からも今回はこの意見書には、請願に対しては反対と致

します。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「請願受理第１号」の採決に入ります。「請願受理第１号」を採択することに賛成の

議員は、起立願います。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立少数であります。 

したがって、「請願受理第１号 伊方原発３０キロ圏自治体住民の同意がない再稼働の中止を求

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４０ 請願受理第２号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の

採択を求める請願書 
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○議長（池田洋助君） 「日程第４０ 請願受理第２号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡

充を求める意見書」の採択を求める請願書」を議題とします。 

請願の内容については配布しております、請願書の写しの通りであります 

 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、「請願受理第２号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。 

 

  日程第４１ 請願受理第３号 公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保と地域経

済の振興を求める請願 

○議長（池田洋助君） 「日程第４１ 請願受理第３号 公契約条例の制定による適正賃金・労

働条件の確保と地域経済の振興を求める請願」を議題とします。 

請願の内容については配布しております、請願書の写しの通りであります 

 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と

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、「請願受理第３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

 

  日程第４２ 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４２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と

します。議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び議

長の諮問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出が

ありました。 

 お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに、決定しました。 

 

  日程第４３ 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４３ 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。 



平成２８年３月第８３回内子町議会定例会 

- 171 - 

 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。 

 議事を閉じましたので、ここで３月末をもってご退職されます、亀岡忠重教育長さん、宮野照

三総務課長さん、橋本健一建設デザイン課長さん、小野植正久産業振興課長さん、土居好弘保健

福祉課長さん、片山哲也学校教育課長さん、井上淳一自治・学習課長さん、三原美津夫会計管理

者さん、山上幸久税務課長さん、以上９名の方々より、ごあいさつを受けたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 まず、亀岡教育長さん、お願いします。 

〔亀岡忠重教育長登壇〕 

○教育長（亀岡忠重君） それでは失礼を致します。このような場を与えていただいて本当にあ

りがとうございます。厚く御礼を申し上げたらと思います。１年残しての辞職ということで大変

ご迷惑かけるわけですが、新しいですね、新教育長、井上教育長ができてですね、本当に安心を

しております。残り少ない日になったんですが、まだ解決しなくてはいけないですね、案件もあ

ります。それについてですね、一生懸命ですね、がんばって行きたいと思っております。 

私は４６年にですね、役場の方に就職しました。４５年間、奉仕をさせていただきました。そ

の内のですね、合併して平成１７年に合併しましたので、１１年間この内子町の方でですね、仕

事をさしてもらいました。多くの職員、それから議員の皆さま、またいろんな方とですね、本当

にこうやらしてもらって本当によかったなと思っております。今、１１年の中でですね、議会事

務局を３年さしてもらいました。本当に議員さんにはお世話になって、本当に良い職場だなと言

うことでやらせていただきました。あとですね、７年間、教育長をやらせてもらいましたが、教

育長７年間の中でですね、やっぱり５年間統合の方にですね、学校統合の方に一生懸命やってき

ました。本当にこう大変であったわけなんですが、町民、それから保護者のですね理解、地域の

理解を得てですね、統合ができました。それがすべてはできなかったわけなんですが、ほぼでき

たということ。それからやっぱり五十崎の学校式の給食を本当にご無理言ってですね、センター

方式にしたということで、本当に五十崎の一生懸命の思いというのを感じながらやりました。精

一杯やった中で、これも協力してもらったということで本当にありがたかったなということで思

っております。たくさんいろんなことがあるわけですが、たくさんあいさつがありますので、私

はこれで終わったらと思いますが、本当に長い間お世話になりましたが、あとはですね、地域と

か内子町のために一生懸命やったらと思うんですが、高校のですね、振興の関係も一生懸命やっ

て行こうと思っております。また教育委員会、それから行政とですね、一緒に協力さしてもらっ

てですね、内子町の学校運営というか、そういうようなものについてですね、一生懸命やってい

きたいと思いますので、またいろいろとご指導をよろしくお願いしたらと思います。どうもあり
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がとうございました。 

○議長（池田洋助君） 続いて、宮野総務課長、お願いします。 

〔宮野照三総務課長登壇〕 

○総務課長（宮野照三君） 議員の皆様、大変お世話になりまして、ありがとうございました。

今の私の気持ちは、非常にすがすがしい気持ちでございます。今後はですね、野に放たれた一人

の釣り師として、存分に見聞をこれから深めて参ります。地元に帰ります。大変、お世話になり

ました。 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。 

続いて、橋本建設デザイン課長、お願いします。 

〔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、失礼を致します。私もですね、旧五十崎町役場

に入りまして４２年間が経ちました。その間ですね、私は建設畑でございまして、町道の整備と

かですね、それから農林道とか、水道とかいろんな仕事をさしていただきました。また、合併後

はですね、龍王再開発事業とかですね、それから学校の耐震、また小・中学校の改築ですね、い

ろんなことの仕事をさしていただきましたことでですね、非常に私の財産ができたなというふう

に考えております。そのことについてはですね、皆様が役場の先輩、また同僚、それから現職の

職員、そして皆様議員各位、特にですね、町民の皆様の事業実施のご理解があったからこそとい

うふうに、私考えているところでございます。思い起こしますとですね、やはり苦しいことばか

りが思い出されます。用地交渉で前に進まないとかですね、予期せぬことでまた現場が落ちたと

かですね、台風や大雨の時にはですね、その後の事後処理ですね、ちょっと涙の出そうなことも

ありましたけれども。今、考えてみますとですね、整備した道路を皆さんが通っていただくとか、

また作った農地がですね、今も耕作してですね、耕作放棄地になっていないとかですね、そうい

うことを見ますとよかったなというふうに今考えています。今後はですね、まだ人生設計は、思

案中でございますけれども、おそらくたくさん時間があると思うんで、それを持て余さないよう

にですね、何とか頑張って行きたいと思っております。特に地域の方と共に活動をしたいし、少

しでもお役に立てればなというふうに考えております。皆様方におかれましてもですね、町で出

会いましたら一言声をかけていただければ大変ありがたく思っております。それでは内子町のさ

らなるご発展と皆様方の益々のご健勝をお祈り申し上げまして、あいさつとさせていただきます。

本当に長い間ありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。 

 続いて、小野植産業振興課長。 

〔小野植正久産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（小野植正久君） 今まで本当にありがとうございました。私がですがですね、

最初に議会に出ましたのが、ちょうど７年前の３月が最初の議会でございました。当時ですね、

２つの私の所から条例の改正、議案を出しておりました。で、議場というのをですね、非常に緊

張したのを覚えておりますし、最初の議会で随分勉強不足ということもありましてですね、議員

の皆様方のご質問に対して、まともに答弁ができんというようなことで大変苦しんだのを今思い

出しております。その後はですね、皆様方からそれぞれアドバイス、それからご指導もいただき
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ながらですね、なんとか勤めて参りました。非常にですね、先ほど総務課長も言いましたように、

晴れ晴れとした気持ちで今おるところでございます。その間ですね、いろいろ皆様方からいろい

ろご指導いただきましたこと、本当にありがたく思っております。ありがとうございました。今

後はですね、私は再任用ということで、役場にとどまる予定でございます。今後ともですね、皆

様方のご指導をいただきたいというふうに思っております。本当に長きに渡りまして、お世話に

なりました。今後ともどうかよろしくお願いを致します。ありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。 

 続いて、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） 大変お世話になりました。この議場入るたびにいつも新鮮な気

持ちになると同時に、緊張感でいつもいっぱいの場所でした。本当に至らぬ保健福祉課長であり

ましたけれども、皆さん方からご指導、ご協力いただきましたことに対して、心からお礼を申し

上げてお礼とさしていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。 

 続いて、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） それでは一言、お礼を申し上げます。今朝ですね、スマートフ

ォンでマイナンバーを申請しました。そうしますと、わずか１０分くらいで自我撮りしてできた

んですね。我々の事業もこれくらい簡単に完結できたら、どんなに幸せかというふうに実感しま

した。私は昭和５３年、旧内子町役場に入りまして、３８年間お世話になりました。最初の前半

は、建設とか水道とか現場畑が多かったんですが、議会に出るようになりまして、税務３年、保

健福祉１年、そして住民課２年、教育委員会学校教育課３年と。事務系で難しいところにきたの

かなというふうに思っております。その間、議員のみなさんには多くのご支援をいただきまして、

何とかやりとおすことができたかなというふうに思っております。まだまだ問題はありますが、

またご支援をしていただいたらと思っております。内子町政の今後ますますの発展と、議会の皆

様の議会の発展、そして内子町の教育を通して明るい子どもたちの未来につながることを祈念を

申し上げ、感謝の言葉と致します。ありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。 

 続いて、三原会計管理者お願いします。 

〔三原美津夫会計管理者登壇〕 

○会計管理者（三原美津夫君） 失礼致します。私にあいさつの機会をいただきまして、本当に

ありがとうございます。私、旧の五十崎町から合併後の内子町で勤めさしていただきました。特

に合併後は、授産施設の「かいと」だったり、事務組合の「みどり苑」であったり、というとこ

ろの仕事をさしていただいたわけなんですけど、「かいと」の折にはですね、県の部長さんであり

ますとか、課長さんであるとかに大変お世話になったと、大変頭の下がる思いを致しました。そ

れから、「みどり苑」ではですね、まず安全安心な施設運営をということでめざしておりました中

に、平成２２年の１１月の夜間の中で起きました施設内でですね、利用者の行動障害のある方で

の事故がありました。非常に苦い思いを致しました。どの職場に変わってでもありますけれども、
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いろんな方にお世話になり、また助けられて、今日を迎えることができたと思っております。皆

様に大変お世話になりましたことと、感謝とお礼を申し上げまして、あいさつと致したいと思い

ます。本当にありがとうございました。お世話になりました。 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。 

 最後に山上税務課長、お願いします。 

〔山上幸久税務課長登壇〕 

○税務課長（山上幸久君） 最後です。もうしばらくご辛抱をお願いしたいと思います。 

 私は昭和４９年の４月に旧五十崎町役場へ奉職さしていただきました。当時はですね、高度経

済成長のまだなごりが地方の方は残っておりまして、俗にいいます古き良き良い時代だったなと

今思えば感じております。また合併してからですね、役職がつくといい思い出は何もなかったな

と、辛かったなという気持がありますね。４月からはですね、私はもう３月で完全に退職したい

と決意致しました。今、一億総活躍社会と言われる中でですね、楽隠居を決め込むのはけしから

んとおしかりを受けるかもしれませんけど、私はわずかばかりの田畑と二人の孫のお守の方でで

すね、活躍をしたいと思っております。議員の皆様におかれましては、内子町発展のためにです

ね、今後ともますますご健勝でご活躍されますことをご祈念申し上げまして、お礼の言葉とさし

ていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。議会としましても長年にわたり大変お世話に

なりました。ここで感謝の気持ちをこめて、議員会より花束を贈りたいと思います。ご準備よろ

しくお願いします。皆さん、前に並んでいただけますかね。退任される皆さん、前の方に出てい

ただいて。贈呈は議席番号１５番宮岡議員から順に大木議員まで。それでは順にですね、花束贈

呈を行ってください。 

（花束贈呈） 

○議長（池田洋助君） ありがとうございました。長い間大変お疲れ様でございました。お席に

お帰り下さい。 

○議長（池田洋助君）ここで稲本町長、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） それでは、今議会閉会にあたりまして、町長として一言議員のみなさん

方にお礼を申し上げたいと思います。議員の皆さん方におかれましては、大変お忙しい中、今議

会、ご出席をいただきまして、提案さしていただきました全議案、真摯に対応していただきまし

て、いろんな角度からご議論していただきまして、適切妥当なご判断をいただきましたこと、改

めて厚く御礼を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございました。提案致しました、

議案の趣旨また目的に従って、適切に今後執行して参りたいというふうに思っております。また、

今後の６月の補正あるいは、９月の補正の中で現在、県や国と事務折衝をしている事業もたくさ

んございます。内示がつき次第ですね、また予算あるいは議案としてお諮りをさしていただきた

い、そして肉付けをさしていただきたいというふうに思っております。引き続いて、ご指導、ご

支援をお願い申し上げたいと思います。先程は、退職する職員の皆さん方に議会としての気遣い、
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本当にありがとうございました。次の議会からは、説明員も大幅に顔ぶれが変わります。引き続

きまして、議員の皆さん方のご激励、ご指導、そして職員を育てるという気持で、ご協力をお願

いを申し上げたいというふうに思っております。我々もしっかりと次の次代を背負うような職員

を育てて参りたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思

います。春とはいえ、まだ朝晩寒うございます。どうぞ議員の皆さま方、健康管理には十分、気

を付けて頂きまして、ご自愛を下さい。引き続いて、町の発展のためにお力添えを賜りますよう、

心からお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、今議会、閉会にあたりましての町

長としてのお礼のあいさつに代え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） 以上をもって、平成２８年３月第８３回内子町議会定例会を閉会します。 
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第８３回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

１ 議員提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

発議 

１ 

政府による米価下落に対する緊急対策を求める意見書

について 

平成 

28.3.18 

平成 

28.3.18 
原案可決 

 

２ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 
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専決処分の報告について 

平成 

28. 3. 3 
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平成 

28. 3. 3 
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議案 
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平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 
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内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３ 

内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

４ 

内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

５ 

内子町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

６ 
内子町自家用有償旅客運送条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

７ 

内子町デマンドバスの運行に関する条例の一部改正

について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

８ 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について 

平成 
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平成 
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議案 

９ 
内子町行政不服審査会条例の制定について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

１０ 

内子町固定資産評価審査委員会条例の一部改正につ

いて 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

１１ 

内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

１２ 
内子町税条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

１３ 
内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

１４ 

内子町中小企業振興資金融資条例の一部改正につい

て 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28. 3. 4 
原案可決 

議案 

１５ 
内子町行政組織条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28. 3. 4 
原案可決 

議案 

１６ 
内子町下水道条例の一部改正について  

平成 

28. 3. 3 

平成 

28. 3. 4 
原案可決 

議案 

１７ 
内子町小田深山観光施設条例の一部改正について  

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

１８ 
内子町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

１９ 

内子町城の台公園特設ライフル射撃場の指定管理者

の指定について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28. 3. 4 
原案可決 

議案 

２０ 
内子町過疎地域自立促進計画の策定について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２１ 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）

について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２２ 

平成２７年度内子町一般会計補正予算（第４号）に

ついて 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２３ 

平成２７年度内子町一般会計補正予算（第５号）に

ついて 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２４ 

平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 
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議案 

２５ 

平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第２号）について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２６ 

平成２７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２７ 

平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計

補正予算（第１号）について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２８ 

平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第

１号）について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

２９ 

平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３０ 

平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３１ 

平成２７年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）

について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３２ 
平成２８年度内子町一般会計予算について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３３ 

平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計予算

について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３４ 

平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計予算について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３５ 

平成２８年度内子町介護保険事業特別会計予算につ

いて 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 

３６ 

平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計
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平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 
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平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 
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平成２８年度内子町公共下水道事業特別会計予算に

ついて 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
原案可決 

議案 
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平成 
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内子町教育委員会教育長の任命について 
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28.3.18 

平成 
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３ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

平成 27年 
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員会付託のもの） 
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見書」の採択を求める請願書 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
継続審査 

受理 

３ 

公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保

と地域経済の振興を求める請願 

平成 

28. 3. 3 

平成 

28.3.18 
継続審査 
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議員提出議案 

発議第１号 

政府による米価下落に対する緊急対策を求める意見書について 

 地方自治法第 99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内

閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第 14条第３項の規定により、提

出する。 

平成 28年 3月 18日提出 

 提出者 内子町議会産業建設厚生常任委員会委員長 山本  徹 

 

（提出の理由） 

米価下落に対し緊急対策、並びに需給改善のため効果的な対策を講じることを求め、政府に対し

意見書を提出するものである。 

 

（別紙） 

政府による米価下落に対する緊急対策を求める意見書 

 

２０１４年産に続き、２０１５年産米価の暴落が深刻である。生産農家に支払われる概算金水

準は、２０１４年産に比べ１,０００円程度加算されているものの、政府の発表している米生産費

全国平均１万５,２５９円（６０キロ当たり）を大きく下回っており、生産費は賄えず、農家の労

働報酬はおろか、肥料代や農機具代など物財費さえカバーできない。こんな価格では、どんな経

営努力を講じても経営は維持できず、そのしわ寄せが、大規模経営や集落営農組織等の担い手層

の経営を直撃し、規模拡大どころか、借地の返却と離農が同時に進み、耕作放棄地の拡大につな

がりかねない。しかも、政府が米直接支払交付金を半減し、米価変動補填交付金を廃止したため

に、稲作農家にとっては二重、三重の経営困難をもたらしている。 

政府は、多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押されて融資やコスト削減への助成な

どを打ち出したが、需給については市場任せを公言し、米価暴落への抜本対策を打ち出さず、さ

らに政府は２０１８年産米から生産調整廃止を打ち出しており、需給と価格は一層不安定なもの

になろうとしている。 

このままでは、地域を担う家族経営農家の経営も立ちいかなくなるばかりか、地域経済にも深

刻な影響が心配される。 

本議会は、生産者の経営を守るとともに、安全な国産米を食べ続けたいという消費者の願いに応

えて、米価下落に対する抜本的対策を求めるものである。  

以上の趣旨から、次の事項について、強く要請する。  

 

１ 政府は暴落した米価を回復させるため、備蓄米の緊急的な買い入れや積み 

増しなど、過剰米処理に向けた緊急対策を講じること。  

２ 米の需給改善のため、主食用米の消費拡大について、効果的な対策を講じ 
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ること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２８年３月１８日  

愛媛県内子町議会  

 

 

 


