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平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２８年 ６月 ９日（木） 

○開会年月日   平成２８年 ６月 ９日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長   亀 岡   弘 君 

税 務 課 長  入 海   孝 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会計管理者  安 川   徹 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課長  林 愼 一 郎 君     産業振興課長  山 本 真 二 君 

小田支所長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 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      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  稲 葉   勉 君 

自治・学習課長  亀 沖 明 義 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  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第４号） 

平成２７年 ６月９日（木）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 予算決算特別委員会の廃止について 

日程第 ７ 発議第 ２号 内子町議会委員会条例の一部改正について 

日程第 ８ 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（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

日程第 ９ 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（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第９ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（池田洋助君） ただ今から、平成２８年６月第８４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、及び各課長、班長等の１６名であります。 

この際、本会議に説明員として出席される課長等新任の方々を紹介致します。 

まず、山岡 敦総務課長を紹介致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 失礼します。本年の４月１日より総務課長を拝命致しました、山岡

敦と申します。昨年まで政策調整班長として議員の皆様には大変ご指導をいただきました。あり

がとうございました。これからも引き続きよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 次に、山本真二産業振興課長を紹介致します。 

○産業振興課長（山本真二君） 新しく産業振興課長を拝命しました、山本真二と申します。ど

うぞよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 次に曽根岡伸也保健福祉課長を紹介致します。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 同じくこの４月の人事異動で保健福祉課の課長となりました、

曽根岡と申します。よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 次に畑野亮一政策調整班長を紹介致します。 

○政策調整班長（畑野亮一君） 失礼します。４月１日付けで政策調整班長を拝命致しました、

畑野亮一でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 次に稲葉 勉学校教育課長を紹介致します。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） ４月１日付けで学校教育課長を拝命致しました稲葉 勉と申し

ます。よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 次に亀沖明義自治・学習課長を紹介致します。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） ４月１日付けで自治・学習課長を拝命しました、亀沖明義と

申します。よろしくお願いします。 

○議長（池田洋助君） 次に入海 孝税務課長を紹介致します。 
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○税務課長（入海 孝君） ４月から税務課長を拝命致しました入海 孝と申します。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 次に林愼一郎町並・地域振興課長を紹介致します。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） ４月１日より町並・地域振興課長を拝命致しました林で

ございます。よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 最後に、大森豊茂小田支所長を紹介致します。 

○小田支所長（大森豊茂君） ４月１日に小田支所長を拝命しました大森豊茂でございます。よ

ろしくお願いします。 

 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、６番山本 徹議員、９

番才野 俊夫議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

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

議題とします。 

本定例会の会期は、去る６月２日開催の議会運営委員会において協議され、本日から１７日ま

での９日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から６月１７日までの９日間に決定しました。 

なお、本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第４号のとおりでありま

す。 

 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。 

 議長としての報告事項は、お手元に配布しておるとおりであります。ご覧いただいたことと思

いますから、ご了承下さい。これをもって、諸般の報告を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

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

す。 

 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 本日、ここに平成２８年６月内子町議会定例会を招集致しましたところ、
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議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、誠にありがとうござい

ます。本定例会に、町長として提出致します案件は、報告３件、議認４件、条例の制定１件、条

例の一部改正３件、備品の取得１件、補正予算５件の合計１７件でございます。それぞれの案件

につきましては、その都度、ご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願いを申し上げます。さて、３月には８名の課長級職員が退職され、議会に出席する職員も

だいぶ顔ぶれが変わり、少し若返ったようにも感じます。また、４月には８名の職員を新規採用

致しました。若い皆さんの力を得て、新たな気持ちで町政に臨みたいと思います。６月に入りま

して、梅雨の季節を迎えました。各所で田植えが行われ、水田が美しく輝く光景が見られるよう

になりました。しかし、その一方で、大雨による災害や台風被害も心配される季節となっており

ます。５月には熊本で大きな地震も発生し、被災地では今も避難生活が続いております。災害は

いつどこで起こるかわかりません。その上、近年はその頻度、規模とも増しているように感じて

おります。内子町としても、万一に備え、しっかりと防災対策を行っていきたいと思います。５

月には、議員及び国際交流協会プランナーの皆さまを中心とする派遣団とともに、姉妹都市ロー

テンブルク市を訪問致しました。その際、内子出身でドイツに留学している女子学生が友人とと

もに我々を訪ねてくれました。中学生の時に、青少年海外派遣団に参加してローテンブルク市を

訪れたことがきっかけで、現在はドイツ文学を学んでいるそうです。非常に充実した留学生活の

様子に我々も嬉しくなりました。また、先日は、九州大学を休学し、アメリカのシリコンバレー

でインターンとして働いている、小田地区出身の女子学生からメールが届き、シリコンバレーと

内子の高校を結んだ遠隔授業について提案を受けました。メールには、ふるさと内子への思いが

あふれており、本当に感動致しました。この学生も、中学時代に青少年海外派遣事業に参加した

ことや、英語弁論大会に出場したことが良い刺激になったと書いております。内子から、海外で

も頑張っている若者が育っていることを誇らしく思いますし、町や国際交流協会の活動が実を結

んでいることを、心から嬉しく思います。彼女からの提案につきましては、現在、担当課で検討

しております。今後も、次代を担う子供たちの育成と子育て環境の充実に力を尽くしたいと思い

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

 ご報告いたします内容は、平成２８年度６月補正予算の骨格について、熊本地震の対応につい

て、姉妹都市盟約５周年記念ローテンブルク市訪問について、「広報うちこ」全国広報コンクール

受賞について、「じゃばら」商品の販売について、平成２８年度全日本社会人ライフル射撃競技選

手権大会兼愛顔つなぐえひめ国体ライフル射撃競技リハーサル大会についてでございます。 

それでは最初に、平成２８年度６月補正予算の骨格についてご報告致します。平成２８年度６

月補正予算につきましては、一般会計で、歳入歳出それぞれ２０億４,７５９万円を追加し、歳入

歳出総額１０９億７,７５９万円を計上しております。これは、前年同期の予算額と比較し、３．

７％の増額となっております。詳細につきましては、後ほどご説明致しますが、主だったものと

しては、全町に光ファイバー網を構築する、情報通信基盤整備事業がございます。現在、町内に

は、サービス未提供地域が広く存在しています。このことは、町民生活や経済産業活動に支障を

きたし、若者の流出や地域の衰退が懸念される事態となっております。また、通信インフラが整

備されていないことが、移住や企業誘致の障壁ともなっておるところでもあります。このため、

光ファイバーを全町に整備し、町内全域で光サービスに加入できる環境を整備致したいと考えて
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いるところでございます。次に、防災行政無線デジタル化事業でございます。現在、アナログ方

式で運用しております、防災無線の維持管理が困難となっていることから、デジタル方式に転換

する工事を行います。これによりまして、機械的なトラブルが減少し、双方向通信が可能になる

などの効果が期待されるところでございます。今年度は内子地区を実施し、来年度、五十崎、小

田地区を実施する予定でございます。その他、町道・林道整備事業、土地改良事業、防災・住宅

整備・公園整備事業、臨時福祉給付金にかかる事業を実施し、その財源は、国県支出金や地方債

などを充てながら、不足する部分につきましては、公共施設整備基金から６億５,５００万円、財

政調整基金から５，９３７万８千円の繰り入れを予定しており、近年では比較的大きな額の補正

予算と致しました。 

次に、熊本地震に関する町の対応についてご報告いたします。４月１４日に発生した熊本地震

は、その後も断続的に続き、震度７を観測した熊本県熊本地方、阿蘇地方を中心に甚大な被害を

もたらしました。今回の地震により犠牲となられた方々のご冥福を心からお祈りするとともに、

被災された皆さまに謹んでお見舞いを申し上げます。この地震に関して、内子町では被災地から

支援要請のあった救援物資を提供致しました。その内容につきましては、熊本県菊池郡大津町、

阿蘇郡西原村、八代市にそれぞれの要請に応じて、災害用食器、非常食、ティッシュペーパー、

おむつ、歯磨きセットなどの生活必需品を送っております。なお、歯磨きセットにつきましては、

昭和刷子株式会社様からご提供いただきました。また、移住避難を希望される被災者の受け入れ

のため、町営住宅８戸を用意し受入体制を整えておるところでございます。さらに、罹災証明書

発行業務の行政運営支援といたしまして、５月３１日から６月８日までの９日間、阿蘇郡南阿蘇

村へ２名の職員を派遣したところでございます。その他、内子町役場本庁、分庁、小田支所、各

自治センターの計８箇所に募金箱を設置し、義援金を受け付けております。金額は５月末現在で

４０万９，１９０円となっており、最終的には６月末に取りまとめて熊本県へ送金する予定でご

ざいます。なお、内子町単独の支援ではございませんが、愛媛県町村会からも、１００万円の義

援金を送金しておるところでございます。今後とも、県及び県内市町と連携し、被災地復興のた

めできる限りの支援をして参りますので、引き続き議員各位をはじめ、町民の皆さまのご支援を

お願い申し上げます。 

次に、「ドイツ・ローテンブルク市姉妹都市盟約締結５周年記念訪問事業」についてご報告致し

ます。議員各位もご承知のように、ローテンブルク市と交流するきっかけとなった「内子シンポ

ジウム’８６」から今年で３０年、姉妹都市盟約締結５周年という節目の年を迎えました。これ

を記念し、３月２１日から２６日にかけて、ヴァルター・ハルトル市長を団長とする大人２２名、

青少年９名の訪問団が来町されました。一行は、小田小学校で子どもたちと交流した他、手すき

和紙やもちつきなどを体験されました。また、同行したミハエル・クナッペ都市建設局長には、

町並み保存に関する講演を行っていただき、同市の歴史や保存の仕組みについて学ぶことができ

ました。内子町からは、私や池田議長を始め７名の町議の皆さん、３名の町民代表、内子町国際

交流協会プランナー５名の計１８名で、５月８日から１７日の日程でローテンブルク市を訪問い

たしました。訪問の際には、ハルトル市長をはじめ、市民の皆さんから大歓待を受け、企業及び

大学誘致の予定地、町並み保存地区での改修中の建物など様々な場所を見学させていただくとと

もに、国際観光や外国語教育などについて研修させていただきました。なかでも、３０年戦争を
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テーマにした歴史的祝祭劇で有名な「聖霊降臨祭」においては、中国総領事館総領事やロシア総

領事館領事、同じく姉妹都市であるフランス・アティスモン市の皆さんなど多くの来賓がある中

で、内子町を一番にご紹介いただくなど特別扱いをしていただいたように感じているところでも

ございます。滞在中は、様々なプログラムを通じ、公的な関係だけではなく、まさに市民レベル

の交流をすることができ、両市町のつながりがより広がり、深まったと感じているところでござ

います。今後も継続して、相互のまちづくりに寄与する交流を推進することをハルトル市長と確

認した次第でございます。 

 次に、広報うちこの受賞についてご報告致します。広報うちこは、昨年の「全国広報コンクー

ル」におきまして総務大臣賞を受賞したところでございますが、それに引き続き今年度も２０１

５年１０月号の表紙が広報写真部門（一枚写真）で特選、総務大臣賞を受賞致しました。また、

広報紙部門（町村部）でも、２０１５年１２月号が入選３席に選ばれ、さらにプロの目から見て

優れた広報紙に贈られる読売新聞社賞を受賞致しました。２年連続の受賞を大変うれしく思いま

す。担当する職員の努力を称えるとともに、毎号意見を寄せていただく、広報モニターの皆さん

をはじめとする町民の皆さまに感謝したいと思います。一枚写真部門で特選に選ばれた写真は、

泉谷の棚田で休憩中の夫婦の姿を捉えたもので、審査員からは「棚田を守る農家はわずか３軒。

そうした厳しい現実にもかかわらず、写真から伝わってくるのは麗らかな日差しと森と土の匂い。

老夫婦の笑顔からは、厳しい棚田での米作りを楽しんでいるかのようにも見え、穏やかな自然な

表情を上手く捉えている」と評価されました。また、１２月号は内子座１００周年を特集したも

ので「芝居小屋のあるまちで育つ子どもたち」をテーマに茂山狂言クラブの活動を紹介していま

す。関係者の声を丹念に拾うことで、次の１００年に向けた町民の思いを浮き彫りにしており「内

子座のある町で育つ子どもたちの日常、生き生きとした姿、それを見守り育てる町の環境がしっ

かりと丁寧に紹介されている」と講評されました。今後も、町民に愛される、質の高い広報紙が

維持できるよう、職員ともども努力したいと思っているところでございます。 

次に、「じゃばら」商品の販売についてご報告致します。内子町内での「じゃばら」栽培は、平

成１８年頃から始まり、現在の栽培面積は５ヘクタールを超えております。「内子フレッシュパー

クからり」では、「じゃばら」の持つ花粉症緩和効果を活かした加工品開発を進めており、新たに

商標登録した「じゃから」商品として、飲料や調味料等の製造・販売を行っております。このた

び、日東紅茶で知られている「三井農林株式会社」と内子町で、「じゃばら乾燥果皮」と同社の原

料茶「べにふうき緑茶」をブレンドした『内子茶』を共同開発致しました。この発売にあたり、

５月２５日に三井農林本社において記者発表を行ったところでございます。「じゃばら」と「べに

ふうき緑茶」には、ともに「花粉症を抑制する効果がある」とされ、健康食品としても有望な商

品になるものと期待されます。今後、同社が販売元となり全国で販売されますが、内子町では、

からり等で取り扱っておりますので、議員の皆様におかれましても、ぜひご愛飲いただきますよ

うお願い致します。同社では「お茶で日本を元気に」をコンセプトに、全国の地方自治体と連携

し「ご当地茶」を開発する計画でございます。このたびの「内子茶」がその第一弾となっており

ます。内子町にとりましては、町産「じゃばら」の認知度向上と需要創造の面において大変あり

がたい取り組みであり、今後『内子茶』が特産品になるよう、宣伝してまいりたいと考えており

ます。また、この他に全国で居酒屋約４００店舗を経営されている「マルシェ株式会社」に「じ
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ゃばら割り材を使ったドリンクメニュー」を販売していただくこととなり、この割り材を製造す

る「スミダ飲料株式会社」に果汁を供給することになりました。今回、内子町を応援いただける

企業とのご縁ができましたことは、「じゃばら」に限らず他産品の販路開拓にも大きな期待が持て

るものと考えており、継続して関係機関への情報提供や販売促進活動を展開する所存でございま

す。 

最後に、平成２８年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会兼愛顔つなぐえひめ国体ライ

フル射撃競技リハーサル大会についてご報告致します。９月９日から１１日までの３日間、内子

町城の台公園特設ライフル射撃場において、平成２８年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権

大会兼愛顔つなぐえひめ国体ライフル射撃競技リハーサル大会を開催いたします。このリハーサ

ル大会は、競技会運営能力の向上を図るとともに、国体に向けた機運を盛り上げ、「愛顔つなぐえ

ひめ国体」の成功につなげるために開催するものでございます。この大会には、全国から選手、

監督、競技役員など約３５０人が参加する予定で、円滑な競技運営のために庁内推進本部と実施

本部を立ち上げ、万全の職員体制で臨むこととしております。さらに、内子町をあげて選手や観

客をおもてなしするため、現在町民の方から運営ボランティアを募集しております。全国から訪

れる人々との交流を通した地域活性化を期待しているところでもございます。 

以上、６件の事柄についてご報告申し上げましたが、今後も持続的に発展する内子町をつくる

ため、町民の皆さまと共に協働して参りますので、引き続き議員各位のご指導とご協力をお願い

申し上げまして、招集のご挨拶と致します。ありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） 以上で、招集あいさつ及び行政報告を終わります。 

 

日程第 ５ 一般質問 

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

一括答弁を行い、再質問から一問一答と致します。議員の発言時間は会議規則第５６条第１項の

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

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

願い致します。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をしてください。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、最初に寺岡 保議員の発言を許します。 

○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） １３番、寺岡です。 

〔寺岡 保議員登壇〕 

○１３番（寺岡 保君） ここに立ちますと、皆さん新しい顔ぶれで心は動揺はしておりますが、

一生懸命やりますので、分かる限りの答弁を正確にお伝え下さいますようにお願いをしておきま

す。それでは、６月定例議会にあたり町政の諸問題について一般質問致します。 

さて、今回の質問は５項目について、町長と教育長にお尋ね致します。第１点は、町内で今ま

でに調査委員会を設置すべきいじめの事案はないのか。詳細にお伺いを致します。第２点は、い
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じめとはどういうことを指すのか。認識を伺います。第３点は、いじめの現状と対策についての

考えを伺います。第４点はいじめ・非行・不登校等対策協議会と称し、事務局は教育委員会内に

ありますが、いじめ問題について、何回会合をしたのか。いじめについての詳細を伺います。第

５点は町内の小学校にいじめ等に対する指導記録はあるのか。どういう取扱いになっているのか

ということを伺います。 

それでは、まず平成２７年度から教育委員会制度が改正され、教育長と教育委員長が一本化さ

れることになりました。このことについては国の制度改正があり、常勤である教育長の責任の所

在が一本化されることは良い面もあると思います。しかし、教育委員会には政治的中立が求めら

れており、特に大きな権限をもった首長が総合教育会議を通じて、首長にとって都合のよい教育

をおこなおうとするものではないのかという懸念も一部報道にあるようです。昨年１２月に制定

された内子町いじめ調査委員会規則第１条において、いじめ対策推進法、平成２５年法律第７１

号第２８条第１項に規定する、重大事態に対処し及び、当該重大事態と同種の自体の発生を防止

するための組織として、内子町いじめ調査委員会を設置すると明記してあります。そこでお尋ね

を致します。内子町教育委員会で調査委員会を設置すべき事案はないのか。また、今までに町内

で調査委員会を設置すべきいじめ事案はなかったのか、詳細に伺います。 

２番目、いじめとはどういうことを指すのか。認識を伺います。いじめ問題について３月議会

で同僚議員から質問が出て、理事者の答弁では、学校における重大事案の発生の場合は、民生児

童員、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答弁をされております。こ

の対応をとられた案件は、いくつあったのか教えていただきたいと思います。いじめは人権侵害

行為であり、人として決して許される行為ではありません。この行為について、内子町教育委員

会としてのいじめの認識は、どのように考えているのか、詳細な説明をお伺い致します。 

次にいじめの現状と対策について伺います。私は教育長に対し、いじめ対策の問題について質

問致します。いじめの問題は今や何も珍しいことではなく、毎朝、新聞を広げますと、いじめと

交通事故の記事はいやでも目にする問題であります。いじめられ側も共に将来の日本をになう子

どもであるだけに、見逃すことのできない深刻な問題であると受け止めております。そこで、第

１点としてお伺いしたいのは、本町におけるいじめの現状であります。幸いに生徒・児童が自殺

したといったケースは発生しておりませんが、だからといって、本町の小・中学校のいじめを教

育委員会でいじめの実態を把握しているとすれば、その実態はどうなっているのか、現状につい

て詳細な説明をお伺い致します。次に、実態について調査し、把握しておられるならば、何らか

の対策を打ち出されているものと考えておりますが、講じた対策とその効果についてどのように

評価しておられるのかお尋ねを致します。 

四番目、いじめ、非行、不登校など対策協議会と称し、事務局は教育委員会内にありますが、

いじめ問題・非行・不登校対策協議会では、より深刻ないじめが発生した場合は、教育委員会、

警察、児童相談所、関係医療機関等と連携して問題解決を図っていくと書いてあります。今回の

いじめは、深刻ないじめと教育委員会は認めていないのでしょうか。いじめにあった児童は、現

在、校区外の学校に通学しています。いじめにあっている児童のために、教育委員会では対策協

議会を早急に開くなどの予定はあるのか、何もしないのか。対策をお伺い致します。町内の小中

学校にいじめ等に対する指導記録はあるのか、ないのか。どういう取扱いになっているのか伺い
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ます。いじめられた児童の健康状態を示す記録簿がない学校はあるようだが、記録簿なしで子ど

も達の健康などがどうして分かるのか。教えていただきたい。以上の質問について、町長と教育

長の簡潔で誠意ある答弁を求めて、私の一般質問と致します。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

〔井上淳一教育長登壇〕 

○教育長（井上淳一君） 寺岡議員の教育行政についてお答えをさしていただきます。まず、法

律に規定するいじめ調査委員会を設置すべきいじめ事案ではなかったのかについてでございます。

議員のご指摘の内子町いじめ調査委員会規則、第１条では、いじめ防止対策推進法第２８条第１

項に規定による重大事態に対処するため、「内子町いじめ調査委員会」を設置することとなってお

ります。内子町の小・中学校におきましては、これまで法律に規定するような重大事態は無かっ

たというふうに認識しております。 

 次の２番目のご質問であります。いじめとは、どういう事を指すのかということでございます。

法律によるいじめというのは、児童等が在籍をする学校において、当該児童等と一定の人間関係

にある他の児童等が、心理的又は物理的な影響を与える行為、インターネットを通じて行われる

ものも含みますけれど、そういった行為の対象となった児童等が心身の苦痛と感じているものが

あります。そこで、３月議会で山上議員のご質問に学校における重大事案の発生の場合は、民生

員、医師、臨床心理士など連携した体制をとることとなっておるという答弁をしとったと思いま

す。その事案についてないのかというようなご質問がありましたので、該当する学校でいじめ対

策委員会を開いた事案が１件ございます。 

次に３番目のいじめの現状と対策についてでございます。町内の小・中学校から毎月いじめに

関する調査の報告があります。２７年度のいじめの件数ですけれど、これも３月議会でご説明さ

せていただいておりましたけれど、そこから４件ほど増えまして、２９件となっております。う

ち、解消しているものが２７件、解消に向けて継続中というのが２件ございます。教育委員会の

対応はというご質問でございますが、国・県等からの通知等を各学校に周知したり、策定してお

ります、内子町いじめ防止基本方針によります、未然防止の取組みですとか、早期発見の手だて、

相談しやすい環境づくり、いじめが発生した後の対処方法、学校長を含めまして、学校全体で取

り組みを指導しているところでございます。その効果につきましては、解決済みというところも

ありますが、未解決の部分については出てきてないのかなというふうに思っておりますので、今

後取り組みを進めたいというふうに考えております。 

次４番目、いじめ・非行防止等対策連絡協議会や教育委員会におけるいじめ問題についての協

議回数、協議した内容についてのお問い合わせですが、いじめ・非行・不登校等対策連絡会につ

きましては、平成２７年度に１回開催さしていただいて、各学校におけます、いじめ問題等を連

絡協議しております。また、教育委員会におきましては、２７年度以降、定例会の教育委員会及

び臨時会を設けまして、協議をしたり、教育委員による協議を行っております。合計としまして

９回ほどおこなっておるようなところです。その協議した詳細につきましてですが、個人情報等々

の該当しますので、控えさせていただきますが、学校内に先程言いました、いじめ対策委員会を
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設置した事案等を中心に協議をさしていただいて、状況報告ですとか、今後の対応とか、方針と

かそういったところを協議をしているところでございます。 

最後に、学校におけるいじめ等の指導記録につきましてですが、各学校においていじめ被害、

個別支援記録を作成して学校で保管をしております。教育委員会では、先ほど申し上げました毎

月各学校から上がってきております、いじめに関する調査報告が出てきております。その中で学

校がいじめとして認識したものに対して、具体的な支援や対策がおこなわれているかなどを把握

するため、必要に応じて学校にいじめ被害、個別支援記録の提出を求めて確認、指導をおこなっ

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。よろしくお願い申し上げます。 

○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） そしたらですね、校区外に通学を現在されとる児童さんがおるわけな

んですけど、それはいじめられてその学校におれないから校区外通学ということになっとると思

うんですが、それは重大ないじめじゃないんですか。私は松山の教育委員会、１１階にあるんで

すけど、人権教育課に４回行きました。そこでお話もちゃんとさしていただきました。そのいじ

めを受けておる子どもの親御さんから、こういう嘆願書をいただきました。これを持って行って

お話をさしていただきました。それで、答えもいただきました。なかなか教育委員会の方では、

答えを出してくれなかったんですけど、引き継ぎのこともあって遅れたと思うんですが、書いて

ある内容は、新年度に向けて早く学級担任を決定し、保護者との信頼関係を築くこと。学校内に

関係機関や専門家などを交えた組織による、学校復帰にむけた具体的な支援や再発防止に向けた

取り組みの検討をすること。学校は保護者に連絡を取り続けるとともに、再登校に向けて具体的

な取り組みを丁寧に粘り強く保護者に示すこと。これは３月の２９日に行った時の答弁です。こ

れはなかなかいただけなかったので、最近いただいたのであれなんですけど。なかなか答弁をい

ただかないものですから、私電話しました。そしたら４月の１５日、電話をいただきました。内

容は、ここに書いてあるんですよ。ちゃんと文章送っていただいておるわけです。これは教育委

員会が作ったのか、どこが作ったのか分かりませんが、内容は寺岡議員さんと連絡をとられた方

がいいですよとの指導があった。校区外通学をしている二人の児童の様子はどうなのか。こうい

う話があったのに、教育委員会は一切私に話を持って来ないんですが、これはどういうことでし

ょうか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 前段のご質問のところで、重大事案の捉え方のご質問もあったと思う

んで、ちょっとそこをお答えさしてもらったらと思うんですけど。法律に規定する重大事態とい

うところは、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身、または財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認めた時というのと、２番目にいじめにより当該学校に在籍する児童等がそ

うとうの期間学校を欠席すること、おおむね３０日以上というふうに文科省の方は言っておりま

すけど、そういったことを余儀なくされている疑いがあるというようなところが、ここの重大事

態という、内子町いじめ調査委員会を設置する基準というようになっておるような状況です。あ

と後段の方の寺岡議員のご質問の部分は、個別案件の事項となっております。校区外になったと
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いうケースは数件ございますので、そのことについては、答弁の方をお控えさしていただいたら

と思ってます。 

○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） 校区外になったのは別の案件と言われましたけど、いじめによって３

０日以上その児童は欠席をしとるはずなんですよ。平成２５年９月からいじめを受けて。それを

内容的にはちょっとお分かりだと思うんですけど、そちらがそう言われるんであれば、そうしと

きましょう。おたくもまだ新しく引き継がれたところでありますので。内容的には分からないと

ころがあると思うんですが。そういうことにしておきます。 

 そしたら、その次、いじめの問題で、民生児童委員、医師、臨床心理士などど連携して対応す

ると答弁をされておったんですけど、今回のいじめなどについては、会議、いじめについての会

議をお尋ねしたつもりがあるんですけど、その会議は開かれたのか、開かれないのか、一度も。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 該当する学校内では数回開いておるような報告をいただいております。

また教育委員会等でも先程答弁の中で申しましたけれど、定例の教育委員会、及び臨時、及び教

育委員が集まっての協議等々で９回ほどその問題について協議をさしていただいております。ご

理解下さい。 

○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、いじめのことについては、９回ほどの会議を開いたと言わ

れるんですよね。そしたら３月の２２日に前教育長がおられる時に、内子の自治センターで会議

を開きますと。いじめについて。 

○議長（池田洋助君） 個別案件につきましては、ご質問を遠慮してください。町内のそういっ

た行政部門についてのご質問はかまいませんけど。 

○１３番（寺岡 保君） ですから、内子町のいじめ問題を内子自治センターで話をしたのに、

話ができなかったと、これはどういうことでしょうかといいよる。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） その件につきましては、個別事件、事案等になりますし、個人情報等々

もありますので、答弁の方は控えさしていただいたらと思います。 

○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） 分かりました。この案件については、もう一度勉強して、９月にもう

一度やります。終わりです。 

○議長（池田洋助君） 次に、森永和夫議員の発言を許します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 
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〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） それでは、６月議会の質問に入る前に、まず先程、いじめに関する質問

がありました。５月１１日付の愛媛新聞で、内子の小学校でのいじめ問題が掲載されておりまし

た。このことについて、５月２０日の全員協議会の中で、提訴に至った経過等、議会に対し何一

つ説明はなされませんでした。先ほどの町長招集あいさつの中でも一切触れられておりません。

私は大変遺憾に思っています。いじめ問題が法廷の場で争われることになったことは、内子町に

とって大変重大な問題です。議会が何も知らないでは済まされないと思います。私は、一議員と

して、また議会としても、いじめや不登校が二度と起こらないようにするためには、情報を共有

して、この問題に正面から取り組まなければならないと思います。ということを冒頭に申し上げ、

通告に従い質問を致します。 

さて、去る４月１４日発生した熊本地震により、倒壊した家屋の下敷きや、土砂崩れに巻き込

まれるなどして、４９人の方が亡くなり、１，６００人以上の人たちが負傷され、熊本・大分両

県で全壊・半壊合わせて２万５，０００棟を超える建物が倒壊し、避難されている人は、１万人

を超えるなど目を覆うばかりの被害状況に、改めて安全安心のまちづくり、防災対策の必要性を

感じるものであります。被災された皆様には心よりお悔やみとお見舞いを申し上げ、１日も早い

復興を願うものでございます。このような災害は対岸の火ではなく、いついかなる場所で発生す

るか、いまだ完全に予測することはできません。特に、近い将来起こると言われている、東南海

大地震。町民の皆さんの生命財産をいかに守っていくのか、さらなる安全安心のまちづくり、地

域に密着したきめ細かい対策が求められています。そこで、住宅の耐震化について伺います。内

子町では近い将来発生するといわれている南海トラフ巨大地震などの地震災害に備えるため、木

造住宅耐震診断や耐震改修費用の一部を補助する制度があります。２８年度からは、住民負担を

抑制し、耐震改修の前提となる診断を促進するため、新たに耐震技術者派遣事業にも取り組むこ

とになりました。今回の熊本地震により、町民の皆さんの関心もこれまで以上に高まるものと思

われます。これまでのこの耐震診断・改修等補助の活用実績を伺います。次に、この耐震診断・

改修補助の対象は、昭和５６年５月３１日以前に着工された建物となっておりますが、町内には

この対象になる住宅は何戸あり、またそれが全体の何パーセントになるのか伺います。 

次に、空き家対策について伺います。空き家対策の推進に関する特別措置法が平成２７年５月

２６日、全面施行されました。自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタ

ート致しました。倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家など特定空き家の所有者に対して、市町

村が撤去や修繕を勧告・命令できることになり、強制撤去も可能となりました。災害時の避難路

の確保はもちろんですが、保安上、衛生面、景観の面、生活環境の保全を図るためにも空き家対

策の取り組みの必要性を強く感じております。平成２７年に空き家調査をされたと聞いておりま

すが、倒壊の恐れや衛生上問題のある特定空き家の状況を伺います。 

次に、今後その所有者への対応をどうされるのか。また、空家等対策特別措置法第６条にある、

空家等対策計画はいつまでに策定されるのか、伺います。この特別措置法では、市町村に空き家

のデータベースを整備し、空き家や空き家の跡地の活用を促進することが求められています。空

き家データベースの状況と、それら空き家や空き家の跡地の活用で何か内子らしい具体的な施策

を考えておられるのか伺います。 
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次に、町内産材使用補助について質問を致します。内子町では、内子町産材の利用促進、景観

まちづくりの推進、木材産業の活性化、町内定住の促進を目的として、新築のために、町内の工

務店を利用し、内子産材が７０％以上の住宅に対して、一戸当たり７０万円を限度に補助が出ま

す。この制度は家を建てようとする人にとって大変有効なものと考えます。しかし、地元の大工

さんたちの話を聞きますと、交付要件の中にネックになる部分があるようです。それは、交付要

件の２にある、「内子町景観まちづくり計画に定める景観形成基準に適合し、かつ屋根を日本瓦葺

きとする住宅」の部分です。この要件のために補助を断念したケースが多々あるようです。昨年、

町内での新築住宅が約５０軒、そのうち補助対象住宅は３軒ということです。この数字を見ても、

最近の住宅での日本瓦のニーズは少ないということのようであります。また、大手住宅メーカー

への発注へとつながっていると感じております。この要件を見直すことで、さらなる町産材の使

用、地元の工務店、大工さんへの発注へとつながると考えますが、町長のご所見を伺います。 

次に、「内子町景観まちづくり計画」ですが、その中に気になる記述があります。景観まちづく

りを進める上で拠り所となる基本指針の中に、内子町の景観まちづくりの進め方として、「１景観

を損なうものをまず取り除く」、「２優れた景観をしっかりと守り、育てる」、「３安易に捨てたり、

壊したりせず、新しい利用を考える 」「４新しいものは、行儀よく、遠慮がちにつくる」と書か

れています。この４番目の「新しいものは、行儀よく、遠慮がちにつくる」この部分は、行政の

公式文書としてふさわしくない表現と感じますが、町長のご所見を伺います。 

最後に、平成２７年度補正予算で、「林業六次産業化に係る地域における独自の価値創造及び保

存機能構築等準備事業」が採択され、今年度実施されますが、この事業の進捗状況及びその中身

について伺い、質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 森永議員に私の方からは、町内産材の使用の件について答弁をさしてい

ただきたいと思います。この制度につきましては、もうすでにご質問の中にご案内だというふう

に思いますが、内子町産材利用木造住宅建築促進事業費助、これ７０％補助しているわけでござ

いますけど、これの目的はご案内のように、町内で出来る材をふんだんに使っていただこうと。

そしてもう一つは、景観に調和したものであるべきだろう。内子らしい景観を促進しようと、こ

の目的がございます。町内産材を使うということは、これはこれでいいんですが、問題は景観に

どういうふうにマッチしていくかという非常に感性を求められる大事なところだというふうに私

は理解しております。そういうこともありまして、日本瓦はやっぱ伝統的な日本の景観だという

ことで、こういうものを促進したいという思いがありました。もう一つは、町内に日本瓦を製造

しておられる伝統産業がありました。これのもっと普及拡大ができんだろうかという思いもあっ

たわけでございます。ただ、言われますように、平成２１年度から２７年度までの間に４４件の

利用がございまして、補助金の交付額の累計が２，６０２万３，０００円となっているところで

ございます。この家屋の町産材の使用につきましては、１，０３４㎥というふうになっておりま

す。こういうところを考えますと、今、議員のご指摘もありましたように、建築の業者あたりか
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らももうちょっと弾力的な運用はできないんだろうかというようなご意見も頂戴しているという

ことも理解をしているところでございます。ただ、この制度を始める時に、議員の皆さん方には

たしかに議論がございました。日本瓦だけじゃなくて、もうちょっと西洋瓦とかですね、そうい

うものはどうだいというご意見もあったわけでございます。大事な景観評価委員さんの議論、ま

た今の建築業者の皆さん方のご意見等々も、今一度検討さしていただいて、なるべく景観にマッ

チした、また町内産、そういう伝統産業等も持続できるそういう方法を少し考えていきたいとい

うふうに思っておるところでございます。今年度すぐっていうことにはいかないかもしれません

けれども、なるべく早くですね、そういう方向で促進につなげていきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 私の方からは、住宅の耐震化及び空き家対策についてお答

え致します。 

まず、住宅の耐震化でございますが、内子町におきましては、平成１８年度に「内子町木造住

宅耐震診断事業」、平成２４年度より「内子町木造住宅耐震改修事業」を開始しております。さら

に、今年度より「内子町木造住宅耐震診断技術者派遣事業」を開始し、木造住宅の耐震化を推進

しているところでございます。これまでの実績と致しましては、耐震診断９件、耐震改修５件と

なっています。今年度より開始いたしました耐震診断技術者派遣事業は、個人負担が少ないこと

や手続きが容易なこと、また熊本震災の影響もありまして、５月末時点で８件の申し込みを受け

付けております。町内の木造住宅の戸数は、１万３９５戸ございます。うち、旧耐震基準で建て

られている昭和５６年以前の建物の戸数は、５，５２３戸でございまして、５３％となっており

ます。町と致しましては、木造住宅耐震補助事業を促進していくため、今後とも広報宣伝、出前

講座の実施、戸別訪問等の普及啓発活動を行い、町内住宅の耐震化を図っていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして「空き家対策」でございます。増加する空き家のうち、管理不十分な空き家等が地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成２６年１１月２７日に「空家等対

策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成２７年５月２６日に完全施行され、内子町にお

いても、今年度より「内子町老朽危険空き家除却事業」を開始しております。空き家の実態を調

査するため、平成２７年度に空き家実態調査を行いました。その結果、６７０件の空き家が存在

し、そのうち外観目視により危険と判断された「老朽危険空き家」は７２件となっております。

この数につきましては、法に規定しております「特定空家等」ではございませんで、法に規定し

ている「特定空家等」の認定につきましては、法において示された状態の判断や、周囲の影響の

程度について総合的に判断するべきものであり、定量的な判断はなじまないとされておりますの

で、慎重に判断する必要があり、立ち入り調査等も行いながら、必要があれば認定を行いたいと

考えております。老朽空き家の改善につきましては、所有者の責任において改善することとなっ

ており、個人の財産であることから、直ちに法第９条第２項に基づく立ち入り調査や、法第１４

条第１項に基づく指導を開始するのではなく、まず、所有者に連絡を取り、当該空き家の現状を
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伝えるともに、対応方策を検討することを行っていきたいと考えております。「空家等対策計画」

につきましては、来年度協議会を組織致しまして、計画の内容を協議会に諮りながら、来年度中

に計画を策定する予定としております。「空き家データベース」に関しては、昨年度の調査により、

空き家等の所在地、現況などは把握しておりますが、すべての情報のデータベース化までは至っ

てないのが現状でございます。空き家等や空き家跡地の利活用につきましては、「空家等対策計画」

の中で定めることとしておりますが、空き家バンクの登録など様々な利用も考えられることから、

所有者の許可を得た上ではございますが、情報提供を行うとともに、協議会での検討を行って参

りたいと考えております。以上でございます。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） 続きまして、私の方からは内子町の景観まちづくり計画の部分につ

いてご答弁をさせていただきます。議員ご指摘の文言ですが、内子町景観まちづくり計画の中の

景観まちづくりを進める基本方針に出てくる文言でございます。この文言は、町並み、村並み、

山並みなど、地域の歴史や伝統、環境を活かしながら、まちづくりを進めてきた町民の思いと、

これからも大切に守っていこうという気持ちの表れでございます。「内子町景観まちづくり計画」

は、平成２０年に策定をされたもので、平成１７年から職員による策定検討会が設置をされ、平

成１９年からは外部有識者による内子町景観まちづくり計画検討委員会でその内容が検討されて

ございます。平成２０年に素案がまとまってからは、各自治センターごとに、意見交換会を開催

し、町民の皆さまのご意見を聴取しております。さらに、２週間の縦覧期間を設け、公聴会を開

催し、内子町都市計画審議会の審議を経たうえで、内子町景観まちづくり計画検討委員会で最終

決定をし、公表させていただいたものでございます。町内、町外の有識者をはじめ、多くの方が

関わり、手順を踏んで策定されたものでございます。またその過程で、分かりやすく思いを伝え

るために、採用した文言でもございますので、特にふさわしくない表現だとは考えておりません

ので、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。私の方からの答弁は以上でございます。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

〔山本真二産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（山本真二君） それでは、私の方から林業六次化価値創造等事業についてご説

明させていただきます。今年度事業実施します「林業六次産業化に係る地域における独自の価値

創造及び保存機能構築等準備事業」は、地方創生加速化交付金を受けて、次の３件の調査を実施

するものです。まず１件目は「地域にける独自の価値創造機能調査」いわゆる地域商社づくりに

向けた調査でございます。２件目は「地域における独自の価値保存ルール構築調査」で、古民家

等の利活用を推進するための独自条例化を見据えた調査でございます。３件目は「地域における

独自の価値設計調査」として、町産材の地域経済循環の仕組みづくりとして、内子ならではの家

の実施設計を前提とした基礎設計づくりへ向けた調査でございます。調査業務を委託するにあた

り、公募型プロポーザル方式により委託業者を選考致しました。４月１３日付けで募集の公告を

ホームページ等で行い、提出期限の４月２７日までに１社の企画提案書の提出がございました。
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これを受けまして、内子町競争参加資格審査会におきまして、５月６日に一次審査として書面審

査を行い、５月１６日に二次審査となるプレゼンテーション及び、ヒアリングを実施を致しまし

て、審査会において審議を行った結果、提案のありました、株式会社トビムシを受託者として決

定し、５月２０日付けで業務委託契約を締結しております。なお調査にあたり、町内の林業関係

者等への聞き取りや、建築の専門家による調査等を実施して参りますが、委託業者からは定期的

に業務報告をいただくこととなっており、また、委託業者と建築や古民家利用に係る関係課を交

えた検討会等も実施して参りたいと考えてございます。以上、答弁とさしていただきます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） それではですね、まず耐震化について再質問を致します。今の答弁の中

で、今年から始まった耐震診断派遣事業がすでに８件の申し込みがあったというようなことです

が、他市町の例をみてもですね、熊本地震の影響で大変この診断派遣事業は要望が多いと、申し

込みが多いということで、すでに補正予算に計上して、取り組んでおられるところもあるようで

す。これ当然といいますか、今後、この申し込みが１０件を越えた場合は、補正で対応するとい

うような考えを持たれているということでよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今のペースでいきますと１０件を越える可能性もございま

すが、そういう時にはですね、補正で対応したいというふうに考えてございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） それでですね、まず診断、そしてまた改修ということになってくるんで

すけど、これまでの耐震診断改修等の数字を見てもですね、ちょっと関心が町民の皆さん方の関

心が少し低いんだろうと感じるんですけど、やはりまずですね、耐震診断をしてもらうというこ

とが大事だと私は思うんですよ。その中で私いろいろと聞きますと、例えば昭和５６年５月３１

日以前の建物でも診断の結果がすべて耐震改修をしなければならないということにはならない

と。一部昭和５６年５月以前の建物でも建物によれば耐震十分耐えられるというような構造にな

っておると聞いておりますが、そういった解釈、理解でよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 耐震診断をして、その診断に合格といいますか、大丈夫で

あれば改修をしないということでのご理解でよろしいと思います。 

○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） それでですね、広報にも耐震診断の交付要件等が出ておるんですけど、

その中で耐震診断派遣事業のところ見てみるとですね、自己負担額が３，０００円または９，７

２０円というような二通りの金額が書いてあるんですが、この違いというのは町民の皆さん方に

も分かりにくいんだろうと思うんですが、この違いを分かりやすく説明をしていただきたいと思



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

- 17 - 

います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今ご指摘のとおり、３，０００円と９，７２０円というの

がかかりますが、これは評価するところが違うだけでございまして、愛媛県建築物評価委員会、

ここでやると３，０００円。それと愛媛県建築住宅センター、ここでおこないますと、９，７２

０円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） いずれにしましてもですね、熊本地震あたりでも４９人の方が亡くなら

れたうち、３７人が倒壊家屋による倒壊による圧死というような報道もされております。ぜひ、

耐震診断の必要性をですね、町民の皆さん方にも今まで以上に情報発信をしていただいて、この

事業の活用を推進していただきたいと思います。 

続いて、空き家対策についてお伺いします。平成２７年３月議会での同僚議員への答弁の中で

ですね、２２年、２３年にも町内全地域の空き家調査を実施したという答弁があったんですけど、

この２２年、２３年の空き家調査とこの今年２７年度の調査というのは、どういう違いがあるの

か。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 私の方からは２２年、２３年度に調査をした内容について簡単にご

説明申し上げます。この２カ年に掛けてですね、外部の方に委託をさせていただいて、町内に残

る空き家の調査を致しました。この空き家の調査の目的につきましては、移住等に資するための

住宅がどの程度あるのか。活用できる住宅はどの程度あるのかというような調査をおこなってご

ざいます。全部の空き家を確認致しましたところ、４４８件の空き家が町内の方に存在をしてい

るというような状況の調査報告がまとまりました。その内、１３４件につきましては、持ち主の

方からの意向も伺いをしておりまして、その中で活用してもいいよと言われた方につきましては

３４件の物件がございました。それから今すぐでは無理だけれども、２、３年後には活用しても

いいよというのが１２件ほどございましたし、全然活用を希望しない方がもちろんいらっしゃい

ました。そういったような状況を把握をさせていただいております。この調査報告につきまして

は、この結果につきましては、今回の２７年度に実施した空き家調査についてもデータをお渡し

して、それをもとに調査もおこなっていただいているというようなところでございます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今、２２年、２３年の調査に加えまして、今年度新たに調

査したものもございますが、その２２年、２３年度に加えた上に、全部の住宅をまわるというの

もなかなか厳しいことがございまして、まず水道データを利用さしていただきました。閉栓状況

を確認しながら、閉栓されとるのが空き家じゃないかなということを想定しながら、町内をまわ

ったということがございますので、２２年、２３年のデータ、プラス今回のデータということで
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ご理解を願ったらと思います。 

○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） ２２年、２３年で実施された空き家調査では、４４８件、そして２７年

で調査された時の結果、６７１件というような数字も聞いておりますが、この３、４年の間にで

すね、２３０件あまりの空き家が増えております。そういったこと考えてもですね、空き家対策

というのは、重要なことだと思うんですが、私はさっき言いました３月議会での答弁の中で２２、

３年の調査を元に２７年度危険度等の実態調査、空き家所有者の意向調査、対象区域の設定、戸

数把握をおこない、２８年度には計画を策定したいというようなことの答弁があったものですか

ら、当然この２７年度の調査の中で、空家対策特別措置法でいう特定空家というものが認定され

ているのかなと思っておったんですが、特定空家としては認定はしていないということでよろし

いですか。もう一回確認をお願いします。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 答弁の中でもお答えさしていただいたとおり、危険空き家、

法でいう特定危険空家に認定致しますと、議員ご指摘のように指導から始まって勧告、それから

命令、強制ということまでいきますので、慎重に判断しながら認定をしていくという必要がござ

いますので、これが全てですね、７２件が全て特定空家等に認定されるという概念ではございま

せんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） ぜひですね、特定空き家の認定は急いでやっていただく方が例えば災害

時の避難路の確保とかですね、いろんな内子町、特に景観を大事にしている、まちづくりをして

いる中で、景観を損なっている状態とかいうのもありますので、そういったことをぜひ早く特定

空家の認定というようなことで対応をとっていただきたいと思います。次にですね、町長から答

弁いただいた町産材を使った木材住宅に対する補助ですけど、前向きに考えるというようなご答

弁をいただきました。私もぜひですね、このことは日本瓦に特定するのではなくて、例えば町長

いわれるように、旧五十崎にも製造会社があります。ですから、これ提案といえばあれなんです

けど、例えば日本瓦にこだわると、それは大事なことだと私も思うんです。ということは、例え

ば日本瓦、町内で製造された日本瓦を使う場合、町外で生産された日本瓦を使う場合、それとま

た違う他の屋根というような三段階くらいに分けられて補助金を決めるというようなことにすれ

ば、今まで以上に地元産材の使用や地元大工さんへの発注へとつながって、地場産業への育成に

は大いに貢献できるんだろうと思います。そういったことをしていただいた上でですね、ぜひ、

補助金の額も２８年度が３５０万ですが、今年度中は無理と言うようなことを言われましたが、

ぜひ次年度にはですね、これを１，０００万、２，０００万、思いきった予算をつけていただく

ことが今の林業製材、工務店さんの地場産業の振興につながると思いますので、その辺のご検討

をお願いをしたいと思います。 

 次に、内子景観まちづくり計画の、新しいものは行儀よく、遠慮がちにつくる、この文言なん
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ですけど、私も町民の方、何人かにこのことを話をしますとですね、やはりあまり良い表現には

感じられんのですよね。自分が家を建てるのに私が思っても、誰が建てるにしても近隣の景観や

隣の方に迷惑かけないように建てるというのは当たり前の話で、それをここであえて行儀よく、

遠慮がちに建てなさいということにとられるわけですよね。そういうことで私はぜひですね、こ

の文言、意味は分かるんですよ。課長言われたように。だったら、そういう文言に書き直すとか

ですね、していただく方が町民の皆さん方にも受入られやすいんかなというふうに感じますが、

訂正されるお気持ちはないでしょうか。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 繰り返しになりますけれども、３年間かけてつくった計画というこ

とでですね、今のところこの計画の基本部分につきましては、変更する考えはございませんので、

ご理解いただきたいと思います。 

○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） あとで景観については同僚議員の質問もあるようですので、私このこと

は触れませんが。 

 続いて、六次産業化の事業について何点か再質問を致します。まず、地域商社づくりへ向けた

調査費です。これ２７年度も株式会社トビムシへ業務委託をしてですね、このことについては、

町業務委託をされて成果品が出ておると私は理解しておるんですが、さらに調査する必要がある

のか。私は、昨年の株式会社トビムシの報告を全協でも受けましたが、その時にもですね、調査

をした結果、地域商社の枠組み的なものはできておるんですが、これに対して地元事業者で手を

あげる人はいなかったという報告も議会で受けております。ということは、私はそのことをです

ね、検証すべきではないか、なぜ手をあげる人がいないのかということをまず検証してから、次

へのステップにつながるんだと思うんですが、その検証はされたんでしょうか。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 今ご指摘がありましたように、２７年度につきましては、あく

までも各産業ごと、林業とか、木材加工に従事されておる関係者等の聞き取りをしまして、可能

性、どういう要件で、地域商社が構成できるかというふうなことについて、調査をいただきまし

て、その報告書をいただいたところでございます。この類型を何パターンかですね、つくってい

ただいておりますが、それに合わせて今年度より、その中でもより実効性のあるものに対して、

十分な調査をしていきたいというふうに考えておりますので、どうかご理解をよろしくお願いし

ます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 今の答弁もなかなか理解しにくいんですけど、こういった成果品がでて

ますよね。これみるとですね、もうすでに内子の家をつくる、不整形フローリングユニットをつ

くる、家具建具、は材で雑貨、玩具などをつくるといった具体的なことが提示されているわけで
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すよ。そういったことで地元のいろんな関係機関に聞き取り調査をされたということで、それを

まとめたのがこれだと私らは理解するんですが、これはただトビムシが想像の中でつくっただけ

ということですか。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 昨年の調査についてどういうふうな商品がということで、そこ

にも図示しております。それの実際に商品化にされている型、また製材関係者等の聞き取りをし

まして、それを総合的に結び付ける地域商社をつくろうというふうなことでございます。その運

営とか、実際にどういうスケジュールでその組織であるとか、規模であるとかですね、事業領域

であるとかっていうのを今年度調査で結びつけをしていきたいというふうに考えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 地域商社をつくるということが前提であればですね、私は三セクでやる

のか、民間主導でやるのかといった方針を行政の方で出されてですね、それに対して参加者を募

りその中でじゃあ何が出来るのか、こういった提案がされとるわけですよ。内子の家ですか。こ

れまた次の３番目にまたそのこともいいますけれども、そういった具体的に出とるわけですから、

これが実際に一緒にやる人がいるのかいないのか。いらっしゃれば、その中でじゃあどういう形

態でやるのかという具体的な話になるんで、いまさらここまでのものが出来あがっておった上に

ですね、調査をする必要がない。この調査費だけでもですね、６２３万ほど計上されているわけ

ですよ。そういったことで私はもっとより具体的な、町民の皆さんが納得できるようなことをさ

れることをですね、私はするべきだと思います。 

 次に、地域における独自の価値保存ルールづくりへ向けた調査費、ややこしい名前ですけど要

は、建築基準法適応除外で古い建物に対して改修なり、耐震診断をおこなおうということだろう

と思うんですけど、これについてもですね、町長にお聞きしますけど、国土交通省住宅局建築指

導課長からですね、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いうこ

とで、こういう通達が来ておるんですが、これ町長見られたことあります。ないということです

が、ここにある文言がですね、そのまま私どもにいただいた資料にコピーペーストみたいな形で

載っておるわけですよ。その中でこのことについてもですね、手続きの流れも示されております

し、分からないことがあれば何でもご相談いただきたいというようなことも書かれております。

そして、私いろいろ全国調べてみるとですね、このことに取り組んでいる、もうすでに取り組ん

でいる、京都市あたりもやっておるんですね。私はそういった先進地を参考に、歴史的建築物の

保存活用や構造安全性に詳しい者らにより構成される委員会というのを速やかに立ち上げて検討

をしてですね、分からないことがあれば国土交通省に問い合わせすれば、職員の皆さん方で十分

出来ることだと私は思っております。わざわざコンサルタントに委託する必要が本当にあるのか

どうか、町長ご所見をお伺いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 職員の能力開発等々も含めてですね、やっぱり専門的な分野から指導助

言をいただきながら、やっぱりきちんとした形で進めないとですね、まだまだある面では骨格は

見えてきたところありますけど、詰めをきちんとやっていくと。これは大事業でございますので、

パッパッとはいかないと。一つ一つ詰めながら進めさしていただかなくちゃいけなというふうに

思っております。ちょっと時間かかるかもしれませんけれども、そういう姿勢で臨んでいきたい

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） 外部の力と外の力というのも当然必要な時もあると思うんですけれども、

まず自分達でやってみる、その中で分からないところを外の力を借りるという方向性じゃないと

最初から職員では難しいので、コンサルに丸投げというようなことでは、私は町づくりにはあま

り職員のスキルアップにもつながらないと思います。 

次にですね、内子ならではの家の設計ということなんですけど、ここで言われる、著名建築家

設計による内子ならではの家という考え方あるようですけど、この著名建築家というのは、この

著名というのは、例えば安藤忠雄とか隈研吾とか、そういう世界的にも有名な建築家のことをい

われるのか、それとも何をもって著名建築家といわれるのか、その辺の定義を聞かせて下さい。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） こちらにつきましても、まず木造建築また構造、それとか文化

財関係について、研究とか実績がある専門家の方にということで、これについても委託業者の方

と協議をしながら選考していきたいということを考えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） それではお聞きしますけれども、先ほどの最初の課長の答弁でもこの事

業の中で、内子ならではの家の基本設計をするということを言われました。ということは、当然

業務委託をしたトビムシは、設計業の許可とか資格というものは持っておられるんでしょうか。

お聞きします。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 委託先のトビムシにつきましては、あくまでも六次化の事業に

ついてのコンサルタント業務をお願いをしてございます。こちらの専門家につきましては、紹介

をいただきまして、そちらの方と協議しながら事業進めていきたいと思いますから、トビムシが

設計をするというふうなことにはならないんじゃない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） 建築士法第６章第２３条ではですね、他人の求めに応じ報酬を得て建築

の設計や管理調査鑑定法令に基づく手続きの代理等をおこなうことを業務とする場合、その事務

所の開設者は都道府県に建築士事務所を登録しなければならない、というような法律もあるわけ
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です。これ今の答弁聞いても、トビムシに委託はした中でトビムシが改めて専門家に相談してそ

こでしてもらうということですよね。ということは、これですね、トビムシより設計事務所に発

注するわけですよ。結果的に。ということは、この部分は内子町から受注した設計業務を下請け

業務としてそこへ発注するんで、自らのために発注するのではないので、これは今のトビムシの

状態は元請負人になる。ということは、その設計建築士事務所としての許可要件を持ってない者

に発注したことになると。私はいろいろ調べた結果、そう理解をしておるんですが、これに対し

て今の申しましたことに対して、法的に問題があるのかないのか。あるとすれば、その根拠を示

していただきたいと思います。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 今回の基礎設計という、内子の家づくりの基礎設計でございま

すけれども、具体的に施主の方が設計事務所に建築をするということであれば、当然そういうふ

うな設計業務を請負うに当たっては、当然建築士登録がないとできないという思っております。

私どもは具体的な場所とかですね、規模とかいうふうなのではなく、内子ならではの家として、

モデル化をする場合について、例えば外観であるとか内装、デザインであるとか、というふうな

基礎的なパターンといいましょうか、そういうふうなものを設計をしていただいて、これを参考

にして自主設計、町民の方達、事業者の方たちがそれを使っていただけるようなものを、今年度

は調査ということで実施をしていきたいというふうに考えてございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 大事なのはですね、トビムシがそういった基本設計をするのであれば、

資格がないとだめなんですよ。でしょう。トビムシが例えばそういう専門業者に発注をする時に

は、トビムシは元請負人ですから。やはり資格がないと内子町としてトビムシにこの業務に関し

ては発注できないと私は理解をしておるということです。その点について、その根拠を示して下

さいよ。法律的にかまんという根拠を。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 恐縮なんですけど、同じ答弁になりますが、基本的に個別の建

物をですね、の自主設計業務を実施するというのではなく、それに向けた基礎的な設計、いろん

なパターンづくりを提案出来るような調査業務をしていきたい。内子の家はこういうふうな作り

で、こういうふうなデザインでというふうなことをですね、昨年の調査結果、内子のあくまでも

内子町産材の利用した六次化をめざそうというふうなことでございますので、内子産の町産材を

使ったパターンとしてお示しできるような今年度につきましては、基礎調査をしていきたいとい

うように考えてございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） これですね、全然答弁にはなってないと私は思うんですよ。私は建築士

法に書いてあることを勘案すれば、トビムシに発注すること自体が法的に許されないんじゃない
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かなと言うことをいっておるわけですから、そのことが別にトビムシに依頼をすることがかまん

ということであれば、その根拠を示して下さい。これは建築基準法に書いてあるんですよ。他人

の求めに応じ、報酬を得て建築の設計や管理調査、鑑定法令に基づく手続きの代理等をおこなう

ことを業務とする場合は、その事務所の開設者は都道府県に建築士事務所登録をしなければなら

ないと書いてあるものですから、私はそれを見た時にじゃあトビムシは当然、そういった要件を

満たしておるんかなと思ったら今満たしてないということです。ということは、この法律に違反

しているんじゃないんじゃないでしょうかねと。もしそうじゃないというんであれば、はっきり

とした根拠を示さないと、基本設計をさすということをさっき言われたんで。トビムシがしなく

ても専門家に頼んでもトビムシが請け負ったことになるわけですよ。そして下請けに出すという

形になるんですよ。一般的には。一般的にはそうだと私は思うんですけれども、なんか内子独自

のルールがあるんであれば、その法的根拠を示して下さい。 

○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） 今回ですね、六次化の事業の中で内子らしい建物を検討します。それ

はですね、具体的な実施建築のための実施設計書をつくるんではなくてですね、例えば木産材を、

町内産材を使った木造住宅でもこんなに若い人に受け入れられるようなモデル的なものができま

すよという図面を書いていただく、絵を書いていただく、それが基本ですので、それはいわゆる

実施設計書ではございませんので、該当しないというふうに考えております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） これいつまで言っても堂々巡りになるんで、あれですが。私はですね、

行政が内子ならではのこんな家を建てなさいということ自体がですね、私は考え方がおかしいと

思います。先程、町産材の建築住宅に対する補助金の時にも言いましたけれども、やはり今はそ

れぞれ多様なニーズ、いろんな考え方や思いが違うわけですよ。そんな中でですね、行政が住宅

メーカーじゃあるまいし、そういったことをすること自体が、もう少し考えた方がいいんじゃな

いかなと思います。例えば、八日市護国とかそういう特定の景観を守っていこうという住民の皆

さん方の理解の中でですね、守っていく地域については、ある程度のルールがあってもいいと思

いますけれども。これを内子町内に家を建てるのにこんな家を建てなさいということ自体がです

ね、私はちょっとおごり的なことに感じますが、町長どうでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からお答えしますけれども、これはなにも強制されるべきことで

はないんです。強制されることではないんです。ただ、やっぱり内子の個性的な町を作っていく、

やっぱり対外的にですね、内子のまちづくりっていうものは、個性を大事にしながらやっぱ今ま

でやってきたわけでございます。そういう意味で、内子で家を建てるんだったらこういうパター

ンが考えられますよね、判断できる判断材料をやっぱり提供していただくということでございま

すから、それに基づいて発注していくということではないわけです。どうぞそこのところはご理

解をいただきたいというふうに思っているところでございます。 



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

‐ 24 ‐ 

○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） トビムシさんは、そういう家のデザインとかは直接されないわけでしょ

う。トビムシさんがまた外部に委託してそういうことをされるわけですよね。ということは、ト

ビムシさんに直接この部分について委託しなくても、こういう専門家に委託すれば良いんであっ

て、資格も何もない業者にですね、そういった委託すること自体が私は間違いだと思います。と

いうことを申し上げて質問を終わります。 

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

 

午前１１時４２分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） １０番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） 午前中の一般質問に続き、午後の一般質問に入るんですけれども、先

ほど休憩時間に４階の庁舎から裏の風景をみておりますと、先ほどの同僚議員が質問されて町長

の答弁もあったように、屋根瓦をずっと眺めておりました。本当に日本瓦のこう配があって、風

情があるなと。また内子自治センターや、大きい建物が土壁の茶色の壁が見えておりまして、あ

とこれ電柱がこれで無かったら本当に良い景観だなというのを先程の質問を聞きながらつくづく

感じておりました。先程の同僚議員の質問、それから稲本町長の行政報告にもありました、私も

５月８日から１７日の間、姉妹都市になりました、ローテンブルクへ訪問団の一員として参加を

さしていただきまして、１１年ぶりでございます。その時のローデンブルクはどのように変わっ

ているかなという感じもありましたが、変わるはずがないんですよね。というのは、それだけの

伝統的な建造物もやはり地域の住民の方、また企業の方、いろんな方が守られているということ

を研修して参りました。私はその中でクナッペさんですかね、局長さんからの説明にもありまし

た、市街地での新しい住宅地の建築についてもいろいろ説明をされたので、このローテンブルク

市の中に新しく規制がかなりあるんですよね。こう配がある、屋根瓦の色がある、向きがある、

施設の中の建屋に対しての束縛まではないですが、やはり景観を十二分に考えた建築物にされて

いるけど、やはり個人の意思で、自分の土地で、自分の物を建てるのに、いろんな反発とか、反

対意見はないものですかというのを聞きました。するとそこでは、やはりこれだけの素晴らしい

町であるということでしょうか、入って来られる方は全てそういったことに対しては、文句は出

てませんと、出たことはありませんということでございました。たまたま建築物が建てられてい

たけど、そういった条例によく分かってない人が４階建ての建物を建てられ、その方に対しては、
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４階部分を取り除くようにというふうに勧告すると、素直にもうすぐ取り除くような形を取られ

ましたという答弁がございました。そういったことを考えてみますと、この内子にも当てはまる

んではないかという景観の条例の重さについて今回は質問したいと思います。 

私が４０年前でしょうかね、二十歳前後の時からこの内子町、旧五十崎でございますが、その

地域ではですね、ある程度の人口も保たれて、当時は住宅地不足により民間企業や土地開発公社

が農地を買い、埋めたり山を削ったりして宅地の分譲を始めました。でも、当時は地元で働く環

境もあり、希望する住民が多くて抽選による倍率は高く、なかなか住宅地を手にすることは、至

難の業であったと思います。そういった住宅やアパートや、働ける場所、工場とか、安心安全の

為の護岸などの改良や建築物・構造物が次々に建てられました。そうしたことによって、街並み

や自然景観から調和や地域ごとの特色が失われていったのも事実であります。経済性が優先され、

建築基準法や都市計画に違反しない限り、どのような形態の建築物でも建てることができ、大変

残念ではありますが、景観や環境は後回しであったと思います。そういったなか、平成１７年６

月１日、景観法が全面施行され、景観行政団体である地方自治体が定める景観条例は、景観法を

背景に、景観問題に対して大きな役割を果たすことになりました。この内子町でも合併をして景

観行政団体に指定された事をきっかけに、平成２０年の９月「内子町景観まちづくり計画」の基

本計画も出来上がりました。当時は、稲本町長も元河内町長時代の副町長だったと思いますが、

間違いないでしょうか。さて、景観法とは何か。良好な都市景観を形成することを目的としてい

るのが景観条例です。この法律は、「日本の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進す

るため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形

成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び、個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国

民生活の向上並びに、国民経済及び、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする」と謳

われています。昭和４３年に金沢市が制定した「伝統環境保存条例」が最初とされているようで

す。都道府県では、昭和４４年の宮崎県の「沿道修景美化条例」が最初といわれ、その後に全国

に拡大していったということです。しかし、平成１７年まで法令の任意に基づかない自主条例だ

ったため、強制力がなく、景観法が平成１７年６月１日に全面施行されて以降、景観行政団体で

ある地方公共団体は、条例で景観問題に対して、大きな役割を果たすことが可能になったといわ

れています。先ほど申しましたように、内子町も景観法第８条第１項の規定により、内子町景観

まちづくり計画を定めており、同法第９条第６項の規定により、この条例を制定され、公表され

ています。その中で、「町長が景観まちづくり評価員の意見を聴いたうえで認めるものについては、

この限りではない。」となっていますが、景観計画に基づく行為の制限の基準は、次のとおりとす

ると謳われています。一番目に、けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、周辺景

観との調和を図る。二番目に、建築物に落ち着きをもたせるため、色彩の性質を十分考慮する。

三番目、周辺景観と対比する色合を使用する場合は、周辺の色調及び規模に十分留意し、対比調

和の効果が発揮できるよう十分考慮する。四番目、屋上工作物は、建築物本体及び周辺景観との

調和を図る。さて、この条例が制定されてからも、内子町にとっては大規模と思える建築物が建

っていますが、その度にこの景観条例、特に色合ですね、が問題にあがります。内子町が目指す

景観に対して、企業経営者、建築主にいかにこの条例を理解していただくかが課題と思えますが、

理事者である稲本町長はどのように考えておられるか質問をします。まず一番目に景観条例の重
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さ、自治体、法の強制力はどこまであるのかお尋ねします。二番目に、この内子町の条例に違反

するとすれば、町としてどこまでどのような対応をとれるのか、要求をするのか質問します。三

番目に、景観条例に違反すると思える建築物の対応に違いがあるように思えるが、今までの整合

性はとれているか、質問を致します。今後も似たような申請が出てくると思うのですが、企業経

営者・建築主へ統一した対応が出来るのかを質問をします。 

 続きまして、内子町の木や花の選定、ゆるキャラについて質問したいと思います。今日の新聞

にも知事がいろいろと載っておりました。その後ろには、ゆるキャラである愛媛県のみきゃんが

ほとんどと言っていいほど必ず登場しております。合併をして１１年になりますけれども、稲本

町政２期目の最終年度も残すところ約半年に迫りました。どの自治体にも独自のシンボルといえ

る町の木や花が選定されています。合併してから１１年が経過する中、旧内子、五十崎、小田と

いう感じではなく、もう新しい内子町という形になって、住民意識も一つになって来ているので

はないかと思っております。そういった節目ではないかと思っているのですが、そこで内子町の

木や花の選定の考えはないか質問を致します。 

 続いて、ゆるキャラについてですが、これは同僚議員が一般質問で町長にされておりました。

その時の稲本町長の答弁では、「ゆるキャラに頼らないまちづくりをする」といった答弁であった

と記憶しております。特産品の紹介などのように地域全般の情報ＰＲ、企業・団体のメッセージ

を発信し、社会と共有することで存在価値を高めていくためのマスコットキャラクターのことで

あります。愛媛県でもみきゃんのキャラクターがあり、県内の多くの自治体でもキャラクターを

設けています。ゆるキャラクターの条件とは、郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること、

立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること、３番目に愛すべき、ゆるさを持ち合わせてい

ることだそうです。２０１５年の９月２３日に名古屋で開催された「ゆるキャラグランプリ２０

１５中間発表」の会場にて、２０１６年１１月５日、６日に行われる発表イベント開催地が愛媛

県松山市であるようです。ゆるキャラグランプリが本州以外で開催されるのは、これが初めてと

なるようです。稲本町長の「ゆるキャラに頼らないまちづくり」という答弁は、稲本町長のまじ

めな性格からすると若干ですが、分かるような気もしますが、逆にこのようなゆるキャラで、地

域おこしや、商工業のＰＲに利用していただければ、因果関係ではありますが、行政の発展に繋

がる事もあるのではないでしょうか。そんなにお金がかかる事でもないと思うし、逆にゆるキャ

ラは内子の子ども達に夢を抱かせるものであると思うが、町長のゆるキャラの考えを再考されて

はどうかと思いますが、それに対しての質問を致します。 

 この２項目についてよろしく、今日の天気のように曇り空が晴天に変わるように、前向きな答

弁をよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方から下野議員にお答えを致します。景観条例のその条例の拘束力

といいますか、重さといいますか、これの具体的なところにつきましては、総務課長の方で説明

させますんで、私はこの景観条例の意図するところ、あるいは内子町がやっぱり景観というもの
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を大事にしてきた町だということは、あえて私が申し上げるまでもなく、下野議員十分にお分か

り頂けるというふうに思っています。これからのまちづくりの中で、もちろん企業活動も大切で

ございますし、農家の皆さん方のがんばりももちろん大切でございますけれども、内子町のよう

な中山間地の場合にこの農村景観の持つ、あるいは歴史的景観の持つものっていうのは、経済的

な価値につながってくるというふうに私は思っております。これからのインバウンド等々も含め

まして、世界から内子の町に来れば、落ち着いた空間の中で過ごすことが出来るよね。おいしい

ものも食べることができるよね。おもてなしにも十分配慮してくれてる町だよね。総合的なこと

から考えてもこの農村景観っていう、あるいは内子の景観っていうのは、経済的な価値を持つに

違いないというふうに私は考えているところでございます。そういう意味で、一つ一つの建物、

あるいは看板、あるいは先程話されました、電柱というものがどういうふうな意味を持つのかと

いうのは真剣に考えないといけない。日本の場合には、どうしても建築基準法でありますとか、

私権、例えば所有権、占有権ですね、こういうものが強く保護されているんですけれども、全体

的に都市計画をどういうふうにしていくかという全体的な調和、バランスをとっていく施策が非

常に弱いというふうに私は捉えています。これからそういうものを一つ一つ大事に考えながら詰

めの作業をしていく。これは内子町だけじゃなくて、全国でそういうこと大事なんだろうな、し

ていくことが大事だなというふうに思っております。もし、内子町のあの本町の商店街から電柱

が見えなくなったら、もっともっと違った空気間があそこの町にあるんではないでしょうか。も

っと素敵なお店が進出してきたり、お客様に振り向いてもらえるようなそんなお店が出来たり、

そういう可能性だったって私はないというふうに思うんですね。そういう意味では、一人一人が

そういう景観の大事さ、行政ももちろん真正面から向き合っていかないかん、大きな課題だなと

いうふうにまず私は思っているところでございます。条例の細かいところにつきましては、総務

課長に説明をさせますんで、ご理解いただきたいと思います。 

 次に私の方から町の木であります、あるいはゆるキャラについてのご質問でございますけれど

も、以前にもこのゆるキャラにつきましては、答弁したと思いますが、私の性格というよりもま

ちづくりっていうのは、一つのなんて言いますか、方向性を持って、少し時間がかかってもその

方向性がぶれないエネルギーはもちろんいるんですけど、そういう方向を少しずつきちんとやっ

ていくっていうことは、とても大事だというふうに思ってます。ゆるキャラにしてもこの町の木

にしても決して私はそのことは決して否定はしません。一つの手段としてそれはあり得るだろう

なというふうに思ってます。ただ、内子町の場合には、木を一つとりましても、今４１自治会の

中で地域づくりの中で、うちは桜を中心にこういう地域を作るんだよ、あじさいを中心にこんな

街を作っていこう、こんな地域にしていこう、様々な提案がされて、毎年、地域づくりの審査を

やって、個性あふれる地域が作られているわけでございます。そういうものを側面的に行政が応

援していく、そういうことの中で個性ある地域が出来てくる。それが私は大事じゃないかなとい

うふうに思っておりますので、この木については、今も現在のところ取り組もうという考えは持

っておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

それからゆるキャラにつきましても、今申し上げましたようなことで、内子町は町並み保存で

ありましたり、町並保存をたんに発して先程議員申されましたように、ローデンブルク市との姉

妹都市の交流まで発展したわけでございますし、道の駅からりを核とした農業の再生など地道な
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がらも地域の歴史や文化、個性にリンクしたまちづくりを進めて参りました。合併後もそうした

取り組みを大事にしながら、小田川を活かした町づくりや、美しい棚田に代表される農村景観の

保全、小田深山などの豊かな山林資源の活用など、産業振興や交流人口の拡大等に努めてまいっ

たわけでございます。内子町はこれからも引き続きこういった持続的で、文化の香り高い、個性

を大切にした内子流のまちづくりを腰を据えて進めていく必要があるんだろうというふうに思っ

ております。ただ、民間の皆さん方が今年の１１月、秋に全国大会あります。民間の皆さん方が

私やるんだよ、町も側面的に応援してほしいということであれば、どんどん町としてはいろんな

場を通じてＰＲもさしていただきたいと思いますし、応援もさしていただこうというふうに思っ

ております。以上で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。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） 下野議員のご質問に答弁をさしていただきます。まず、景観条例の

重さはという点でございます。この景観条例を制定した理由、それから概要につきましては、只

今、町長が申し上げましたとおりの考え方でございます。私の方からは具体的にこの景観条例に

よっての強制力がどこまであるのか。それから違反すれば町としてどのような対応がとれるのか

について。それから３つ目の景観条例に違反していると思える建築物の対応に違いがあるように

思うが、整合性はとれているのかというようなことの質問に答えさしていただきます。まず、１

番と２番について総括的に答弁をさしていただいたらというふうに思います。 

ご案内のように「内子町景観まちづくり条例」は、平成２０年に制定をされました。その目的

は、「景観法の施行に関し必要な事項その他良好な景観の形成に関し必要な事項を定めることによ

りまして、町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展する景観まちづくりの推進に寄与する

こと」とされておりまして、国が平成１６年に定めた景観法に基づく条例でございます。その基

本となる計画として「内子町景観まちづくり計画」を、同じく平成２０年に定めておりまして、

この計画に基づいて現在運用をしてございます。計画には、景観計画区域と景観計画重点区域の

指定がございますが、内子町の場合は町全域を景観計画区域に指定をしております。よって、町

全域がこの条例の適応対象というふうになります。条例では、計画区域及び重点区域内において、

景観法及び景観法施行令に規定する行為、建築物の新築、それから増築、改築等、その他工作物

の建設開発行為などをさしておりますが、これらの行為をおこなうものは、行為の内容を示す書

類を添えて、行為に着手する３０日前までに町長に届け出なければならないということになって

ございます。町長は、届出に係る行為が、景観まちづくり計画に定められた当該行為についての

制限に適合すると認める時は、景観計画区域内における行為の制限の適合通知書により通知する

ものとされています。これに対し、届出に係る行為が計画に定める基準に適合しないと認める場

合は、その届出をした者に対して、必要な措置を講じるよう助言、又は指導することができると

されております。また、届出をしない者に対しては、届出をするよう指導、勧告その他必要な措

置を講ずるものとするとされております。ですが、条例自体に罰則の規定はございません。しか

し、景観法では、届出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、景

観行政団体の長は、その届出をした者に対して、設計の変更、その他必要な措置をとることを勧
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告することができると定められており、当町の条例につきましては、この勧告を受けた者が正当

な理由なくこれに従わないときは、当該勧告の内容及び、当該勧告を受けた者の氏名または名称

を公表することができるというふうに定めてございます。当町の景観条例に定める強制力につき

ましては、以上までということでございます。 

続きまして３つ目、景観条例に違反すると思える建築物の対応に違いがあるように思えるが整

合性はとれているか、今後も似たような申請が出ると思うが、企業経営者、建築主への統一した

対応が出来るのかというご質問でございます。「内子町景観まちづくり条例」の基本となる「内子

町景観まちづくり計画」には、行為の制限の基準が定められておりますが、この基準には但し書

きがあり、議員もご指摘のとおり、「町長が景観まちづくり評価員の意見を聴いたうえで認めるも

のについては、この限りではない」という表記がございます。届出がされる建築物や工作物等は、

立地も形態も様々です。例えば、景観計画重点区域に指定されている駅前、国道５６号都市景観

形成区域は、道路の両側５０ｍの幅の区域内を指定してございます。ですが、同じ区域内であっ

たとしてもその場所、位置に例えば国道に面して建てられる場合、また国道から離れた奥の部分

に建てられる場合では、景観に与える影響も異なってまいります。このような一つ一つの事情を

勘案して、景観に関する事項を調査、審議して、町長に意見を述べるのが景観まちづくり評価員

会の役目です。町で受理した届出のうち、景観計画重点区域に該当するもので、一般住宅以外の

商業施設等については、基本的にすべて評価員会に諮っております。その判断をもとにそれぞれ

の対応を決めてございますが、取扱いと致しましてはまず、正式に届け出を出していただく前に

業者等との事前協議、事前相談を十分におこないながら、お互いに対話の中でそれぞれのところ

で意見を述べ合いながらですね、町としてお願いすべき部分をお願いをして参っておりまして、

最終的にその結果を届け出として出していただいているというのが今の取扱いの流れでございま

す。ただ、中にはですね、新築や増築、改築ではないので条例に該当するとは思わないで、この

内子町の取り組みを知らず、届出をおこなわずですね、色彩変更、改築等をおこなった事例もご

ざいますが、実際には、景観計画重点区域においては、２０㎡以上の建築物の色彩変更につきま

しては、届出の対象となるということでもございます。このように、いろいろな個々の事案によ

りまして事情が異なるケースもございますが、全体としては対応につきましては、どれも同じよ

うな体制をとっておりまして、整合性はとれているのではないかと考えてございます。今後も、

これまで同様に景観まちづくり評価員会の意見を聞きながら、個々の事案に対応していく所存で

す。また、条例への理解が進むよう事業者に対しては、今後一層の周知、啓発を行ってまいりた

いと考えておりまして、具体的に建築事業者等への説明会もですね、具体的な日程を定めて計画

をしてまいりたいというふうに考えてございます。ご理解をお願いしたいと思います。以上で答

弁を終わります。 

○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） まずは、景観について再質問致します。今、山岡総務課長の方から答

弁をいただいたんですけど、今までの事例としては、そんなに調整いうか、ほとんどが話し合い

が出来てそんなに問題がない、整合性が取れているということがございましたけれども、この議

会でも全員協議会や議会でもたびたび皆さん質問されているんですけど、それは本当にとれてい
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るのかというのが、私らの疑問でございます。そのたびごとに担当の課長さんからの説明を受け

ておりましたけれども、それぞれの理由がその時にあったようでございます。この景観条例とい

うのも我々議会が理事者からの提案に対して、議会が承認をしなければならない条例でございま

すので、我々議会もそれを承認したということは、それなりの責任があると思うんですけれども、

そのたびごとに、私の個人の目かもしれませんし、またそれ以外の住民からの声も聞こえてくる

んですけれども、やはり違いはあるのではないかと。対応された施主、また建築主ですよね、は

それなりの協力体制ができているなというふうな感じも思いますし、できれば形等も先程言いま

したようなこう配のある屋根が一番理想的ではあるんですけど。一番に先程言いましたように、

問題になったのは色彩でございます。今回も全員協議会の中で説明がありました、この内子町に

新たな格安のホテルができるというふうな報告を受けております。その中で委員会で先程いいま

した、審議をされたと聞いております。実際、この委員会の重みというのは、結局町長の諮問機

関であってそれに対して最終の決断は、町長がされるということになると、委員会の重みはどこ

まであるのか。ただ、町長の諮問機関で委員の意見を聞いてこうなりましたということで町長が

判断されることになっておるんですけれども、その委員会は、今回の新しい申請が出ているもの

に対して何回開かれて、どういった意見が出て、どういう取りまとめの委員会とされたのかを質

問致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 今の再質問に対してお答えを致します。まず、景観まちづくり評価

委員会を何回開催したかということでございますが、全部で３回開催をしてございます。３回開

催した中でですね、１回目は施工主である業者、それから設計を担当する業者の方に詳細なご説

明をいただきました。その結果をお聞き致しまして、以後いろいろと調整をして参ったわけです

けど、一番最初ですね、景観まちづくり評価委員会、第１回目の評価委員会を開く前にですね、

事前に会社の方からこういう建物をつくりたいというご相談がありました時にですね、町の方と

して景観まちづくり計画に定める内容につきましてですね、待ってほしいということを第１回目

の要望書として提出をさしていただきました。第２回目は、その景観まちづくり評価委員会第１

回目の評価委員会を終えてですね、委員さんの意見をまとめたものをさらに第２回目の要望書と

して提出をさしていただきました。その後、景観まちづくり評価委員会も開催をし、その後の経

過状況も報告させていただいて、第３回目の評価委員会を開催しました時にもですね、譲れない

部分、これだけはお願いをしたい部分というのも３回目の要望書としてそこで議論を尽くし、最

終的に提出をさせていただいたところで、３月２４日付けですね、景観まちづくり評価委員会の

意見を取りまとめ、要望書として提出をしたと同時に、町長に対しても評価委員会の総意という

ことで報告を、諮問をさしていただいたというような状況でございます。 

○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） 委員会では、どういった意見が出て、どういった取りまとめをされて、

建築主さんの方にそれを言われたか。そしてそれに対する答弁は、対処はどうされるかというこ

とを言われたかというのをお尋ねしとるわけです。 
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○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） まず、景観計画に定める中で一番重要となるのが色彩であると認識

してございます。その外壁の色彩についてはですね、内子町の景観まちづくり計画の中に定める

お勧めの色、彩度、明度を落とした色彩にしてほしいというお願いもさせていただいております。

それから、派手なデザイン、こちらについても削除してほしいということと、それから必要最低

限の文字数にしてほしいというようなことです。それからちょうどバスの停留所にも以前なって

おりましたので、停留所の確保についても十分配慮をいただきたいということのお願い。それか

ら緑化の推進に努めていただきたいという内容。それから周囲の景観に配慮してですね、できれ

ば当初６階建てのものでしたが、階数を低くしていただけないかというようなお願い。それから

看板につきましては、小さく控えめに、色彩はホテルの建物の壁面に使用するものと同色のもの、

あまり目立たない、落ち着いた感じの内容にしてくださいというようなお願いをさせていただい

てございます。こういう要望書を、内容をですね、要望書に取りまとめて、届け出者の方にお返

しをしましたが、届け出の内容はですね、まず、外壁の色につきましては、こちらの要望とおり、

色彩を抑えていただきました。ただ、派手なデザイン、それから広告の文字数につきましては、

こちらの要望していたものは、全く聞き入れてもらえませんでした。それから、バスの停留所の

確保につきましては、従来どおりバスを利用する方が乗り降りできるスペース、それから、待合

所の設置もしていただくというふうなことになりました。それから緑化の推進ですが、我々とし

ては、低花木を植栽してほしいというお願いはさせていただいときましたが、芝生による緑化を

敷地面積の３％以上の部分については、確保していただいたというような状況です。それから階

建を低くしてほしいということにつきましては、６階建てということで、変更はなりませんでし

た。それから、看板につきましては、当初計画していたものよりも小さく、それから色彩につき

ましては、落ち着いた色調に変更をしていただきました。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） 一部の色彩については、町からの要望には応えるけど、譲れるものと

譲れられないものがあるということだというふうな答弁と捉えていいと思うんですけど。ただ、

このホテルが出来ることに関して、私が聞いたら住民の方からは、格安である程度の数１３０床

とかですかね、やはりどうしてもこの内子素通りしてしまう。ある程度の人数が確保できる宿泊

出来るものに対しては、誰もそんなに反対するものではない。逆に言うたら歓迎するものだとい

うふうなそういった意見の方が多いと感じたわけですけど、やはり色彩について、どうしても譲

れるものと譲れられないもの、委員会もけっこうたぶんそこらが出とるんではないかというふう

に思うんですけど、これは条例の重さをやはり議会もですし、行政もですし、住民もですし、こ

ういったまちづくりでやりますというのが、ローテンブルクに見習うではないですけど、ぶれな

い行政を河内元町長の時から稲本町長に引き続いてされているわけです。これを、一つを許せば、

整合性が取れなくなると私は思うんです。やはりこの発言の裏には住民の思いがかなり入ってい

ると私は思っていただきたいと思います。ですから、ここで最終的判断は町長でございます。委

員会の意見を聞いたうえで町長が判断をするとなっておりますので、やはりそこで町長がこれか
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らのこの対応に対して、罰則規定はこの条例ではなかなか謳われないし、出来てないことでござ

います。言うたら、ざるの条例になってしまわないようにですね、行政的な手段を今後、法的手

段も取り組んで行く考えがあるのかを理事者である町長にお尋ねします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今、総務課長が答えましたのは事前協議の段階なんですね。いろんなや

りとりのことでございます。これから正式にちゃんとやっていかなくちゃいけませんから、条例

の許される範囲内でですね、最大限のことはちゃんと申し上げないといけないというふうに私は

思っております。と同時に、先ほどの議論の中でありましたように、やっぱり内子流のまちづく

りは譲れないものは譲れないものがございますから、これはどこまでやれるかというのは、今後

の事なんですけど、この線だけは譲れないというものがあるわけでございますから、それは頑と

して守り抜かないといけないというふうに私は思っております。ですから、勧告等も含めてです

ね、対応していく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） 勧告、私も一応、総務課長の言われること、同じものダウンロードし

ておるんですけど、指導・助言・そのあとには、変更の手続き、勧告、適合性の通知をしてこう

いうのを着手となっているんです。でも今、町長言われましたけど、この全員協議会開かれた頃

から後のすぐにもう取り壊しが始まったわけですよね。元あった施設が。それであれよ、あれよ

という間にちょっと国道を走ってみますと、整地されたところには地鎮祭ですよね。もうそれが

始まっているわけです。これが今、申請をされて、それを事前協議の中で進めるというけど、も

うそれ地鎮祭するということは、もう経営者と建築される建築業者との中で、どういった建物で

どういうスタイルで、予算がいくらでというのが決まった中で、やられるんで、ペイントがどが

いに変わるか、どの色彩を使うかによって階数が６階から４階になるかというのは、それで予算

が変わるものではないと思うんですよ。それらが決まって初めて着手されて地鎮祭がおこなわれ

るんですから。これはそんな流暢なことを言っているのでは無理じゃないんですかね。今がもう

進んでいるんじゃないかと多少思うんですけど、完全に。もう一回再質問します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） うちの条例ではですね、高さは規制できないんです。ですから、あと条

例の許せる範囲内で色でありますとかですね、あるいは文字の数でありますとか、そういうもの

を条例の範囲内できちんと規制していくということですから、最終的にそれに従ってもらえない

場合には勧告も含めてですね、対応していくということでございます。これから協議をしていく

ということでございます。 

○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） その条例を作ったことに対して賛同したのは、私たち議会であります

ので、我々にも責任があるかもしれません。その建築物の高さに対してですね。そしたら色彩に
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ついてこのあとの勧告に従わない場合は、あとどのような考えを思われておりますか。お尋ねを

致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私どもの持っている手段と言うのは、条例でございますから、その範囲

内で出来るだけのことは対応しないといけないんですけど、それはそうなった時にまた検討する。

今の段階で、仮定で出来なかったらどうするというのは、今の段階ではお答えは非常に難しいと

いうふうに思ってます。 

○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） ですから、先ほど言いましたように、ものが出来あがってこれを変更

せえというのはもっと難しくなると思うんです。だから、事前協議がどこまでが事前協議なのか、

本協議がどこまでなのか、ちょっと今私も混乱してきたんですけど。やはり内子町の気持ちとし

て委員会でこういう多くの意見が出た、反対だったら反対の意見。それをとりまとめて、それを

要望書を出した。それに対する回答はこうだった。でも譲れないものはこれですとなっていたら、

やはりその譲れないものをちゃんと守ってくれと。その場合には、譲れない場合はこういった手

段に出ますという、言うたら法的な立場です。そのあとどれだけの事が行政として、条例で縛ら

れた中ではこれだけしかできないというんですけれども、稲本町長の気持ちとして守らなければ

ならないものというのは、どこまででも戦い抜いてやるかどうか。その気持ちをお聞かせ下さい。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これは非常に難しい部分ですね。非常に難しい部分なんです。ただ、や

っぱり私たちが持っている武器は条例ですから、これを最大限使うということは当然だと思いま

すね。あとは、どういうふうに施主であったり、あるいはホテル経営者の皆さん方が理解してい

ただけるかということでありますけれども、町民の皆さん方の応援、バックといいますかね、ご

理解がいただけるならば、また違う方法も考えられなくはないというふうに思っております。今

この段階でこういう手段でということはまだ言える段階ではありません。 

○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） すでに私がこの話を住民の数名の方からお聞きした中で、やはり稲本

町政のこれからの任期があと半年残すところでございますけれども、やはり町長のまちづくりに

対する姿勢でございます。やはりこれは、私らも応援するような気持ちの中で、やはり率先して

そういったことは住民も、やってくれる町長、首長なら応援しようという気持ちにはやはり大き

く変わってくると思います。ですから、この一つのまちづくりに対して、ぶれない、整合性のと

れるもの、そうじゃないと企業の方も、首長はこっちに対しては緩やかな判断をされ、こっちに

は厳しくしたとかいうそういうものが、やはりぶれるというふうにとられてもいけませんので、

やはり応援団はまっすぐ進んでいただけるならば、多いと思いますので、住民も必ず先程言われ

ました町長の言葉を信じ、同じまちづくりに対する考え方をしてくれるのではないかと思ってお
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りますので、期待しております。 

 それでは、次のゆるキャラと花のことについて、２番目の質問に入ります。先程の景観法につ

いてのぶれない政治も同じですけど、ゆるキャラについては、なかなかぶれない方向性をもたれ

とるとは思うんですけど、でも町長もですよ、県がサイクリングをやりましょう言うて進めたら、

首長の９人の町長でやはりサイクリングをされ、健康増進に役立てられておられるのであります。

やはりこの内子だけではないとは思うんですけど、決してゆるキャラをしたとしても、作ったと

しても、住民、子ども達にそういったどういうのがいいか募集したとしても、そのまちづくりに

する考え、今の言われるような町づくりと、それと違った形のゆるキャラをしたって、別に問題

はないんじゃないかと私は思うんですけれども、逆にそれをやった方が「山並みくん」でもいい、

「町並みくん」でもいい、いろんなのイメージキャラクター作ってですね、それすることが子ど

も達がそしたらですよ。これは教育委員会だったかもしれませんけれども、新１年生にみきゃん

の帽子をプレゼントしましょうというてね、やっぱ子ども達は喜んでますよ。１年生うれしいで

すよというて町長言われているはずですよ。別に逆に内子のイメージキャラクター作って、それ

に商店街や商工業さんが持っておられたり、からりも一緒に入ってくれて、それにＰＲにしたっ

て、私は別にかまんのじゃないかと思うんですけど、もう一度稲本町長のお考えをお聞かせ下さ

い。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私は個人の趣味でお答えしているんでは、決してないんでございまして

ですね。やっぱりまちづくりの内子の方向性としては、決してこれは否定はしないんです、私は。

こういう手段があってもいいし、それはそれでですね、評価されるところはもちろんあるわけで

すから、このことについては否定はしません。否定はしませんけれども、内子町としてはそうで

はなくて、やっぱり内子流のやり方、今までやって来たようなやり方の中で個性を磨いていくと

いう方向の方が、大切ではないかなというふうに私は判断しているところです。ですから、予算

を組んでということまではですね、私は考えていないということでございます。ただ、申しまし

たように、民間の皆さん方が俺たちは頑張るぞと、これでやるぞと、町も応援してくれよという

ことであれば、私たちは応援することはやぶさかではございません。そういうスタンスでおると

いうことでございます。 

○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） そしたら、住民の声や商工会とかいろんなところからの、そういった

ゆるキャラを作ったらどうじゃろかということが出て、そちらが中心となってやる場合には助成

もできるし、応援も出来るという考え方で捉え方で、またそこらの方の考え方も議会だよりには

載ってくると思いますので、また新たに考え方が出てきたり、自治会の皆さんからのそういった

意見も聞いてみたいと思います。今回の質問、そんなに流暢にいうか、時間をもっておったんで

は私はいけないと思います。着々と進んでおるのは現実でございますので、議会も一緒になって

行政も一緒になって、住民も一緒になってやはり同じ方向性のまちづくりをめざして共に頑張り

たいと思いますので、ここで議員各位の同意もいただいたと思います。これで一般質問を終わり
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ます。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩をします。２時から再開します。 

 

午後 １時４７分 休憩 

 

午後 ２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、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） それでは、６月定例議会にあたり、質問通告書の通り「原発再稼働問題

について」、「過去の原発事故について」及び「ふるさと納税（応援寄付金）について」の３項目

において、まず総括質問を行います。  

それでは、最初に「原発再稼働問題について」稲本町長に質問致します。去る４月１４日夜か

ら熊本県と大分県で相次ぎ強い地震が発生しました。気象庁震度階級では、最も大きな地震とさ

れる「震度７」が４月１４日及び１６日未明に発生したほか、５月３１日までに震度１以上を観

測する地震、有感地震が熊本県と大分県において１，６１３回発生し、その内、震度３以上の地

震が３８５回発生したと記録されています。被災にあわれました皆様方に心よりお見舞い申し上

げます。特に４月１６日未明の地震では、愛媛県八幡浜市でも震度５弱を観測し、携帯電話に緊

急地震速報アラームが音声と共にアナウンスされました。６月に入った現在も熊本地震の余震と

みられる地震が連続して発生しており、いまだ収束しておりません。京都大学の林愛明教授や同

じく京都大学の鎌田弘毅教授は共に、今後 大分県で大きな地震が発生する可能性と、さらに東隣

の「中央構造線断層帯」に影響が及ぶ可能性を指摘しています。その中央構造線断層帯の５キロ

南方に四国電力伊方発電所があり、我が内子町は、伊方原発から３０キロ圏域に位置しています。

以上の状況下において、四国電力は、来月７月中にも、伊方原発３号機を法にのっとり、再稼働

する予定と伺っています。私は、現在、地震が収束していない状況において、再稼働は慎重に対

処すべきと考えます。１万７，０００名余の内子町民の生命財産を守る町長の立場として、現時

点で、伊方原発３号機 再稼働について稲本町長の率直なお考えを伺います。 

次に、過去の原発事故について、稲本町長に質問致します。３０年前の１９８６年４月に、当

時のソビエト連邦、現在のウクライナにおいて、チェルノブイリ原子力発電所４号炉が爆発事故

を起こしました。爆発時、炉心内部の放射性物質が量にして推定約１０トン前後が放出されて、

世界各地に飛散し、北半球全域に拡散したと言われています。また死亡者は約４，０００名、強

制移住者は４０万人以上と言われています。この爆発事故の原因は、まず原子炉制御棒等、根本

的設計の欠陥があった事。原子炉運転員への教育が不十分であった事。特殊な運転を行ったため

に、異常事態を予測できなかった事。低出力では不安定な炉であるにもかかわらず、低出力で運
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転を続けた事。実験が予定通りに行われなかったにもかかわらず、強行された事。実験のために

安全装置をバイパス、省略した事。など 多くの複合的な要素や基本的なミスが原因として挙げら

れています。当時、全世界で最も深刻な原発事故として最悪のレベル７に分類されました。事故

直後、大量の作業員を投入し７か月ほどで、４号炉は石棺と呼ばれるコンクリートの建造物に覆

われました。耐用年数は３０年とされており、現在４号炉を覆っているコンクリート石棺の上に、

シェルター構築計画として、石棺を覆う巨大な可動式アーチを建設する工事が鋭意進められてい

るそうです。次に、５年前、２０１１年３月１１日午後に東北地方太平洋沖地震、東日本大震災

による地震動と大津波の影響により、東京電力福島第一原子力発電所で原子炉の炉心溶融、メル

トダウンなどにより、一連の放射性物質の放出をともなった原子力事故が発生しました。地震発

生当時、福島原発のある大熊町では、震度６強の揺れを観測し、津波の高さは１４から１５メー

トルに達したと言われています。１号機が地震発生の翌１２日午後に水素爆発を起こし、続けて

３号機、２号機、４号機が数日間にそれぞれ水素爆発を起こしました。その結果、原子炉及び、

格納容器の破壊、汚染冷却水の漏れ等によって、放射能が拡散し、汚染地域及び水域は、福島県

はもとより日本国中、国外に空と海から広がったようです。福島の原発事故も、最も深刻な事故

として暫定評価ではありますが、レベル７に分類されています。直接の死者数は４名ですが、原

発により災害関連死を含めた死亡者は、１，６００名に達すると言われています。どちらの原発

事故も、いまだに完全には収束はしていないそうです。最悪のレベル７と位置付けされた２件の

事故の経過・経緯を踏まえてみると、我々現代社会において、原子力発電と共に生きている人間

の一人として、多くの教訓と戒めを教えられた思いが致します。それでは、稲本町長に質問致し

ます。２件の過酷な原子力原発事故を踏まえ、今後に生かす教訓や戒めなど、これからの未来を

託す若者や子どもたちに、伝える思いがあろうかと思います。その想いを稲本町長に伺います。 

次に、ふるさと納税、応援寄付金について稲本町長に質問致します。先ず、伺います。平成２

７年度は平成２６年度に比較して、ふるさと納税の寄付実績が件数・金額ともに大幅に増加した

と伺っています。納税件数が急激に増えたため、事務局方々には、様々な手続きや、謝礼品の手

配仕事等が増え、大変ご苦労をおかけしたことに改めて感謝申し上げます。まず、大幅に増えた

件数と、寄付謝礼品の内容、及び寄付金の実績金額の詳細を伺います。併せて、内子町として実

質的に確保された自主財源としての金額高を伺います。次に、現在 全国的に「ふるさと納税」の

功罪、良し悪しが週刊誌等で話題になり、本来の趣旨や目的・理念から逸脱した「高額納税者優

遇のシステム」等が横行し、問題視されていると伺っています。それらの悪質事例などの内容を

把握されておられれば、その実状・実態を伺います。次に、今後、ふるさと納税制度を正しく、

上手に活用して、内子町が自主財源確保策として、新たに取り組む施策等があるようでしたら、

その内容と実施時期を改めて伺います。以上の通り、総括質問を致します。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 才野議員にお答え致します。熊本・大分両県での先の大地震に関連して、

伊方の再稼働に対してどう思うかというご質問だろうというふうに思います。先般のあの地震で
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は、大きな揺れがありまして、甚大な被害が発生しておりますが、その揺れ、伊方は大丈夫かと

そういう不安感を持たれた皆さん方、多くいらっしゃったんではないかなというふうに私も捉え

ているところでございます。原子力発電所のこの耐震設計におきましては、基準とする地震の揺

れを才野議員ご案内だと思います、基準地震動というふうに言っております。この揺れの大きさ

は震源からの距離でありますとか、震源域の広さでありますとか、震源の位置、地盤の固さなど

によって決まると言われておりまして、原子力発電所の立地条件によっても違ってくるんだとい

うふうに言われております。伊方原子力発電所の場合には、この発電所の北方をとおる才野議員

質問言われましたように、中央構造線の断層帯による地震が最も大きな影響を与えるというふう

に想定して、原子力規制委員会でも審査をされたということでございます。特に、この中央構造

線断層帯と別府・万年山断層帯を合わせた全長４８０ｋｍが連動するケースも考慮されまして、

基準地震動を６５０ガルと評価されておるところでございます。さらに愛媛県から要望を出され

ました更なる揺れ対策として、概ね１，０００ガルの耐震性が確保されているいうことでござい

ます。このことにつきましては、伊方原子力規制委員会の審査や国・県の判断においても妥当と

されているところでございまして、私としてもこれを尊重するという姿勢は、今までとおりでご

ざいます。現時点でこの原発に変わる代替エネルギーが不十分な中で、この代替エネルギーの研

究・開発・普及をさらに加速させるということが大事であろうし、今まで申し上げてきましたよ

うに原発への依存度を下げて行く方法に政策を切るということは、今までも私も申し上げてきた

と思うんですけれども、この姿勢には変わりはございません。この安全管理の分野につきまして

も、これは終わりがないわけでございますから、国、四国電力の動向等を注視すると共に、事業

者の安全管理についても安全を図っていただけるように、今後とも注視していきたいというふう

に考えているところでございます。と同時に、町民の安全対策につきましても万全を期して参り

たいというふうに考えているところでございます。 

二つ目の３０年前に起こりましたチェリノブイリの原発事故、そして５年前の東日本大震災に

起きた福島原発がもたらした教訓といいますか、戒めについてのご質問でございます。これは非

常に難しいご質問かと思いますけれども、私は、国の政策としてあるいは、事業者としてこうい

うものを推進して行く場合に、もしこれでこれをやるんだというふうに決めた場合には、やっぱ

り最悪の場合を想定してきちんとやっぱり対応していく。法的な整備なり、そういうものをまず

ちゃんとやることもあわせて非常に大事だというふうに思ってます。例えば賠償の明確さであっ

たりですね、この医療制度の改善であったり、福島の例えば、子どもたちに対する甲状腺被爆の

問題、とりだたされておりますけれども、こういう検診とか治療、原発との因果関係があるかな

いかということは明確には良く分からないところがあると思うんですけど、それはそれとしてそ

ういうものについては無償でですね、小児がんの研究開発の増額も含めて国がちゃんと対応する

というようなものの法的な整備というのも、当然これは求められるんではないかなというふうに

私は考えているところでございます。いずれにしても施設そのものの審査にあたりましては、原

子力規制委員会が新基準等々の中でこういったものの教訓あるいは戒めというものも活かされて

新基準をつくられたんだろうと。その中で真摯に審査をされたんだろうというふうに私は捉えさ

していただいておるところでございます。以上でございます。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

‐ 38 ‐ 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） 私の方からは、ふるさと納税のご質問に対して答弁をさせていただ

きます。まず、２７年度の寄付実績と２６年度の対比、増加割合等々、それから内子町として実

質確保した金額でございます。平成２７年度における内子町へのふるさと応援寄付金実績でござ

いますが、件数４，０４３件、寄付金額２，４２４万７，２８５円でございました。返礼品や郵

送料を差し引いた実質確保額は、７８５万８，６１４円となりました。寄付を目的別で申し上げ

ますと、まず美しい風景づくりや環境の整備についてが１，９９５件、額にしまして１，０９１

万円でございました。それから、総合計画プロジェクト１０事業などに使ってほしいという申し

出が２，０４４件、額にして１，２３２万２，２８５円でございました。教育振興、図書の整備

に使ってほしいという寄付が１件１００万円でございました。その他、未回答につきまして、３

件１万５，０００円でございます。それから５，０００円以上の寄付をいただいた方に対してお

礼の品の送付実績でございますけれども、多い順に申し上げまして、ソーセージセットが１，５

７４件、３８．９％。富有柿が１，３５４件３３．５％。梨が７９４件、１９．６％。地酒セッ

ト１９６件、４．８％。もち麦うどんセットが４０件、１％。その他につきまして、７８件で２％。

ちなみに、いらないよと言われた方が、７件で０．２％でございました。平成２６年度との比較

でございますが、件数につきましては、平成２６年度が４１件でございましたので、４，００２

件の増、割合にして約９８．６倍でございます。それから寄付金額につきましては、平成２６年

度が４０４万２，８００円でございましたので、２，０２０万４，４８５円の増、割合にして、

約６倍でございます。平成２０年度の納税制度開始から、当初から平成２７年度末までの累計を

申し上げますと、寄付件数は４，２０６件、寄付金額は４，２８８万８，１９６円となりました。

ふるさと納税につきましては、議員ご指摘のように功罪の両面があると考えております。マイナ

スの側面の一つは、寄付をする方が住む自治体につきましては、その分だけ税収が減少になると

いうものでございます。また、最近の傾向と致しましては、寄付を募る自治体間の競争が激しく

なっているとの指摘があり、特産品のみならず、特に高額納税者に対しては、希少な品、それか

ら高額な品を用意する自治体も現れております。こうした傾向については、国会質疑でも是非が

議論されており、総務大臣から各自治体へは、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品を送付

する行為は行わないようする旨の通知もされております。一方、プラスの側面を捉えると、一つ

は、成長して生まれ故郷を離れても、その地域に貢献することができ、また使い道についても寄

付者がある程度関与できるということでございます。また、お礼の品を返礼することによって、

その地域の特産品の消費拡大など産業振興や観光振興につながることになり、納税者と寄付を受

ける側、両方にメリットがある制度でございます。自治体としまして、寄付金の使い方を明確に

することで、ピンポイントで寄付を募ることもできますし、市や町のファンの獲得にもつながり

ます。この度の熊本震災のように、大規模な災害に対しても、寄付が出来る上に控除も受けられ

るということで、義援金を集めやすいというメリットもあるかと思います。ふるさと納税は、地

域の産業振興にもつながる面もありますが、寄付の使い道を競うのが本来の姿であろうと考えて

おります。内子町では、昨年度からクレジット決済システムを導入し、お礼の品も少しずつ充実

させながら、飛躍的に寄付額を増やすことができましたが、今後の課題としてはこれまで頂いた
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寄付をいかに内子のまちづくりに使っていくかということに尽きると考えております。お礼の品

の充実も必要であるとは考えておりますが、それよりも使い道をきちんと明確化し、内子のまち

づくりに共感してくださる方からの応援を受ける方向に今後はシフト転換をすべきであろうと考

えております。議員ご質問の新たに取り組む施策の内容につきましては、基本的に「第２期内子

町総合計画基本計画」に掲げるプロジェクト１０や、昨年度策定しました「内子町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に掲げる重点施策を軸に、昨年度より全庁横断的に議論を進めております。

一人でも多くの内子ファンの獲得のために、早急に素案をまとめ、公表したいと考えております

ので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。以上で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） 再質問さしていただきます。再質問の順序を変えまして、ふるさと納税

の方から再質問させていただきます。今、総務課長の方からご答弁のあったように、２６年度と

２７年度比較したら、２７年度が件数で約６０倍、金額では約６倍のふるさと納税があったとい

うふうにお聞きしました。それまでの２００８年からずっとこの制度が施行されてきたわけです

が、昨年ですね、平成２７年になぜ急激に件数が６０倍、金額が６倍となったのか。そこらのと

ころを事務局としてはどういうふうに受け止めておられるか。その要因等を教えて下さい。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 要因は、いくつかあげられると思います。まず一つ、昨年の６月か

らクレジット決済を導入致しました。ふるさとチョイスの申し込みを開始をさしていただいたと

こでございます。それから、ふるさと納税制度そのものも改正をされまして、今までより控除額

が倍になったということ。それから、ワンストップ納税制度につきまして、５件までの寄付であ

れば、確定申告をしなくて、簡単に控除を受けられるというようなことでございます。それから

わずかながらお礼の品も充実をさしていただきましたので、その辺りが相乗効果として今回の増

加につながったものと考えてございます。以上です。 

○９番（才野俊夫君） 議長 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） いろいろと税制改革があったということもありましたし、いろいろと町

として工夫されたことが功を奏したということが２７年度の結果になったと思います。先程もち

ょっと述べられたんですが、ふるさと納税に対する功罪、良し悪しがですね、最近の週刊誌でさ

れております。内子町としてはそういう事に対して心配はしておりませんが、なお、内子町とし

ての基本的なスタンスをあえてお聞かせて下さい。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 説明の中でも申し上げましたように、派手なお礼の品合戦がおこな

われている中でですね、やはり内子町といたしましては、先程の町長のお話もありましたように

ですね、内子町地道ながら、内子らしい町づくりを続けてきた背景がございます。これからもそ

のようなですね、内子らしい事業に対して寄付を募って参りたい。内子町を応援していただくそ



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

‐ 40 ‐ 

ういう気持を大切にしながら、そういうものに使わせていただきたいというふうに考えておりま

すので、これにつきましても本当に議員からは以前から幾度となくご質問をいただきまして、こ

ちらの方としても十分に誠意をもって取り組んで参ったつもりでございますが、早急にそういう

使い道につきましてもですね、きちんと公表できるような形を整えて参りたいと考えております。

以上です。 

○９番（才野俊夫君） 議長 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ありがとうございます。そのこれからの使い道なんですが、現在の内子

町の場合２つ、町長にお任せコースと、もう一つというふうな２つのコースがあるわけなんです

が、そこらのところをですね、もう少し選択肢を納税者の方に選択できるような数を増やされた

らと思うんですが、その点はどのように考えておられるでしょうか。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） ご指摘のように、町長お任せコースというような曖昧な表現ではも

ちろんだめだろうというふうに考えます。ただシンボルプロジェクト１０という表記もですね、

曖昧な部分でございますので、具体的にお示しをさせていただいて、この取り組みなら内子町を

応援しようというようなそういう共感が得られる内容を重点的にですね、あげさしていただきた

いというふうに考えます。それから、使い道の表示の仕方につきましてはですね、さらなる検討

とそれから庁内の政策会議あたりにも諮りましてですね、最終的に決定をさしていただきたいと

いうふうに考えておりますが、今までどおりの曖昧な表記は、当然のことながら改めさしていた

だきたいと思います。 

○９番（才野俊夫君） 議長 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） よろしくお願い致します。先程の原発の再稼働及び、原発事故について

再質問させていただきます。稲本町長からお話はありました。ただ、立場上ですね、明確な賛成、

反対ということは、なかなか言いにくいだろうということでお察ししますので、それは先ほどの

答弁で十分意図することはとめさしていただきました。実はですね、この２番目のチェルノブイ

リ原発事故と東日本震災における福島原発事故の問題とですね。私もこの５月に町長等と同行し

てローデンブルグに訪問団として行きました。その時にですね、私は２つのことをですね、ドイ

ツの市民の方にお聞きしようという気持ちで行きました。１つは、今ヨーロッパに大量のアフリ

カからの難民が流入しています。その問題について、ドイツのメルケル首相は、推進派で今まで

頑張っておられたが、今後はどうなるんだろうかということと、もう一点はドイツがご存知のよ

うに、２０２２年に原発を全面廃止する、１７ある原発のうち、５基を止めて、あと７基も２０

２２年に全廃するというふうな決定をされたが、それに対してローテンブルクの市民、ドイツ国

民としてどのように考えておられるかということをお聞きしたいと思って行きました。難民問題

については、なかなか難しい問題がございますので、これは別として、先ほどの原発問題ですが、

明快な答えが返ってきました。チェルノブイリ原発事故はソビエト、旧ソビエト政府、ソビエト

の起こした事故で基本的な欠陥、作業員の欠陥もあるし、基本的なマニュアルの欠陥、技術的な
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遅れ等があったから、ああいう事故が起きたと。しかしながら、５年前の福島原発は、日本とい

う技術的にも世界最高水準をいっとる国の鋭意を集めた原子力発電所がいとも簡単に崩壊した。

ということは、原子力については、人間の業では抑えられないと。いかに、想定をしたとしても

それ以上の想定外が起こる。そういった事があるので、ドイツは５年前の福島原発事故のあとで

すね、国を上げて原発をやめる方向に舵をきったと。それが今現在なんで、この流れは政権の政

党が変わろうとも、まずそのまま原発は２０２２年になくなるだろう、なくすだろうというふう

なご意見をいただきました。これは市民の方ですから、それぞれのお考えがあってのことですが、

ただ、結果的にはドイツの国としてそういうふうな方向転換をして、今現在に至っておるわけな

んです。そういった面で私どももですね、やはり伊方原発他ですね、日本国中にあるこれから再

稼働をしようとする原発についてもですね、やはりそういったドイツの例を見習って、参考にし

てですね、やっぱり十分研究していく。町長もできるだけ原発に頼らない電力需要を求めておら

れます。そういうふうなことがですね、あと１歩も２歩も前に向いていくように、私は日本も進

むべきでなかろうかと思うんですが、稲本町長のお考えをお伺い致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） ドイツの置かれた立場とですね、日本の置かれた立場というのは、エネ

ルギー事情というのはやっぱり違うと思うんですよね。これは知事もよく言われるんですけど、

ヨーロッパの場合には陸続きですから、エネルギーが足らなくなっても国間で融通し合うことが

出来る、地理的なものを含めて。だけど日本の場合にはこれは島ですから、なかなか外国からエ

ネルギーを融通してもらうのは、なかなか難しい状況に日本という国はあるんだと。ですから、

可能な限り安全対策をしっかりやって、事故の起こらないように徹底していくと同時に、やっぱ

り代替エネルギーを早く、やっぱり研究・開発・普及するようにしてですね、私先程申しました

けど、依存度を減らしていく方向に舵を切るというのは、私はそういう方向だというふうに私は

理解をしております。若干、ドイツと日本というのは違うところもあるのかなという気はしてお

ります。 

○９番（才野俊夫君） 議長 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 以上で質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 次に、大木 雄議員の発言を許します。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） ５番、大木です。 

〔大木 雄議員登壇〕 

○５番（大木 雄君） まず、４月１４日、１６日に発生、いまだ終息していない、熊本大震災

により尊い命を失われた多くの方々の御冥福を心よりお祈りいたしますとともに、被災された多

くの方々に心よりお見舞いを申し上げます。それでは、通告書に基づき質問を致します。 

 熊本県、大分県両県において、４月１４日、１６日、震度７という熊本大震災が発生、その影

響を直接受けたわけではありませんが、石畳小学校においては、Ｉｓ値０．３３、Ｂランクの建
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造物で、気象庁震度６強から７程度で倒壊し、又は崩壊する危険性があるとされている校舎であ

るがゆえ、万が一の事を考え、耐震構造であるが、非構造部材はまだ耐震未施行の体育館で、４

月１８日、１９日の両日に渡り授業が行われました。その報告を受け、行政サイドにおいて調査

が行われ、一部において震災が原因と推察される部分があるが、危険とされるひび割れ幅につい

ては、被災建築物応急危険度マニュアル、これでは幅２センチ以上としているが、それに該当す

るひび割れは発見できなった。耐震性能を満足しない構造面は、建物長手方向であるが、その方

向において柱・梁のせんだんひび割れについても発見できなかった。本地震動に関しては、建物

の継続使用に支障がないものと考えられると、現地確認報告書が提出されて、校舎での授業が再

開された経緯があるわけですが、私も大変気にかかりましたので、現地にて学校長、それぞれの

先生方に地震前・地震後ついて、説明を受けたわけであるが、その際、壁面に影響があったので

はと思われる部分もありました。現地報告書に於いて、Ｉｓ値の表示に誤りがあり、その後訂正

し、再度訂正報告書が提示されたわけでありますが、肝心な石畳小学校には、６月６日確認を取

ったところ、訂正報告書は届いてないと言うことでありました。住民視点に立っていないのでは

ないかと私は思います。生命を脅かす恐れのある、危険校舎で児童、教職員は不安を感じながら

一日の多くの時間を過ごしているわけです。校舎の耐震化は、以前、同僚議員の質問の答弁では、

平成２７年度末には教育施設の耐震化１００％を目指していると答弁がありました。すでに、期

日は過ぎております。また、２６年６月の私の質問に対し、老朽化した部分は、修繕等対応して

行かなければならないとの答弁もあったわけです。近い将来確実に起きると言われている南海ト

ラフ地震、内子町では最大震度６強が予測されている現状に備え、早急に対策を講じるべきであ

ると思いますが、今回の事案を設置者である町長はどのようにお考えか伺う。 

次に、「安心・安全のまちづくり」の一貫として、老朽化した各自治会館や集会所における改修・

耐震化工事であるが、本年度から立川支館、耐震診断委託料が当初予算で計上され、本格化して

いくことだと思いますが、各自治会館は、地域の避難施設として位置づけされている大切な建物

であるわけです。過去の同僚議員による、同様の質問に対し、財源確保をし、緊急性、老朽化等

総合的に判断し、整備計画を作成し、必要なものから順次進めていくとの答弁で、具体的なもの

ではなかったわけです。今後の計画、又、施設工事完了を何年度と見込んで取り組むのか。描い

ている改修計画はどのようなものか伺って総括質問と致します。 

○議長（池田洋助君） 大木雄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（稲葉 勉君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉 勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉勉君） 私の方からは、地震関連による石畳小学校のご質問にお答えをさ

していただきます。議員ご指摘のように、児童の安全を第一に考え、校長の判断で、４月１８日

と１９日の２日間、耐震基準を満たしている体育館において、授業が行われました。早速、教育

委員会では、児童や教職員及び、保護者の皆様の不安解消を図るため、４月１８日に建設デザイ

ン課の専門職員と一緒に今回の地震関連によるひび割れかどうか、被災建築物応急危険度マニュ

アルを基に調査を行いましたが、熊本地震による影響ではないという結果が出ましたので、その

旨を校長に報告して、２０日から通常通り校舎で授業を行っております。なお、平成２２年４月
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の教育委員会で決定している石畳小学校の統廃合について、平成２７年２月に学校の設置者であ

る町長から石畳自治会等の役員へ答申どおりに取り組むことを説明して、現在、地元からの報告

待ちという状況でございます。今後は、その報告を受けて対応をしていきたいと思います。以上、

答弁とさせていただきます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 私からは、「自治会館及び集会所における改修･耐震化工事」

につきまして答弁をさしていただいたらと思います。公共施設の耐震化事業につきましては、学

校施設や内子町役場の本庁、分庁、支所が終わりかけたことから、避難場所であります、社会教

育施設の耐震化工事に取り組むこととなっております。その中で耐震基準を満たしていない自治

センターであったり、１８の自治会館の耐震化工事が必要となっております。しかし、先ほども

議員さんおっしゃったように財政状況を勘案すれば一度に対応ができないということもございま

す。今後、計画的な整備計画が必要となっているため、先の３月定例議会でお認めをいただきま

した、内子町過疎地域自立促進計画、これは平成２８年から３２年度までの計画でございますが、

この中においてですね、自治センターはもちろんのこと、自治会から要望のあった自治会館を中

心に取り組むよう、現在、計画をしておるところでございます。耐震化事業を進める基本的な考

え方としましては、年に１か所は耐震化工事を行いたいと考えております。建設時期の古いもの

から、また関係自治会等と調整ができたところから実施をしていく方針でございます。よって本

年度、立川自治会館の耐震診断費用を当初予算に計上いただきまして、先日、入札を行い、１１

月末を目処にですね、耐震診断を済ませ、次年度、耐震化工事に着手する計画でございます。過

疎計画に載っていない自治会館につきましては、今後の財政状況や、関係自治会等との調整を図

りながら、計画的に取り組みたいというふうに考えております。なお、集会所等につきましては、

当面のところ耐震化工事の計画というものはございません。以上、答弁とさしていただきます。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） それでは、学校のことはあとに致しまして、自治会等の耐震計画につい

て再質問をおこないます。今、課長言われたとおり以前、自治会館１８施設耐震化が必要である

と言われておりました。今、内子町過疎地域自立促進計画書に基づいておこなうということです

が、大瀬自治センター、立川自治会館、廿日市自治会館、南山自治会館、吉野川自治会館、これ

が２８年から３１年に掛けて予定がなされていますが、これを優先的におこなうということで理

解してよろしいでしょうか。もう一度確認を致します。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 現在のところはですね、この計画書に基づいて進めていきた

いというふうに考えております。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 
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○５番（大木 雄君） そうするとですね、私は耐震化が、この自治会館の周辺で学校施設等な

されていると思うんですけど、そういった場合ですね、もうすでにそこへ近隣の方は避難してい

けるわけですが、孤立する確率の高い周辺地域から、特に山間部を優先して私は避難施設の充実

をはかるべきであると思うんですが、いかがでしょうか。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 当面のところはですね、同じお答えにはなりはするんですけ

ど、当面のところはですね、この計画に基づいてさしていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） それは、それでしたらよしとしてですね、今までこの大災害の時の避難

場所についていろいろ問題が出ているわけですけど、それは福祉避難所ということであります。

わが町においては、特別養護老人ホームみどり苑、神南荘、緑風荘が、福祉避難所に指定されて

いるわけですが、山間部等孤立すればその施設に非難は困難であるわけで、福祉避難所として利

用可能な施設として指定避難所、小・中・自治会館が考えられる訳ですが、指定避難所の耐震化

予定自治会館は、耐震工事とあわせて段差部分の解消、スロープ設置、手すりの取り付け、障害

者用トイレ等、機能整備して、高齢者、障害者、妊婦、乳幼児、病弱者等なんらかの特別な支援

が必要な方々が気兼ねなく避難出来るようにしていってはどうかと思いますが、そういった考え

はないかお聞かせを願ったらと思います。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 今、ご指摘のありました、障がい者に優しい施設改修というこ

とでございますが、やはりご指摘通りすごく大切なことだと思っております。自治会館は基本的

に集会所になっておりますので、その辺りはですね、担当課、自治学習課と総務課の方とまた協

議をしながら、改修にあたっては少しでもよりよい改修ができるように努めたいと考えておりま

す。以上です。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） それでは、そういう方向で早急に施設の充実を図っていただきたいと思

います。 

それでは、町長に伺います。１９日には、全国学力テストが実施されたと記憶しているんです

けれども、今回のように急遽、会場が変更となった時、大きなハンデ、子どもたちはあったので

はないかと思いますが、また、そういう時にですね、下級生徒と一緒にテストを受けるのは、大

変だと集中も維持できないということで、当該児童でない下級生は、野外授業といった対応策が

とられたということですが、これは公平な教育機会が与えられてないと私は思うんですが、改善

する気持ちがありますか、町長、伺います。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） ただ今の議員のご質問ですけれど、たまたま避難していました、１８

日と１９日、１９日に学力テストというのが重なりました。そういったところで校長の判断で安

全な体育館というところで授業をやったわけですけど、そういったところも含めて、校長、現場

では、公平な学力のテストができるようにということで、下級生には申し訳ないですけど、ちょ

っと出ていただいた対応をしていたということですので、ご理解をいただいたらと思います。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） 私が聞きたいのは、その学校で待避して、そういう機会を与えたから公

平であるというんではなくて、他の学習機関で試験を受けた児童等と公平でなかったのではない

かということを尋ねておるんですが。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） いろんな条件があると思いますので、公平な条件にあうような形で石

畳小学校については、校長が判断をしてそういう対応をしたというふうに認識しておりますので、

ご理解をいただいたらと思います。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） そしたら、この件について町長はどう思われますか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） やっぱり与えられた環境の中で臨機応変にですね、最善の状況の中で学

ぶ、受験をするということは当然だというふうに私は思います。ただ、このご質問のことの本質

はですね、やっぱり今まで私が議会でも申し上げましたけれども、今ご質問にはありませんけど、

あえて私お話申し上げますと、やっぱり石畳の場合に全校児童で７名なんですよね。こう言う状

況を考えた時に、教育委員会でも答申を受け、決定し、私どもも町長部局も認めております、学

校再編の問題の中で、早く私は統合してほしいということを常々申し上げてきたわけでございま

す。これに基づいて小田地区もああいうふうなことで整備をしていただきました。御祓小学校も

天神小学校へ統合していただきました。そういう中で子どもの教育環境として、早くいい環境の

中で学べるような状況を私としては、町としては作らなくちゃいけないというふうに思っており

ますので、どうぞ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。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） 私はあえて統合の問題は避けておったわけですけど、理事者の方からそ

ういう言われましたので。地域としてもほっておるわけではありませんで、過去２回ほど統合し

ないよというようなことを出しておって、一昨年ですか、再度どうしたらいいかと、地元で協議

してほしいというようなことを言われ、持ち帰ってそのまま過ごしているというな状況であると

思います。そういった意味で、まだ報告はしてないというのは、今まで散々協議をして統合しな
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いということで２度も報告しておるのに、中立の立場の方がおられるので、そういう人の意見も

聞いて、また返答してくれというようなご依頼であったような気はします。だけど、中立で分か

らないという返事がアンケート上で出た人の意見、これは中立で分からない、それを素直に受け

止めて、今総合的に判断をしていったのだから、切り崩しのような毎年度、毎年度、協議をして

いかなければならないのかという不信感があるのも事実ですが、そういった点はどうお考えでし

ょうか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 先程、課長の答弁でも申しましたように、平成２７年の２月に自治会

の役員さん及び、ＰＴＡの会長さん、副会長さん、議員も同席されとったと思うんですが、その

中で町長より再度、見直しの検討をというようなお話をして、地域で持ち帰って検討をするから

というご返事で、今その結果を待っているような状況です。１年以上経っているんですけど、再

度自治会長さんの方につきましては、その結果は石畳の方でどうなっているのか、早く報告をし

て下さいというようなお願い等もさしていただいているような状況ですので、そこらを含めまし

て、早急な回答というか、お話をいただければ幸いかなというふうに思ってます。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） そうするとですね、統合しないというような返事が回答といいますか、

そういうものを出した場合にですね、そういった施設ですね、改修していくお考えはあるのかど

うか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） まず回答をいただいてから、そこでじっくりと取り組み方を検討した

いと考えております。ご理解下さい。 

○議長（池田洋助君） ここで１０分間休憩をします。３時１０分から再開します。 

 

午後 ２時５８分 休憩 

 

午後 ３時１０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 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） 質問に入ります前に、まず、熊本地震によって被災をされた方々にお

見舞いを申し上げますと共に、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りを申し上げますと共に、被
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災地の一日も早い復興復旧を願いまして質問に入ります。 

 さて、５月２４日付けの新聞報道によりますと、国主催による核ごみ処分地の説明会が開かれ

た事が報道をされました。そして、昨年６月にも非公開で開かれていたことも明らかなりました。

国民や町民の知らない所でこのような会合がおこなわれていたことが明らかになったわけであり

ます。新聞報道から見えてくるのは、伊方原発をはじめ、全国の原子力発電所から排出をされた

高レベル放射性廃棄物の、最終処分地の受け入れ先の候補地さがしの一貫としておこなわれた、

説明会だったと私は考えるわけであります。さて、この会合には、県内２０の自治体のうち、１

９自治体が出席されたという報道であり、出席自治体名は明らかにされておりません。そして、

昨年は１５自治体が出席をして同様の会が開かれていたことも報道をされたわけであります。こ

の説明会に内子町は、出席されていたかどうか。そして昨年の会合にはどうだったのかについて、

まずお伺いを致します。特に昨年は非公開で開かれましたが、今年は公開することにした理由と

して、理解が進んだことをあげているようでありますが、住民には何一つ知らすことなく、この

様な会合が進められている、理解が進んでいるというような今の状況について、私はこのような

会合を持たれること自体に国民に疑惑を持たせるのではないかと思うわけであります。福島第一

原発事故まであまり知られておりませんでした、使用済み核燃料の貯蔵の実態や、廃棄物の危険

性を考えると、核ごみの処分地は住民の暮らしの安全を考えますと、安易に受け入れられないの

が当たり前であろうと考えるわけであります。この説明会について、どの様に受け止めて来られ

たのか。特に、伊方原発１号炉の廃炉作業がこれから始まる事を考えますと、なおさらこの問題

は、町民の声を反映した姿勢が必要であり、当町の核ごみ、処分地選定に対してどの様な今後姿

勢で臨まれるのか、このことについてお伺いを致します。熊本地震が我が国最大と言われる中央

構造線断層帯の先で起きており、二か月経った今なお余震の続く中で、伊方原発の再稼働が予定

されております。この様な国と四国電力の再稼働に向けての動きに対して、町民の命と財産を守

る上でも再稼働に対して慎重な対応が必要と考えるわけであります。私は、町長自らが再稼働す

べきでないという姿勢を示めされる事を強く臨むものであります。町長のご見解をお聞かせいた

だきたいと思います。併せて我が国最大といわれる中央構造線断層帯に近い、伊方原発に対する

耐震設計の基となる基準地震動の見直しが必要との専門家の意見があるわけでありますが、この

ことについての稲本町長はどのように受け止めておられるか、これについてもお伺いを致します。 

 最後に環境行政と併せ、防災行政などとも併せて、憲法に係る問題でありますが、地震災害な

ど大規模自然災害の対応のため、緊急事態条項が必要との考え方が安倍首相を中心にして出され

ておるようであります。内子町にとって大規模災害が起こった時を想定をして、このような国家

緊急権が必要と考えておられるか、どうか。これは先の震災を踏まえて、ある新聞社が全国の自

治体の首長に出されていたアンケート調査の設問でもありましたが、稲本町長はこの問題にはど

の様なお考えを持っておられるかについてご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） 宮岡議員にお答え致します。私の方からは伊方原発３号機の再稼働、そ
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れからそれに関連する熊本震災についての所見を求められている、このことにつきまして。それ

からもう一つは、憲法の改正とも絡みがあります、緊急事態条項につきまして、この２点につき

ましてお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、最初に伊方原発３号機の再稼働問題につきましては先程、才野議員さんのご質問にもあ

りまして、それにお答えした内容、その通りでございますけれども、ご質問でございますので、

あえて重複するかもしれませんけど、お答えを申し上げたいというふうに思います。一般的に先

程の熊本の地震では大きな揺れがあったり、被害もたくさん発生しているということでございま

して、それに伴いまして、伊方の方は大丈夫かなというような不安感を持たれる方はたくさんお

られるというふうに私は思っております。そうした中で、原子力発電所の耐震設計において基準

とする地震の揺れを議員ご質問の中にもありましたけれども、基準地震動というふうに捉えてお

るわけでございますけれども、地震によるこの揺れの大きさと言うものは、震源からの距離であ

りますとか、震源域の広さ、震源の位置、地盤の固さなどによって決まる為に、原子力発電所の

立地条件によって違っていくるということは言われております。伊方原子力発電所の場合には、

この発電所の北方を通る中央構造線断層帯によります地震が最も大きな影響を与えるというふう

に想定されておりました。特に中央構造線断層帯と別府万年山断層帯を合わせた全長４８０ｋｍ、

これが連動するケースも考慮して、基準地震動を６５０ガルというふうに評価されております。

さらに愛媛県から要望を出された更なる揺れ対策として、概ね１，０００ガルの耐震性が確保さ

れているということでございます。このことは、原子力規制委員会の審査や国・県の判断におい

ても妥当とされているところでありまして、私としてもこれを尊重するという姿勢は今までどお

りでございます。もしこれで疑問な点があれば原子力規制委員会等々においてですね、きちんと

審査されるものだろうというふうに私は考えているところです。それから現時点でこの原発に変

わる先程申し上げましたけれども、代替エネルギーが不十分な中で、代替エネルギーを加速さす

ような政策をさらにとっていただきたいと思っておりますし、依存度を全体的に下げて行くとい

う方向にハンドルを切っていくということをぜひ私はやってほしいというふうに思ってます。ま

た、町長として町民の皆さん方の安全対策、これには万全を期さなければならないというふうに

も思っておるところでございます。 

それから、緊急事態条項につきまして、お答えを申し上げたいと思います。私も阪神淡路大震

災や東日本大震災のあの悲惨な状況は、今でも忘れることはできません。先般の熊本地震におき

ましても、大変な被害が発生しておるわけでございます。今後、首都直下型の地震や南海トラフ

地震なども指摘されている中で、これらに対応するために憲法を改正して緊急事態条項を入れ、

首相が閣議で緊急事態を宣言すると法律と同じ効力をもつ政令の制定が可能となったり、国の指

示に国民は従う義務が生じるというように理解しております。一定期間憲法の定める三権分立と

いう憲法の秩序を停止することにつながりかねないということなどからして、このことは結論か

ら申し上げますと、慎重な判断が求められるんではないかなというふうに捉えております。今の

段階で今の状況の法整備で難しいのかと言いますと、現行の災害対策基本法であったりですね、

あるいは災害救助法であったり、警察法であったり、自衛隊法であったり、既存の現行の法律制

度の中での運用の中で、対応は可能なんではないかなというふうに私は捉えているところでござ

います。以上でございます。 
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○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） 私の方からはですね、５月２３日に国主催の核ごみ処分地説明会の

件につきましてご回答を申し上げたらと思います。一つ目、当町はこの会合に出席されたかとい

うことでございますが、内子町からも２名の職員が情報収集の目的で出席を致しました。この説

明会は参加自治体名が明らかにされていないが、どのような目的をもって案内されたかというご

質問ですが、高レベル放射性廃棄物の最終処分については、科学的有望地、科学的有望地とは、

科学的により適正が高いと考えられる地域のことでございますが、この有望地を国があらかじめ

提示するなど、国が前面に立って取り組むとの新たな基本方針が、昨年５月に閣議決定しました。

その後、経済産業省資源エネルギー庁は、地層処分による最終処分の必要性などに関する情報提

供や自治体説明会など様々なことに取り組んでおります。こうした状況も踏まえ、地層処分の基

本的な考え方や、安全性に関する様々な視点、例えば処分後の長期の安全性、建設や操業時の安

全性、輸送時の安全性などでございますが、そういったような視点から地層処分の科学的有望地

の検討状況や選定のプロセス、最終処分の実現に向けた考え方、これまでの議論の成果などにつ

いて説明がございました。現在、科学的有望地は提示をされておりませんが、平成２８年度中に

は提示をされる予定というふうに報告を伺っております。以上、簡単でございますが、答弁とさ

せていただきます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 昨年の会合については、どうだったのかについては明らかにされてお

りませんようですが。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 大変失礼致しました。今年度開催された内容、それから昨年度開催

された内容、ほぼ同一のものということで報告を受けてございます。 

○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） ということは、昨年も出席をされたというふうに受け止めてよろしい

ですか。それで今回、昨年までは非公開だったのが、今回は公開をすると。ただ、参加した自治

体名は明らかにしないと。それは、一定の理解が進んだというふうに発表されているわけであり

ますが、当町としては、その辺についての理解がどう進んだのか。その辺についてお聞かせをい

ただきたいと思います。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 前回の説明、それから今回の説明につきましては、国の進め方につ

いて、情報をお聞きしたというようなことでございます。この最終処分地の件につきまして、ま

だ当町の方では何も検討はしてございませんし、もし、するということになったとしても、まだ
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まだ情報が不十分でございますので、検討する余地もまだないかなというふうに考えています。 

○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） 国がかたくなにこういう会合について秘密を守りたいというような感

じで、今までやって来られて、今年やっとやったということについては明らかにされたわけでご

ざいます。私はこのようなやり方自体が地域に住む住民をないがしろにしたまま、こういう会合

が開かれるということ自体に非常に核問題についての危険性を強く感じるわけであります。先程

も私申し上げましたように、伊方原発は一号炉がまず廃炉に入ります。これから３０年か４０年

かけてこの廃炉作業がおこなわれると思うんでありますが、実を申しますと、内子町のある産廃

施設に特定計画という、残土捨て場として計画をされた施設に、伊方原発の中でおこなわれた残

土が持ち込まれているわけであります。私はこれは以前から廃炉作業に向けての予備としてそう

いう部分をみているんじゃないかという、私はそういうふうに受け止めてきたわけでありますが、

そのことについてこれは町長にお聞きをしたんでありますが、今後廃炉作業やそういう中で残土

ではなくてやはり廃炉に関わって出てくるごみについて、民間企業がやるわけでありますから、

町がなかなか口出しをできない。県はそういう施設を作りたいということで進めておる中で、本

当に町民のそういう健康やそれを守る上で、そういう施設に、もしそういう部分が入ってきた時

に対しての心構え、これはどのように考えておられるか。特に、この核の国が進めております、

このごみとはちょっと性格が違うかもしれませんけれども、やはりこういう問題については、札

幌市長がある記事に論文書いておられましたが、やはりこういう問題は、やはりまだ国の廃棄物

としての特定の禁止条項に入ってない部分があるので、これを国の制度、法律として規制をする

ことを求めるというような記事を見たことがあるわけでありますが、国のそういう方向の中での

１号炉の廃炉作業がこれから始まるわけでありまして、核のごみについての見解、内子町にとっ

てどうなのかということをお聞かせをいただきたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これから１号機もですね、長い時間かけてですね、廃炉に向けて作業が

進んでいくわけでございますから、国の方もそれなりの、そこの中で廃炉に向けての処分の技術

開発ということも併せて、どんどん進化して行くだろうと、進んでいくだろうというふうに思っ

ております。内子町としてということでございますけど、今の段階でですね、まだ右とか左とか、

イエスとかノーとかどうか判断できる状況ではまだございません、それは。国のいろんな説明会

なんかもですね、今始まったばっかしですから。今の段階で予断を持って発言するということは、

できませんので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 重ねて伺うわけでございますが、今、そういう核の燃えカスについて

の処理の技術が完成しているとお考えかどうか。私は、国自身がこの問題で住民に知らさんまま

にこういう会を開かないかん状況というのは、そういう技術が未完成であって、原発そのものが

未完成のものというふうに受け止めているわけでありますが、そのことについては町長どう。以
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前、四国電力が議会の方へ説明に参りました時には、それは十分、そういう部分は完成している

というような、私は違いはせんかということを受け止めたわけでありますが、そういうことを言

って、ここでも安全神話を振りまいて帰られた。こういう状況の中で、稲本町長自身は今の科学

的な問題としてこれが完成しているというふうに受け止めておられるのか、どうなのか。この点

について。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 大変申し訳ないですが、私は科学者ではございませんので、そこのとこ

ろの科学的な見地というのは良く分かりません。ただ、やっぱり人間のもつ技術、英知というの

は年々進歩さしていくべきものだと思いますし、今このレベルだったからこれからずっと未来へ

以後このレベルだということでは決してないだろうというふうに思っております。しかし、それ

がどういうふうな社会的な評価を受けるのか、価値を持つものなのかというのは、今の段階で私

の方から発言できる事ではございませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 先程、町長、同僚議員の質問に答えられて、伊方原発は６５０ガルに

変更されたと、見直しをされたと。１，０００ガルまで大丈夫なんだというご答弁でありました

が、今度の熊本地震では１，３３９ガルの地震、振動であったということが報道されております。

特にまた四国電力は、伊方原発は硬い岩盤の上にあるから大丈夫なんだというようなことをよく

言われますが、特に硬い岩盤の上であっても内陸型の地震の場合は、非常に縦揺れが多いんだと

いうことでありますが、縦揺れの場合はコンクリート製の建物や、そういう施設というのは、非

常に弱いという事が言われております。そういう点から高知大学の教授をはじめとして、専門家

の皆さんは伊方原発の評価の仕方、これを見直すべきだと。このことを強く言われておるようで

ありますが、四国電力が今、見直した１，０００ガルまで大丈夫だと言い方、それについて私は

評価の見直しについて、町長はどのように考えておられるか。実際に熊本では１，３３９ガルの

地震であったという報道をみた時に、私は専門家が言っておられる伊方原発の評価について見直

すべきだという、これは住民の生命・財産を守る上でもこれを当然求めて行くべきだと思うわけ

でありますが、町長はこの点についてはどうお考えか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 熊本で起こったから伊方でも起こるということは分かりません、これは。

起こらないかもしれないし、起こるかも、それは分からない。でもそういうふうな想定も含めて

先程申し上げましたように４８０キロという長い延長の中でですね、科学的に検討されて６５０

ガルという線を出されたんだろうと、原子力規制委員会の中でもそういう線で審査をされたとい

うことでございますから、新たな知見が出てもう一回審査するということであれば、規制委員会、

あるいは国の方でやられるだろうというふうに私は思っています。以上でございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 
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○１５番（宮岡德男君） 分からないのは、確かにその通りです。起こらないかもしれないし、

私は起きることを前提にして災害対策を立てるのが私は政治の役割だろうと思います。そういう

立場からしますと、やはり専門家が言っておられる伊方原発の今のあの評価の現時点、これを再

評価すべきだということが、私は住民の生命財産を預かる政治に関わっている人間として当然、

それはおこなうべきだとそういう立場に立つべきだと思うんであります。そのことはもうこれ以

上言いませんけれども、実際に起きている、この１，０００ガル以上の地震が起きていた実態が

あるわけですから、これは起きないかもしれんなどど悠長なこと言っておれんと思うんです。そ

れは、私はこの認識だけは改めていただきたい。この事を強く求めておきます。 

あと最後の憲法に関わる問題については町長が述べられた見解というのは、私ども同じような

見解を持っております。今、自民党の改憲素案では、自然災害を想定をして、これを緊急事態法

を発動すべきという声が出ておるようでありますが、このような自然災害に連動をして憲法を変

えて行く、立憲主義を変えて行く方向については、私は断固反対をしていくことを述べまして、

私の質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 以上で一般質問を終結します。 

 これから議事日程に従って提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ６ 予算決算特別委員会の廃止について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 予算決算特別委員会の廃止について」を議題とします。 

 予算決算特別委員会委員長より、報告をお願いします。山崎正史特別委員長ご登壇願います。 

○予算決算特別委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史特別委員長。 

〔山崎正史予算決算特別委員長登壇〕 

○予算決算特別委員長（山崎正史君） 議案書の１の３ページをお目通しいただいたらと思いま

す。それに沿って報告をさしていただきます。平成２５年１２月１９日、第６６回定例会におい

て議員全員による予算決算特別委員会が設置され、予算決算に対する審査が付託されました。本

特別委員会は議案審査において本会議中心主義から委員会中心主義へ移行することにより、より、

詳細な説明を求め、一問一答により多くの質疑を重ね、慎重に審議することが出来ることから、

特別に設置されました。当初予算の審査は３回、決算認定審査を２回おこない、審査結果につい

ては本会議にて報告をおこなって参りました。本来的に特別委員会はその会ごとに設置されるも

のでありますので、特別委員会における閉会中の継続審議も含め、予算決算に関する審査の負託

事件は本報告をもって終了したことを報告し、最終の委員長の報告とするものであります。 

○議長（池田洋助君） 質疑・討論は省略します。 

 山崎委員長、席にお戻り下さい。 

 ただ今の予算決算特別委員長の報告をもって付託した審査事件は終了しました。よって、予算

決算特別委員会を廃止したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、予算決算特別委員会は廃止となりました。 
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日程第 ７ 発議第 ２号 内子町議会委員会条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 発議第２号 内子町議会委員会条例の一部改正について」

を議題とします。 

提出者であります、議会運営委員長に趣旨説明を求めます。 

○議会運営委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田議会運営委員長、ご登壇願います。 

○議会運営委員長（中田厚寬君） 内子町議会委員会条例の一部改正について。内子町議会委員

会条例の一部を改正する条例を別紙のように定めることにつき、地方自治法第１０９条第６項及

び内子町議会会議規則第１４条第３項の規定により、提出する。平成２８年６月９日提出。提出

者、内子町議会、議会運営委員会、委員長、中田厚寬。提出の理由、予算決算特別委員会の廃止

に伴い、予算決算常任委員会を新たに設置するため内子町議会委員会条例の一部を改正するもの

である。内子町議会委員会条例の一部を改正する条例。内子町議会委員会条例（平成１７年内子

町条例第２２５号）の一部を次のように改正する。第２条に次の１号を加える。（４）予算決算常

任委員会、１５人。ア、予算に関する事務。イ、決算に関する事務。附則、この条例は、公布の

日から施行する。議案説明資料に新旧対照表がでているので、ご覧いただきたいと思います。 

○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。 

 中田委員長、席にお戻り下さい。 

 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、「発議第２号 内子町議会委員会条例の一部改正について」の採決に入ります。本案

を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（池田洋助君） この際、暫時休憩します。 

 これより予算決算常任委員会を委員会室でおこないますので、ご移動を願います。 

 

午後 ３時５２分 休憩 

 

午後 ４時０２分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 休憩中に予算決算常任委員会が開かれ、正副委員長の互選がおこなわれましたので、その結果

をご報告致します。予算決算常任委員会、委員長に山崎正史議員。副委員長に大木 雄議員。以
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上でございます。 

 

  日程第 ８ 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（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

  日程第 ９ 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（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８ 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（産業建設厚生常任委員会付託のもの）」「日程第９ 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（産業建設厚生常任委員会付託のもの）」を一括議題と致します。 

 この２つの請願は、３月定例会において産業建設厚生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査

となっていたものであります。産業建設厚生常任委員長から審査結果の報告をお願いします。山

本徹委員長、ご登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本 徹委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。 

産業建設厚生常任委員会に付託されました、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について、５月２０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、賃金の下落が、消費の低迷、

生産の縮小、貧困の拡大、労働力の地方からの流出を招いており、地域からの経済好循環の実現

に向け、最低賃金の地域間格差を縮小し、大幅な引き上げを求めること。並びに、中小企業への

支援策を拡充し、雇用の創出と安定に資する政策を実施することを求める意見書を、国に提出す

ることです。討論において、「中小企業は仕事が少なくなっている状況で、中小企業の支援策が決

まってからでないと、賃金改善は困難である。」との意見。また、「安倍政権の１億総活躍プラン

に沿った、中小企業の支援を含めて、賃金改善を求めるものであり、反対する理由はない。」との

意見。「現代において、生活して行くには、時給１，０００円は当然である。」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、委員会条

例第１６条の規定により、委員長により不採択と裁決致しました。よって、「請願受理第２号」は、

不採択とすべきものと決定致しましたので、ここに、ご報告申し上げます。 

続きまして、「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、「内子町が発注

する公共工事や業務委託について、町が適切と考える賃金・報酬が、事業に従事する労働者に確

実に支払われるよう、公契約条例の制定に向けた検討」をすることを求めるものです。協議にお

いて、「問題点などの調査が必要である。」また「様々の意見を聞いて協議が必要である。」との意

見がありました。採決を行った結果、「請願受理第３号」は、全会一致で継続審査とすることに決

定しましたので、配付しております申出書のとおり、お認めいただきますようお願い申し上げ、

委員長報告を終わります。 



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

- 55 - 

○議長（池田洋助君） ただ今の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

 討論、採決は個別におこないます。 

 最初に「請願受理第２号」の討論に入ります。この請願に対する委員長報告は、「不採択」です。

よって、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） 反対が先にやるんじゃないんですか。 

○議長（池田洋助君） 賛成からします。 

○１５番（宮岡德男君） 原案に賛成の立場で討論に参加を致します。今、我が国企業の９９％、

雇用の７０％を占めているのが中小企業と言われております。この小規模企業がこの３０年間で

１４０万社について減少をしている。このことは、雇用の担い手が消失をしてきたということで

あります。特に、今年の予算書を見ておりますと、中小企業対策費は１．７％を削減をされてお

ります、全体で。予算全体に占める割合は０．３１５％となって、これはまさに史上最低となっ

ているのであります。こういう状況の中で中小企業の支援は、一刻も猶予を許さない状況になっ

ていると思うんであります。それと同時にそこで働く労働者の皆さんの賃金は、どうなのか。こ

の内子町でも、ちょっとこれは古い資料でありますが、給与所得を見てみますと、３年前の資料

になりますけど、そう今大きくは変化をしていないのではないかと思うわけでありますが、所得

２００万以下の方が町内の働く人の７２％という資料があるわけであります。こういう状況の中

から見ますと、本請願で言われております、働く人達の給与の引き上げ、最低賃金を１，０００

円以上にしてほしいという声。これを本当にやろうとすれば、まず中小企業者に対する支援を国

に求めて行くと。この事が私は最低限必要な問題ではないかと思うわけであります。この国に対

する中小企業支援策について、私は当然、本議会として国に対して求めて行く。このことが非常

に重要であろうと思います。この事が内子の経済を引き上げて行く、この様に思うわけでありま

す。そういう立場から、本請願は当然採択をして国に意見書を上げるべきとそういう立場で賛成

の討論をおこないます。 

○議長（池田洋助君） 次に請願に反対者の発言を許します。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 私はこの請願に対し、反対の立場で討論致します。最低賃金の地域格差

をなくして大幅な引き上げについては、地方の企業にとっては厳しいものがあるのではないかと

考えます。企業の賃金は、企業の生産性向上などから採算の中で決定されます。都会と地方では

物価も違いますし、需要と供給も違います。最低賃金の大幅な引き上げは、地方の中小企業にと

っては負担が大きく、企業の存続にも影響しかねません。雇用の場が失われる可能性もあると考

えます。賃金が上がれば労働者にとっては、ありがたいことですが、収益率の小さい中小企業や

零細企業では経営が難しいものになるのではと考えます。また、支援策の拡充においては地域経
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済を支える中小企業の活性化を目指し、固定資産税の軽減や物づくり補助金、中小企業、小規模

企業の悩みに専門家がワンストップで対応したり、事業承継支援など多彩な支援策が２７年度補

正予算、また２８年度予算に多く盛り込まれております。以上の事から中小企業の生産性向上に

は今後期待するところがあります。よって、私は本請願には同意しがたく、反対致します。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「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」の採決に入ります。 

 「請願受理第２号」を採択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） 起立少数です。 

 したがって、「請願受理第２号」は不採択とすることに決定しました。 

 続いて、「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」です。 

 お諮りします。お手元に配布しております、申し出書のとおり、引き続き、閉会中の継続審査

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。 

 よって、「請願受理第３号」は、引き続き閉会中の継続審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致しました。明日１０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 ６月第８４回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２８年 ６月 ９日（木） 

○開会年月日   平成２８年 ６月１０日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長   亀 岡   弘 君 

税 務 課 長  入 海   孝 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会計管理者  安 川   徹 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課長  林 愼 一 郎 君     産業振興課長  山 本 真 二 君 

小田支所長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 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      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  稲 葉   勉 君 

自治・学習課長  亀 沖 明 義 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  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第５号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 報告第 ３号 専決処分の報告について 

日程第 ４ 報告第 ４号 平成２７年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

‐ 58 ‐ 

日程第 ５ 報告第 ５号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算につ

いて 

日程第 ６ 議認第 ２号 内子町固定資産評価審査委員会条例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 

日程第 ７ 議認第 ３号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を

求めることについて 

日程第 ８ 議認第 ４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処

分の承認を求めることについて 

日程第 ９ 議認第 ５号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第６号）についての専決処

分の承認を求めることについて 

日程第１０ 議案第４１号 内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例の制定について 

日程第１１ 議案第４２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１２ 議案第４３号 内子町行政手続条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第４４号 内子町営住宅条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第４５号 備品の取得について 

日程第１５ 議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第４７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１７ 議案第４８号 平成２８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１８ 議案第４９号 平成２８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１９ 議案第５０号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１９ 

 

午前１０時００分 開会 

 

○議長（池田洋助君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（池田洋助君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１０番下野 安彦議員、

１１番林 博議員を指名します。 

 

日程第 ２ 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。 



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

- 59 - 

本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第５号のとおりであります。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 報告第 ３号 専決処分の報告について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 報告第３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３号、専決処分の報告についてでございます。議会の議決に付す

べき契約につきまして、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した、専決第５号、

専決第６号、専決第７号の工事変更請負契約、３件につき、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（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 報告第３号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。

議案書８ページ、議案説明資料２ページをお開き下さい。専決処分の報告ですが、議案書８ペー

ジ、専決第５号、専決第６号、専決第７号の３件につきまして、議会の議決に付すべき契約につ

いてご報告申し上げます。 

次の９ページをお開き下さい。まず、専決第５号、議会の議決に付すべき契約でございます。

契約の目的は第２５号、平成２７年度内子町上水道第７次拡張工事、満穂第１工区に係る工事変

更請負でございます。契約金額でございますが、元請負額８，２６２万円でございまして、今回

４０３万円を減額致しまして、請負額が７，８５９万円となるものでございます。契約の相手方

につきましては記載の通りで変更はございません。変更理由と致しましては工事内容の設計変更

に伴い、工事請負額について変更するものでございます。 

内容につきましては、議案説明資料の３ページでご説明致します。図面左上の配水池がござい

ますが、これより配水管等を斜面に布設する工事、赤く着色している部分でございますが、にお

きまして、床掘りの結果、想定より山土質が良好であったため、表面防護の斜面工の構造をコン

クリート構造から安価な栗石構造に変更致しました。図面右の半分上の部分が変更前でございま

して、下段が変更後となっておりますが、そういうふうに構造を変えました。これによりまして、

４０３万円の減額となったものでございます。 

続きまして、議案書１０ページ、専決第６号、議会に付すべき契約でございますが、契約の目

的、第２６号、平成２７年度内子町上水道第７次拡張工事、満穂第３工区に係る工事変更請負で

ございます。契約金額でございますが、元請負額７，０２０万円でございまして、今回９２万円

を増額致しまして、請負額が７，１１２万円となるものでございます。契約の相手方につきまし

ては記載の通りで変更はございません。変更理由と致しましては、追加工事による設計変更に伴
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い、工事請負額について変更するものでございます。内容につきましては、議案説明資料の４ペ

ージでご説明致します。緑色で記載しております工事が当初計画でございまして、未普及家屋の

早期給水のため、追加工事を赤色の部分でございますが、配水管敷設、また実績等によります配

水管の延長増によりまして、９２万円の増となったものでございます。 

続きまして議案１１ページ、専決第７号、議会に付すべき契約ですが、契約の目的、第２７号、

平成２７年度内子町上水道第７次拡張工事、満穂第２工区に係る工事変更請負でございます。契

約金額でございますが、元請負額５，９４１万１，８８０円でございまして、今回５５万１，８

８０円を減額致しまして、請負額が５，８８６万円となるものでございます。契約の相手方につ

きましては記載の通りで変更はございません。変更理由と致しまして、工事内容の設計変更に伴

い、工事請負額について変更するものでございます。 

内容につきましては、同じく議案説明資料の５ページをお願い致します。青色、及び赤色で記

載しております工事を予定しておりましたが、既設配水池への新管の接続について一部給水者よ

り承諾が得られなかったことから赤色で記載している部分の工事を次年度以降に実施することと

致しました。従いまして、５５万１，８８０円の減額となったものでございます。以上、専決処

分の報告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、お願い申し上げ

ます。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○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） この変更契約に直接というわけではないんですけど、この配水管され

たところの一部ではあるんですが、舗装の復旧をされております。その復旧の後の路側、路肩の

埋め戻しの土ですよね、これが設計に含まれていることはないとは思うんですけど、まさ土らし

きもので復旧されとるので、急な路面の場合、業者も土を復旧されて見栄えは良いんですが、粗

めで、ひと雨ごとに表層の上にまさ土が流れ出てしまって、路肩がなくなるという現状です。こ

れは設計でそういうことをされているのか、含まれているのか、一応ないとは思うんですけど、

そこを確認したいのと、やはり水平な部分については、先ほども購入されて業者が大変な金額を

出して土のみつけるところが無かったからか、それは分かりませんけれども、たぶんまさ土とな

ると購入された土で埋め戻しされとると思うんですが、水平な部分については見栄えはいいんで

すけど、急なこう配については、流れてしまっているのでたびたび業者が復旧されるのか、雑草

が生えるまではあまりよくないんではないかと思いますけど、その点について答弁いただいたら

と思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 埋め戻し、土につきましては、良質土ということになって

おりますので、たしかにご指摘のとおり場所によったらまさ土等が適切な場合もありますので、

条件等によりまして、また現場で今後対応していきたいと思っております。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 
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○１２番（山崎正史君） 一点、専決第７号の分ですけど、承諾が取れなかったから次年度に回

すというような報告があったと思うんですけど、次年度必ずやれるのかどうか、承諾が得られる

のかどうかというところが一番問題になるんじゃないかなと。図面を見ますと、その一番大事な

部分ができないわけですから、その辺の説明を伺いたいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今の件でございますけど、今、地元にですね、調整をして

いただいているということで、地元からの返答を７月末ということにしておりまして、その中で

は何とか話し合いが出来るのではないかというふうには聞いておりますが、最終報告をまだ受け

ておりませんので、具体的な状況までは分かりませんが、一応７月末で地元からの要請はいって、

そこからどうするかというのをまた町の方で検討していきたいというふうに考えております。 

○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） 地元の承諾が全体ではない、一部の方ですから、できなかったら設計

変更を含めて事業に対応しないといけないというふうな受け取り方でかまんでしょうか 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 承諾の状況にもよりますけど、そこらあたりも含めながら

検討はしていきたいというふうに考えております。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。したがって、報告のとおり受理することにします。 

 

日程第 ４ 報告第 ４号 平成２７年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（池田洋助君） 「日程第４ 報告第４号 平成２７年度内子町一般会計繰越明許費繰越

計算について」を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第４号、平成２７年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について

でございます。平成２７年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算につきましては、国の補正、交

付金事業など３月定例会で繰越明許費についてお認めいただきました、事業に係る繰越計算書に

ついて報告するものでございます。内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろ

しくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 
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○総務課長（山岡 敦君） それでは私の方から報告をさせていただきます。議案書１につきま

しては、１２ページでございますが、説明は議案説明資料３でおこないたいと思います。 

６ページをお開き下さい。説明につきましては、款、項、事業名、翌年度繰越額につきまして

のみ報告をさせていただきます。まず、２款総務費でございますが、３項戸籍住民登録費、通知

カード、個人番号カード関連事務事業、４２５万６，０００円でございます。 

続いて４項、電算管理費、情報セキュリティ強化対策事業１，６９５万６，０００円でござい

ます。 

続きまして、３款民生費でございます。１項社会福祉費、年金生活者等支援臨時福祉給付金事

業、１億５５２万１，０００円でございます。 

続きまして、６款農林水産業費でございます。２項林業費、林業六次産業化価値創造等事業、

２，０７５万５，０００円でございます。 

続いて、美しい森林づくり基盤整備事業、５２８万３，０００円でございます。続いて、農山

漁村地域整備交付金山のみち事業費、６，３００万でございます。この事業につきましては、鞍

ヶ谷面谷線、笹ヶ峠線、掛水線となってございます。 

続いて、農山漁村地域整備交付金、道交事業費でございます。３，２９０万円でございます。

これにつきましては、惣郷富岡線、道房掛橋線でございます。 

続きまして、８款土木費でございます。２項道路橋梁費、社会資本整備総合交付金事業費、町

道でございますが、９，２１２万８，０００円。これにつきましては、重松中線、長田小学校線、

立山線でございます。 

３項河川費、がけ崩れ防災事業費でございます。１，６６３万８，０００円でございます。こ

れにつきましては、本郷地区、下今岡地区でございます。 

続きまして、９款、消防費でございます。１項消防費、８２０万２，０００円でございます。 

続きまして、１０款教育費、２項小学校費、小学校危険校舎改築事業費、３億８，５１０万２，

０００円でございます。 

続きまして、１１款、災害復旧費でございます。１項、農林水産施設災害復旧費、現年発生補

助農業施設災害復旧費、１，６５０万円でございます。２項公共土木施設災害復旧費、現年発生

単独公共土木施設災害復旧費、１，４３１万６，０００円でございます。なお、繰り越すべき財

源内訳などにつきましては、記載内容の通りでございます。 

以上、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づく、繰越計算書の報告でございます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 繰越明許計算について質問をさしていただいたらと思うんですが、これ

はその年度で事業ができないので、翌年度に繰り越して事業を推進していくためのものであろう

というふうに理解するんですが、その必要性は３月、年度末にはだいたい判断が出来るので、３

月の一般会計補正予算で我々、報告を受けて一般会計補正予算の中でこの計算書も出て審議をし

ておろうと思うんですが、再度専決として出てくるという理由を質問したいと思います。 
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○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 今のご質問にお答えしますが、専決というわけではございませんで、

これは報告ということでございます。根拠につきましては先程申し上げましたように地方自治法

施行令の第１３６条第２項の規定によって、繰越明許費計算につきましては、報告をするという

ことに規定されてございますので、ここで報告をさせていただくものでございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 勘違いしておりました。報告に訂正をするんですが、専決ではない報告

ということで訂正をさせていただきたいと思うんですが、そしたら３月に補正予算の中で繰越明

許を、我々提示をいただいたのと、今回報告をいただいた計算との項目が若干違うというふうに

思うわけです。それはどういう関係で３月の提示いただいた資料と本日、提示いただいた資料の

差異があるのか。説明をいただきたいと思います。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 申し訳ございません。手持ち資料にですね、３月の補正の資料持ち

合わせてございませんので、具体的にどの部分が違うというご指摘があるのかちょっとお聞かせ

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） ３月に我々に補正予算の中で第２表の繰越明許費としてご提示をいただ

いたのが、６款２項林業費の金額が１億１５９万１，０００円いうふうな繰越明許のご提示があ

っております。それと２款４項の項目が今までに報告がなかったというふうに思っております。

それと３款１項の項目についても３月時点では提示がなかったように思うんですが、そこらにつ

いてご説明をいただきたいと思います。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） ３月補正の件ですけれども、実は３月補正２件実はございまして、

４号、そして５号補正というふうに２つ分かれてございます。その時にそれぞれに繰越明許の表

を掲載さしておりますが、その２つを合計したものがですね、今回ご報告をさせていただいてい

るものでございますので、ご確認いただいたらと思います。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 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 ５ 報告第 ５号 平成２７年度内子町水道事業特別会計繰越明許費繰越計算につ

いて 
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○議長（池田洋助君） 「日程第５ 報告第５号 平成２７年度内子町水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算について」を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第５号でございます。平成２７年度内子町水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算について。平成２７年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算につきましては、

平成２８年４月１日から内子町簡易水道事業を内子町水道事業統合したことに伴う繰越計算書に

ついて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いたさせます

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（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 報告第５号、平成２７年度内子町水道事業会計繰越明許費

繰越計算についてご説明申し上げます。 

議案書１３ページをお開き下さい。簡易水道事業の執行にあたり、石畳地区水道事業におきま

して、この事業につきましては県営中山間事業の上水場配水池の給水を受けて配水を計画してお

りますが、県営中山間事業の配水池等の設置箇所の確定に附則の日数を要したため、配水計画等

の変更が必要となりまして、年度内完成が見込めないため、３月議会に繰越明許費として計上を

した事業でございまして、今回繰越計算書を報告するものでございます。事業名につきましては、

石畳地区水道事業でございまして、翌年度繰越額は２，８８４万９，０００円でございます。財

源の内訳につきましては、記載のとおりでございます。本事業は設計費でございますが、９月の

完成を目指して事業実施をおこなっているところでございます。なお、明許繰越費は簡易水道事

業が水道事業へ統合したことに伴い、内子町水道事業へ事務を引き継いでおります。以上、地方

公営企業法第２６条第３項の規定により報告するものでございます。よろしくご審議の上、ご承

認を賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。したがって報告の通り受理することとします。 

 

日程第 ６ 議認第 ２号 内子町固定資産評価審査委員会条例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６ 議認第２号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を

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。 
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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） 議認第２号、内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例につきましては、平成２８年４月１日に施行する必要があり、急施を要し

たため、専決処分いたしたもので、ここに承認を求めるものでございます。内容につきましては、

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（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは私の方からご説明をさせていただきます。議案書１、１４

ページをお開き下さい。本件につきましては、先の３月議会におきまして議決をいただきました、

内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。

説明資料３の７ページ、８ページでご説明を致します。 

 ８ページをお開き下さい。先の３月議会におきましては、行政不服審査法の改正に伴い、内子

町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を上程し、ご決定をいただきました。その

内容は審査の申し出、審査の手続きにかかる内容を一部改正し、附則として経過措置を設けたも

のでございました。今回は平成２８年４月１日に施行されました行政不服審査法に伴う関係法律

の整備等に関する法律によって改正されました地方税法の規定を適応するための一部改正でござ

いまして、改正となる部分は８ページ右側の下段、９の欄、附則２の適応区分の中で下線で示し

ている箇所を左側の新の欄、太字で示す内容に改正するものでございます。改正の内容を分かり

やすく説明致しますと、経過措置の適用時期につきまして平成２８年度以降を平成２８年４月１

日以降とすることや適用区分については、固定資産台帳に登録された価格に係る審査の申し出に

ついて適用するというものを固定資産課税台帳に固定資産の価格等を登録した場合の工事がなさ

れた場合とするなど、経過措置の明確化をはかるものでございまして、条例そのものの意味が大

きく変わるものではございません。以上、地方税法の一部を改正する法律等が施行されたことに

伴う附則の改正でございますので、なにとぞ、ご承認を賜りますよう、お願い申し上げます。以

上で、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。 

〔「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２号、内子町固定資産評価審査委員会条例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の承認を求めることについての採決に入ります。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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 
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したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第 ７ 議認第 ３号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承

認を求めることについて 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 議認第３号 内子町税条例等の一部を改正する条例について

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

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町税条例等の一部を改正する条例につきましては、平成２８年４月

１日に施行する必要があり、急施を要したため、専決処分したものでございまして、ここに承認

を求めるものでございます。内容につきましては、税務課長に説明を致させますので、よろしく

ご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○税務課長（入海 孝君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 入海税務課長。 

〔入海 孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海 孝君） 議認第３号、内子町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承

認を求めることにつきまして、ご説明をさせていただいたらと思います。 

 議案書１７ページをお開きいただいたらと思います。平成２８年度税制改正によります、地方

税法の一部を改正する法律等が本年３月３１日に公布され、４月１日から一部施行されることに

伴いまして、内子町税条例等の一部を改正する条例について、同日から施行する必要が生じまし

たので、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、３月３１日付けで専決処分をさせていただきました。同条第３項の規定によりまし

て、これを報告し、承認を求めるものでございます。専決処分いたしました税条例の改正内容に

つきましては、議案書１９ページから３３ページに記載のとおりでございますが、説明資料でそ

の内容を説明させていただきます。 

議案説明資料９ページをご覧いただけたらというふうに思います。改正の理由につきましては、

主に、平成２８年度税制改正に伴うものでございます。概要を一覧表にまとめてございますが、

表の仕切りの左側の欄に改正します条例の番号と施行日を、それから右側の欄に概要を記載して

おります。平成２７年度の税制改正関連法案の成立によりまして、消費税率１０％の引き上げを

平成２９年４月からとすることが確定したことに伴いまして、税法の改正を受け、関連規定を改

正するものでございます。今回の改正につきましては、経過措置等の関係から３条立てというふ

うな形になっております。まず、資料左側の上段からが、第１条に関連する改正でございます。

上から４段目「第３４条の４」でございますが、これにつきましては、法人に課せられます町民

税のうち、所得に課せられます法人税割の税率を９．７％から６．０％へ３．７％の引き下げを

行うものでございます。この改正によります平成２９年度の影響額を、平成２７年度の調定額に、

税率のみを単純に当てはめてとうことで試算を致しますと、１，２８０万円あまりの減収という

ふうになります。減収分につきましては、地方法人税、国税でございますが、この税率を引き上
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げ、地方交付税の原資として確保するという見込みでございます。 

次に、軽自動車税に関連する改正と致しまして、自動車取得税を廃止する代わりと致しまして、

新たに自動車の取得者に「環境性能割」というものを課するための規程を創設するものでござい

ます。 

「環境性能割」に関する改正と致しましては、資料９ページの左側、一番下になります「第８０

条」の一部、それから右側上段の「第８１条」、「第８１条の２」、「第８１条の３以下」、それから

下から４段目になります、「附則第１５条の２以下」の改正、それから整備するものでございます。 

 詳しくは１０ページをご覧いただきたいというふうに思います。資料左側、上段に「自動車税

及び軽自動車税における機能性能割という区分があろうと思います。その中で乗用車（自家用）

の表に、環境性能割の税率が記載をされております。軽自動車の場合は、表の中ほどなりますが、

「軽自動車の税率」の欄に記載のとおり、燃費など環境性能に応じて税率が決定をされまして、

通常取得価額に１％から２％の割合により賦課されることとなりますけれども、これにつきまし

ては、現在の自動車取得税と同様な算定方法ということで変更はございませんので、お目とおし

をいただいたらというふうに思います。なお、軽自動車の取得に対します環境性能割の賦課それ

から徴収等に関する事務につきましては、現行とおり当面県がおこないまして町には交付金とい

う形で現行の取得税交付金と同様な基準に基づいて、町に交付されることとなっております。収

入の増減につきましては、変わりがないということになろうかと思っております。 

次に、平成２６年度の税制改正で軽自動車税の課税標準税率が引き上げられまして、本年２８

年度より引き上げたところでございますが、今回の改正では、所有者に課せられます、軽自動車

税を種別割というふうに名称変更されることに伴う改正でございます。 

資料、９ページにお戻りをいただければと思います。種別割に名称変更等するというふうなと

ころで、左側、上から２段目「第１８条の３以下」、それから一番下「第８０条」の一部、右側、

下から２段目「改正第２条」のところの「平成２６年改正附則第６条」を改正、整備をするもの

でございます。 

資料１０ページの右側をご覧いただけたらというふうに思います。今回の改正と致しましては、 

資料の上段に記載しておりますとおり、グリーン化特例の適用を、１７年度登録に限るというふ

うにされていたものを１年間延長致しまして、平成２８年度登録車を平成２９年度に限り、特例、

延長するものでございます。特例を受けられる対象車、それから軽減の割合については、変更は

ございません。下の表をご覧いただけたらと思います。表内の金額については、黒枠で特例を適

用した場合の年税額をそちらの方に記載をしております。これにつきましては、昨年５月、臨時

議会にお諮りしたもので、金額等につきましては変更ございませんので、お目とおしをいただい

たらというふうに思います。最後になりますが、固定資産税の特例に関する規程でございます。

資料９ページへお戻りいただけたらというふうに思います。資料９ページ右側の中段でございま

す。「附則第１０条の２」、「附則第１０条の３」が該当するものでございます。改正は、これも、

臨時議会にお諮りしました「わがまち特例」の導入によりまして、固定資産税減額を減税する特

例と致しまして、新たに太陽光発電など再生可能エネルギーに関する設備に対する軽減などが定

められたことによりまして、課税標準額の割合を定める規定を整備するものでございます。対象

となる設備等につきましては、現在のところ、軽減に対する問い合わせは、今のところないとい
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うふうな状況でございます。条例改正の概要につきましては、ご説明したとおりでございます。

その他の改正につきましては、行政不服審査法等の施行並びに税法等の改正に伴いまして、関連

規定を改正、整備するなどしたものでございます。 

説明資料１１ページから２８ページにかけまして新旧対照表をつけておりますので、お目通し

いただけたらというふうに思います。 

以上で、議認第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。 

○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） この税条例に対する質問にはちょっと場違いかもしれんのですけど、

軽自動車のグリーン化の特例についてなんですけど、これに対する燃費の基準が良ければ減免さ

れるという。軽自動車の燃費です。これつい最近大手メーカー、三菱とスズキとが数値が適正な

判断の中でやられてなかったというのが報道されて、この場合はどのような国からの指針という

か、何か来ているものですか。影響はこれに対してクリア出来とるとか、出来てないかが。まだ

はっきりしてない中では、どのような対応がなされるかが分かるでしょうか。 

○税務課長（入海 孝君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海 孝君） 今の燃費の問題につきましては、国の方から通達がまだ来てないと

いうふうな状況でございます。軽自動車税の関係の通知の際にお知らせを入れておろうかと思い

ます。平成２７年度の燃費基準達成車、それから３５％燃費の関係でございますが、それの達成

車ということで各区分によって減税割合ということで定まっております。それについては、今の

いうところで該当にならないというふうな場合がもしあれば、取扱いを変わるというふうな形に

なろうかなというふうに思います。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） そしたら今はメーカーが出している達成率をそのまま通用するという

考え方でよろしいでしょうか。 

○税務課長（入海 孝君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海 孝君） これにつきましては、国の方から通知がきておりませんので、今の

取扱いを順守するという形になるというふうに思います。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 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。 
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 これより、議認第３号、内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求

めることについて、の採決に入ります。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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立多数であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第 ８ 議認第 ４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専

決処分の承認を求めることについて 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 議認第４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する

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

ます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきま

しては、平成２８年４月１日に施行する必要があり、急施を要したため、専決処分したものでこ

こに承認を求めるものでございます。内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いします。 

○税務課長（入海 孝君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海 孝君） それでは続きまして、議認第４号、内子町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明をさせていただいたらと

いうふうに思います。 

議案書３４ページをお開きをいただいたらというふうに思います。税条例の一部改正と同様、

地方税法の一部を改正する法律の施行によりまして、これを専決処分をさせていただきました。

これをご報告をさせていただいて、承認を求めるものでございます。改正条例につきましては、

議案書の３６ページに記載をしておりますが、説明資料の方でさせていただいたらと思います。 

説明資料２９ページをご覧いただけたらというふうに思います。今回の改正点は２点で、いず

れも施行日は、平成２８年４月１日でございます。まず、一点目の改正は、第２条関係、課税限

度額の引上げでございます。資料左の上の表に平成２７年度と２８年度の限度額を比較して記載

しておりますのでご覧いただきたいと思います。国民健康保険税は、医療保険分、それから後期

高齢者支援金分、介護保険分の３本立てとなっており、その合算額を課税金額としておりますけ

れども、保険税額が過度に高額とならないよう、それぞれに課税限度額を設けてございます。 

今回の改正は、この課税限度額を引き上げるものでございます。表の順番でみますと、まず医療

保険分に係る限度額を５２万円から５４万円に、後期高齢者支援金分に係る限度額を１７万円か

ら１９万円に、それぞれ引き上げるものでございます。資料では、表の右端の欄に「増額」と表
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示しておりますけど、「引き上げ額」というところで読み替えていただければと思います。この結

果、課税限度額の合計は８９万円となり、４万円の引き上げとなります。この改正によります影

響を受ける所得額を試算してみますと、仮に４０代のご夫婦、子供２人の自営業世帯を想定し、

固定資産税額を年１０万円納めていると仮定した場合に医療保険分では年額６６０万６，０００

円以上、それから後期高齢者支援金分では３４３万３，０００円以上の所得がある世帯が影響を

受けるようでございます。２点目は、第２２条の関係で、軽減措置の拡充でございます。国保税

算定の要素となります、均等割額、それから平等割額につきましては、世帯の所得が一定額以下

の場合に、７割、５割、２割の割合で軽減措置を設けてございます。この軽減措置の判定を行う

にあたり基準となるのが、軽減判定所得でございまして、今回の改正は、５割軽減と２割軽減に

つきまして軽減判定所得の引上げを行うものでございます。下の表に、軽減判定所得の算定方法

を記載しておりますが、アンダーラインを引いておりますところが改正部分でございます。５割

軽減でみますと、計算過程におきまして、被保険者１人当たり２６万円から２６万５，０００円

に。２割軽減では、４７万円から４８万円にそれぞれ引き上げることによりまして、軽減対象の

拡充を図るものでございます。今回の改正点につきましては、昨年の税制改正においても同様の

引き上げ、それから拡充がおこなわれましたが、所得の高い世帯に負担増を求める一方、中低所

得者に配慮した内容となってございます。 

 資料２９ページの右側には今回の改正のイメージ図を記載しております。また、３０ページに

は、新旧対照表を記載しておりますのでお目通しをいただければというふうに思います。 

以上、議認第４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

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。 

〔「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、討論にはいります。 

〔「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４号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分

の承認を求めることについての採決に入ります。本案を原案のとおり決することに賛成の方はご

起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 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） ここで１１時まで暫時休憩します。 

 

午前１０時５０分 休憩 

 

午前１１時００分 再開 
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○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第 ９ 議認第 ５号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第６号）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９ 議認第５号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第６

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

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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５号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第６号）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致します。本案件につきましては、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれの４億４，１８３万７，０００円増額致しまして、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１１１億５，７５４万４，０００円とし、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでござ

います。歳入の主なものにつきましては、各交付金等の確定に伴いまして利子割交付金を１，１

０７万５，０００円。地方消費税交付金を７，６２０万４，０００円。地方交付税を４億１，６

９３万７，０００円。国県支出金を１，２８０万１，０００円。それぞれ増額し、地方債を９，

１７０万円減額しておるところでございます。また歳出につきましては財源補正の他、公共施設

整備基金に４億４，１８３万７，０００円を積み立てております。内容につきましては副町長に

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

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 議案書の１の３８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６号）でございます。 

３９ページをお開き下さい。第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ４億４、１８３万７，００

０円を追加致しまして、歳入歳出それぞれ１１１億５，７５４万４，０００円とするものでござ

います。 

４４ページをお開き下さい。第２表、地方債の補正です。合併特例事業債でございます。９，

１７０万円を減額し、６億円とするものでございます。起債の方法、利率、償還方法については

変更ございません。 

４８ページをお開き下さい。歳入でございます。３款１項１目の利子割交付金でございます。

１，１０７万５，０００円補正を致しまして、１，７７９万５、０００円とするものでございま

す。利子割交付金８５万８，０００円の減額。配当割交付金、４７９万７，０００円の増額。株

式等譲渡所得割交付金７１３万６，０００円の増額でございます。これは利子等配当所得、株式

譲渡所得に課税される２０％のうち５％が県民税として交付されます。そのうち、５分の３が市

町村に交付されるものでございます。４款１項地方消費税交付金、１目の地方消費税交付金でご
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ざいます。７,６２０万４，０００円の補正額でございます。これは大まかに言いますと、消費税

８％のうち、国が６．３％、県市町が１．７％でございます。その内の２分の１が市町に交付さ

れるものでございます。１．７％のうちの２分の１が市町に交付されるものでございます。 

次のページ、４９ページでございます。５款１項１目のゴルフ場利用税交付金でございます。

４００万４，０００円補正を致しまして３，２００万４，０００円とするものでございます。ゴ

ルフ場利用税の一部、７０％でございますが、ゴルフ場の所在地市町へ交付されるものでござい

ます。６款１項１目の自動車取得税交付金、４６４万８，０００円の補正で、１，９６４万８，

０００円とするものでございます。次の８款１項１目、地方交付税でございます。特別交付税が

４億１，６９３万７，０００円増額補正するものでございます。これによりまして、交付税全体

が５４億５１７万１，０００円となりますが、普通交付税、特別交付税の内訳を申し上げますと

普通交付税が４８億８，８２３万４，０００円、特別交付税が５億１，６９３万７，０００円と

なっております。９款１項１目の交通安全対策特別交付金、２４万６，０００円の減額でござい

ます。これは交通違反による反則金の一部を町内の事故発生件数と道路の延長等によって市町村

に交付されるものでございます。 

次のページ、５０ページでございます。１２款２項国庫補助金のうち、５目の土木費国庫補助

金、１，２２４万９，０００円の増額補正でございます。これは社会資本整備総合交付金という

ことで町営団地の改築等に伴う利用に対する交付金でございます。 

次のページ、５１ページをお開き下さい。１６款１項１目の基金繰入金７０万円の減額でござ

います。ふるさと応援基金繰入金でございます。７０万円減額を致しまして、２，２８８万８，

０００円となっております。１９款１項の町債でございます。１目の総務債、６７０万の減額、

８目の教育債、８，５００万の減額でございます。それぞれ総務債は庁舎整備にかかるもの、教

育債につきましては、１節が小学校整備にかかるもの、２節が中学校整備にかかるものでござい

ます。 

次のページ、５２ページから歳出でございますが、歳出の補正につきましては、額の補正では

なくて、財源の補正でございます。国県の支出金が確定したことにより、あるいは地方債が確定

したことによりまして、財源を補正しておりますので、額の補正ではございませんので、お目通

しをお願いしたいと思います。５２ページ、５３ページ、５４ページもいずれも財源の補正でご

ざいます。 

５４ページの一番下の段、１３款１項基金費でございます。補正額、４億４，１８３万７，０

００円補正を致しまして、公共施設整備基金積立金という基金の方に積み入れをしております。

以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認いただきますよ

うお願いを申し上げます。以上でございます。 

○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） 私、昨年もこのことは質問をしたと思うんですけれども、毎年ですね、

こういった補正予算見ると、特別交付税が３月の中頃、５億なんぼ入るわけですけど、その交付

金がですね、見方によったら結局使い道がないからこの基金に入れるというようにも見えるわけ

ですよ。毎年そうなっておるんですよ。それで３月補正でも、３月当初予算で基金から一般会計

繰り入れたものも３月補正の中でマイナス４億ほどそっくり基金に戻っておる。この３月補正で
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基金に戻るということは、交付税あたりでお金が余ったからそれ使わなくていいから基金に出し

た物をまた基金に戻すということになっておる。そしてさらに今申しましたように、３月の特別

交付税あたりが、結局使い道がないので、とりあえず基金に入れるというようなことに見えるわ

けですよね。そのことを昨年質問した時に町長がこれからデジタル行政無線あたりの資金がいる

というようなご説明があったんですけど、それはそれで本来目的基金ですから、そのための公共

整備基金なんで、それはそれで積み立てをすればいいんですけれども、見方によったら今私が言

ったようなふうに見えるんですよね。その辺の特別交付税の処理の仕方というのをもっと工夫を

した方がいいんかなと。どうせ来るものですから、それを使うとかいうことの工夫と言うのは出

来ないものなんですか。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 特別交付税のまず予算の組み方についてご説明させてもらいますけ

れども、特別交付税が毎年最近では５億前後の交付をいただいているということで、実績はそう

なってございますが、当初予算を組む段階で確定しているところの額というのをこれまでは毎年

計上をしておりました。それが１億という金額でございます。議員ご指摘のように特別交付税は

ある程度毎年、ある程度は確定している額でございまして、その額を当初予算から計上して予算

化すべきではないか、というような質問ではないかなというふうに思うんですけど、内子町の予

算の組み方につきましては、例えば事業につきましても補助金の内示をいただいているものにつ

いて予算を付けて行くというのが原則としてございます。これにつきましても確定している部分

について来年度の当初予算にもその部分を計上するということでこれまでは続けて参りました。

予算の組み方として当初予算につきましては、いろいろな事業を推進していく上で基金の繰入で

あるとか、地方債の借入等もあわせて継続的に予算を計上しておりますけれども、年度途中の事

業削減、それから補助金の確定等に伴いまして、当然、不用額等も出て参りますので年度末に基

金に積み立てる作業というのがですね、どうしても発生してくるというふうなところでございま

すけれども、地方交付税の予算化につきましてはですね、いろいろ考え方あると思うんです。な

ので、これにつきましてはですね、持ち帰らせていただいて、ご検討をさしていただく余地もあ

るのかなというふうに考えておりますけど、基本、今説明したような考えで当初予算編成してお

ります。 

○議長（池田洋助君） 他にありませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 歳出の方の１款１項４目、電算管理費で、財源補正をされておるんで、

国庫支出金の減額という補正をされておる。一方、歳入見ますとこれはどうも税番号制度のシス

テム改修の減額と、国庫補助金の減額というふうなことを把握するんですが、これ税番号制度の

関連のシステム改修が必要であったので対応したということだろうと思うんですが、これは全額

国の方の費用で賄えるものじゃなかったんですか。そこら一般財源に歳出の方で財源補正がされ

ているのでちょっとその点を質問したいと思います。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 今、ご質問のありましたシステム改修の件なんですけど、マイナン

バーのシステム改修ではなくてですね、マイナンバー制度に伴うような、これから中間サーバー

あたりに町で保有しております電算の基幹系のシステム、これをオンラインでつなげていくこと

になりますけど、その過程においてセキュリティを高めるための事業でございます。具体的に申

しますと、パスワードとＩＤパスワード、この２つで管理していたものをさらに静脈認証と言い

まして、生体の認証を新たに加えるとかですね、ＵＳＢ媒体を用いてデータを抜き取る時の制限

とかセキュリティを高めるための補助事業でございます。これにつきましては、全額国庫の補助

金というわけではなくて、基準の事業費の２分の１の国庫補助をいただいて、残りは一般財源で

賄うというものでございます。それに伴いまして、事業費の確定によりまして、事業費の確定に

よりまして、若干補助金の額が減額ということになるということでございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 現在のシステムのセキュリティを強めるということでの対応というんで

すが、繰越明許にもそういうセキュリティの強化に対する繰越があったと思うんですが、それの

違いはどうなんでしょう。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） これにつきましては、先ほど申しましたのは役場側の、うちのシス

テム側のシステム整備ということでございます。で、この繰越明許にかかる部分につきましては

マイナンバー制度の導入に伴う中間サーバーとの連携をする際のシステムの改修費ということで

ございます。 

○議長（池田洋助君） 他、質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 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５号 平成２７年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第１０ 議案第４１号 内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 日程第１０ 議案第４１号 内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例

の制定について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 
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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４１号、内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例の制定につい

てでございます。これにつきましては、寄附採納によりまして、内子町の施設となる大瀬葉たば

こ共同乾燥施設における災害老朽化等による大規模修繕、または取り壊し等に必要な財源を確保

し、もって施設の安定的な運営に資するために創設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、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡 敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは私の方からご説明をさせていただきます。議案書１５６ペ

ージをお開き下さい。寄附採納により内子町の施設となる大瀬葉たばこ共同乾燥施設における災

害老朽化等による施設の大規模修繕、取り壊し等に必要な財源を確保し、もって施設の安定的な

運営に資するため、平成２８年度から内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金を設置するものでご

ざいまして、５７ページ掲載のとおり新たに基金条例を制定するものでございます。 

平成２８年４月１日、大瀬葉たばこ共同乾燥利用組合より大瀬中央５６９６番地にあります工

場４棟、事務所１棟、大瀬中央５６９５番地にあります倉庫１棟の共同乾燥施設の採納を受けま

した。また、施設の寄附採納に合わせて大瀬葉たばこ共乾利用組合の出資金１，２００万円も内

子町に寄附をされ、その寄付金をもって基金として積み立てるものでございます。なお、土地に

つきましては、平成１８年に町へ採納されており、平成１８年度から毎年度２０万円を賃借料と

して納めていただいており、今後は基金に積み増しをしていく計画としています。以上、内子町

大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例の制定についてご説明申し上げました。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。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） これと直接はないんですけど、この前、議会運営委員会の時に藤杜の

たばこ乾燥場、あの跡地について調べとって下さいというお願いをしとったんですが、あれがど

ういう形で今、おさめられておるのか。皆さんが利用はされてはおるんですが、いろんな形で利

用をされております。しいたけの原木をそこで菌を入れたりとかしておるんですけど。どういう

方法になっておるのか。どういうことになっておるのか。その説明だけを受けたらと思うんです

が。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） ご質問いただきました藤杜の共同乾燥施設でございますけど、

実はたばこ乾燥施設、専売公社、昭和５０年代頃に専売公社の事業で各地区にあります共同乾燥

組合が事業を受けて整備をしているということで、ご質問がありました地区につきましては、今



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

‐ 76 ‐ 

地区の共同乾燥組合の構成員だったお一人の農家の方が引き続きその施設を利用されておられる

というふうなことと、あわせてその方が地主さんに地代を払ってもらえる、というふうなことを

聞いてございます。 

○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） 非常にたばこ耕作者の戸数も減って来ておると思うんでありますが。

この大瀬地域における耕作者戸数は今現在どのくらいになっているのか。分かりますと、内子町

全体でのたばこ耕作農家の戸数をお教えをいただきたいと思います。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 昨年の調査した結果でございますけれども、葉たばこ耕作農家

３２戸、面積として３６ｈａ。販売額としまして、１億３，６５２万４，０００円でございます。

合わせまして、大瀬地区につきましては、その内の１２戸でございます。 

○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） 基金に関してではないんですが、これ管理利用されるのはだいたい６

月から８月中くらい。現実的に私自身が去年までは鍵を、たばこ耕作組合との鍵をずっと預かっ

ていたんですけど、今は農協の方に預けているんです。そしたら、ＪＡ愛媛たいきが秋に柿の肥

料等が大量に入ってくる。それの倉庫の代わりに使っておられるんですけど、今後も町の持ちも

のだったら農家の支援ということでそういう形で使えるのか。例えばたばこ耕作組合は年間２０

万払っているわけですよね。ＪＡ愛媛たいきが、例えば短期間２カ月程度、１カ月半かくらい使

う時にどういうふうな対応をされるのか。鍵はそのままの状況でいいのか。そのあたりをちょっ

と聞かせていただいとったら。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 当初、この施設は農協の建物でして、町が寄附を受けたということ

でございまして、現在は町の建物ということになっておりまして、町と葉たばこ利用組合の方の

使用貸借ということで、たばこ利用組合の方が利用していただくということでございます。これ

に、つきましては今後も土地と建物合わせて町の方に賃貸借料は払っていただくということでご

ざいまして、管理の方はですね、葉たばこ組合の方にお任せをしているという状況でございます。 

○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） それは理解は出来るんですけど、ＪＡ愛媛たいきが利用しているわけ

ですね、現実的に。それが出来るのかどうなのか。それで土地代が１８年度から年間２０万。そ

れがたばこ耕作組合っていうか、そこから出ているのか、それともＪＡ愛媛たいきが補助してい

るのか、行政に聞いてもちょっと分かりにくいところではあろうかとは思うんですけど、利用が

出来るのかどうなのか。それが利用出来なかったらまた農協が倉庫をかまえないといけない。柿

の出荷時と時期的に重なるわけで、例えば耕作者の支援といいますか、援助っていいますか、そ
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ういう形の中で使えるかどうかということをはっきりしていただかないと、周りから町の建物を

勝手に農協が使いよるぞということになったら農協も困るんじゃないかなというふうに思います

ので、その辺だけお聞かせいただいとったらと思います。 

○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） 地域の皆さん方のためにですね、やっぱり施設を有効に使っていくとい

うことは、町としてそれは当然だというふうに私は考えておりますから、基本的には葉たばこ耕

作組合が管理運営していただきますけれども、それをどういうふうにというのは管理運営されて

いる耕作組合と農協がやっぱりお互いの利便性を高めるためにですね、使っていくということで

ありますから、町としてはそれはオッケイだというふうに考えておるところでございます。金額

につきましては２０万円、町の方にいただくということですけど、その出どころは組合からいた

だいておりますので、農協とどういうことになっているかというのはちょっと関知をしておりま

せん。ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） 伺いたいんですけど、こういう施設が町内にどのくらいあるのか。それ

と、この大瀬葉たばこ共同乾燥組合が寄附をされるように至った理由とか経緯とかちょっと教え

てもらったらと思います。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） まず町内にいくらあるかということですけれども、全部で１２

箇所ございます。その中で先程申し上げましたとおり地元の共同組合、大瀬共乾を入れて１３か

所でございます。１２箇所につきましては、地元の共同乾燥組合の管理で専売公社から寄附を受

けて整備をしてあったというふうなことでございます。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 私の方からは採納を受けるまでの経緯について簡単にご説明をさせ

ていただきます。この大瀬葉たばこ共同乾燥組合、発足が昭和５９年でございました。今の施設

は昭和６０年当時に建てられたものでございます。平成１６年にですね、ＪＴの廃作協力金によ

りまして多くの組合が廃作になったということで平成１７年にはですね、加入者４１名、当初１

７９名いた加入者が４１名にまで減少するという厳しい運営状態になってございまして、その時

にもですね、いろいろな借地料でありますとか、将来に対する不安ということも考えられまして、

当時高額の借地料を払っておりました土地もですね、この平成１７年には、大瀬葉たばこ共同利

用組合の方が購入をされてございます。その土地を購入されたものにつきましては、町の方に平

成１８年ですが、町の方に寄附採納をいただいている。その以降は、土地代につきまして、ずっ

と賃貸借料を町の方にはめていただいているというような経緯がございます。その時の申し合わ

せにつきましてですね、申し合わせがされておりまして、借地料につきましては、その建物の期

間である１８年度から２７年度までの間は毎年２０万円を払いますよというお約束と、建物につ
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いては補助事業に伴う耐用年数が終了する平成２８年度に町へ採納しますというようなお約束を

していただいておりまして、その時、出資金の１，２００万につきましても施設の維持管理、そ

れから施設のそういった解体、もし解体される場合においてはそういうものも使っていただきた

いということで１，２００万を町へ寄附するというようなお約束をしていただいておりました。

それが平成２８年３月３１日にですね、組合よりそういったような寄附採納書が町長より提出を

され、４月１日に町の物というふうになったというような経緯がございます。以上でございます。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） とするならば、耕作者、そういう方が少なくなって地元の組合では維持

管理が出来ないから町の方へ寄附をするというような格好ではないかと思うんですが、そうした

場合あと残り１３施設が全く同じようなことをされるお考えになった場合、すべて寄附を受け付

けられるんでしょうか。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 大瀬共同乾燥施設につきましては、愛媛たいき農協が事業体で

補助事業を受けて整備をされました。先程いいました地元の共同乾燥組合、各地区にございます

けれども、そちらが専売公社の助成金を受けて共同乾燥事業設置致しました。それが昭和６０年

の日本たばこ産業ＪＴに民営化に合わせまして、共同乾燥事業がなくなったといいましょうか、

強制をしないということになりまして、その施設につきましては、築３０年以上経つわけですけ

れども、各々地元の共同乾燥組織に施設で管理をするということになりました。各組合に聞きま

したら、そのまま地主さんに返したというふうなこともございます。で、施設として組合の方で

使っているというふうなこともあったということで、地域、地域で管理をされているというふう

なことでございますので、町の方に寄付されるというふうなことは、今のところ希望されていな

いように聞いてございます。 

○５番（大木 雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） 私はそういうことを聞いておるじゃなくて、もしそういうところが寄附

を申し出た場合にはこの事例を参考にして、そしたら町の方に寄附してしまったら解体費用も何

も自分達でみなくて済むというふうにお考えになって、寄附をするという申し出があった場合の

ことを言っているんですけど。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） 今回の寄附採納の条件として、組合員さんたちが出資をしておりま

した１，２００万、こちらの方をこれからの施設の維持管理費として、または取り壊しの費用と

して今年度、発生する費用について使って下さいということで寄附採納を受けております。そう

いったような条件もございましたので、今回の寄附の受け入れというふうになったということで

ございます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） ここの共同乾燥場に行きまして、利用されていないところが１棟か２

棟くらいありまして、同僚議員がＪＡとの話もされたんですけど、今の大木議員が言われること

もなんですけど、例えばこの葉たばこの関係で一部苗をたてるところが城廻りのところにあると

思うんですけど、あれらもＪＡさんがその期間じゃない時には、苗の育苗にされとったり、また

ある時は自治センターが管理の中で地元の自治会が苗をたてたりされとるんですけど、どこが誰

がどのような感じで、どの所有なのかというのがちょっと明確でないところが。先程の言われま

した、残りの施設のほとんどが地元で管理されているということなんですけど、そういったとこ

ろの一度整理をされて、どこが誰がどうされているのか。そこらはっきりとまだ分かるようにし

ていただいとったらと思います。 

○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） 今のご質問ですけど、葉たばこ等の施設も含めてきちんと整理はできて

おります。 

○議長（池田洋助君） どういうふうに出来ているかという質問。 

○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） それは担当の方で聞いたら教えてもらえるのか、一覧表か何かできて

いるのか。今の状況で言ったところなんかはどのようになっているか分かるようでしたら教えて

ください。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 葉たばこの件ですね、産業課が所管しておりますから、そこで対応して

おるということであります。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 権利関係含めましてですね、利用形態につきましても産業振興

課所管でございますので、管理をしてございます。管理というか所有と利用の形態につきまして

も私どもの方で把握をしております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 今、大木議員の質問にも関連するんですけど、他の１２箇所がそういう

申し出をした場合どうされるのかという問題とですね、この条例を見ると取り壊し又は大規模修

繕のためということなんですけど、これは受益者負担というのは全然ない、町の施設だから老朽

化現実にしとるわけですけど、建て替えとか大規模改修なんかをすべてこの基金では賄えないで

すよね。その分は一般財源から補てんするというお考えなのか。もしそうだとするならばやはり、

他の１２施設がそれならこれみんな町に寄附しようという話にもなりかねないと思うんですよね。

その辺をしっかりと受益者負担ということも考慮しないといけないんかなと私は思うんですが、
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その辺についてはどうなんですか。 

○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） 他の施設もですね、それぞれ立地条件なり、利用形態が今どうなってい

るのか、どういうふうな経過があるのかということと、やっぱり町が寄附採納受けたからって全

てですね、ウェルカムですよみたいな話にはたぶんならないと思うんですよね。本当に公益性が

あるのかどうかというのは判断しないといけないわけでございます。そういう意味では一つ一つ

やっぱりきちんと向き合わないといけないんで、全てこのように全部受け入れるということには

もしかしたらならないかもしれないというふうに私は思っております。それから今後の大規模改

修等々はもしたばこの皆さん方がですね、こういう厳しい状況におかれておりますから、これか

ら何年間これが続くかということは非常に不確定でございます。非常に高齢化もされておられま

すから、ちょっとしんどいと、組合も解散するということになった場合に、場合によってはあの

建物を有効利用するということも考えられるかもしれません。いろんな施設にあの建物をそのま

ま活かして使っていくということにもなるかもしれませんから、その場合にはまた財源の確保

等々が別次元で考えていかないといけない。もちろんこの１，２００万を原資にしながらもです

ね、考えていかないといけないんじゃないかなと私は考えているところです。 

○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） ということは、この第１条にある共同乾燥施設の取り壊しまたは大規模

修繕のためというのは、葉たばこ組合が解散をして町の施設として後の利用をどうするかという

時のための基金ということでよろしいんですか。 

○議長（池田洋助君） 他ありますか。 

〔「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。 

 お諮りします。議案第４１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４１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１１ 議案第４２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１１ 議案第４２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４２号、内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条
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例の一部改正についてでございます。本案につきましては、消防団員処遇改善のため、団員が行

方不明者発生時の捜索活動、団長が指示する業務に従事する場合の費用弁償規定を新たに設ける

ため、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を改正するものでござい

ます。内容につきましては、総務課長に説明を致させますので、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（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは私の方から説明をさせていただきます。議案書１、５８ペ

ージをお開き下さい。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。説明資料３の３１ページの新旧対照表にてご説明を致します。これまで団員

が水火災、警戒、機械整備などの職務に従事する場合の費用弁償は、水火災の場合、警戒の場合、

ポンプ整備の場合、予防消防・広報活動の４種類において規定しておりました。しかしながら、

捜索活動については、本条例で明記しておらず従前から運用で警戒の場合として取り扱いをして

きましたが、３月の条例改正時に捜索の場合活動時間が６時間を越える場合もあり、加算額も必

要ではないかとのご指摘を受けまして、この度、運用ではなく明確に行方不明者発生などの捜索

活動として規定し、加算額も支給することとするものでございます。さらに消防団の組織力を活

用した特別な業務に対する手当として、団長が指示する業務を創設することとするものでござい

ます。業務としては災害前後における危険個所の点検業務、それから町外等の広域で訓練時の出

勤をした場合などを想定してございます。以上、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ご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜ります

よう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） この条例に対する追加、先ほどの２つの分につきましてではないんで

すけど、ポンプ整備のことなんですけど、１，３５０円というのは今までもずっとされてた部分

だと思うんですけど、この確認はどのように日誌はすべてつけてあると思うんですけど、その日

誌に基づいて確認をされているのかどうか。その確認方法についてお尋ねします。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） ポンプ整備につきましてはですね、たしかに日誌等で確認はで

きますけれども、定数、例えば月３回の７名出動の年１２回というふうな計算で従前からやらし

ていただいております。 

○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） こないだうち、テレビとか新聞で報道されましたけど、消防署、今ま

では定員が３人でなければ出動できないと。今回の改正された場合には二人で出動ができるとい



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

‐ 82 ‐ 

うのが出ておりましたけど、わが町の消防団員は定数は周辺部においてでも定足数に足りておる

んでしょうかね。もしおらないのであれば、合併をするとか、いろんなことを考えないけないと

思うんですがそこらあたりどうなんでしょうか。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 定数につきましては現在、定数には達しておりません。それで

出動につきましてでございますが、必ずその部におきましてですね、定数、今だったら二名です

か、二名以上そろってから必ず出るようにということで指導しております。あと合併の件につき

ましてはですね、消防団の幹部会がございます。またそちらの方で様子を見ながらその辺りは協

議して合併するのかしないのか、また運用については検討しているところでございます。以上で

す。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） こんなこと言ったら怒られるかもしれませんが、出初め式の時、拝見

を致しました。行進を。私も６８になりますけど、私らよりかは年上の方が周辺部においては多

くの方がおられると。私はそこら辺りを考えるとあんまり、みんな出て仕事はしておりますので、

行けるのは役場の職員か農協の職員か地元におるのは。ほとんどは出て仕事をしておりますので、

なかなか大変ではないかなと思うんですが、何べんも聞いても同じことを答えは一緒だと思うん

ですが、今一度だけ。周辺部においてはおそらく二人で出動いうたってなかなか難しいこともあ

ると思うんですよ。そんな時はどういうふうな考え方をされておるのか。ちょっとそこらあたり

簡単にでもお答えをいただいたらと思うんですけど。 

○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） 寺岡議員が質問の中で言われました二人というのはですね、たぶん制度

改正に伴う救急車の件ではないかなというふうに思うんです。今まで救急車の場合には３人乗っ

てないとだめだということだったんですど、やっぱり今の定数なんかの関係がありましてですね、

救急活動は二人でもオーケイだというふうに制度改正がなされたと思うんですね。うちの場合に

は今、主任が申しましたように、最低これだけの人数がなかったら現場に行っても消火できませ

んから、車だけ行っても出来ませんから、そういうことをある程度定めておるんですけれども、

今言いましたように、やっぱり高齢化の中でですね、大変な状況がありますので、今質問にあり

ましたような団の再編といいますか、あるいは定数条例等々を含めてですね、また団長会なり、

役員会なり、そこの中で議論をしていただければいいんじゃないかなというふうに私は思ってい

るところです。以上でございます。 

○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） そのことについては新聞報道で言われておりましたのでだいたい把握

はしておるんですけど。わが町もあの消防署員になる人間がおらないんですから。子どもが。消

防署員になる子どもがおらないんですから、当然地元に消防団が定足数に達するまで出来るとは
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私は考えておりません。ですから、今町長が言われたようにある程度の時期にはやっぱり再編を

考えて町民の安心と安全のまちづくり。これが一番だと私は思うんですが、そこら辺りをできる

だけ早いうちに検討いただいて、町民の皆さんが安心安全で生活が出来るような町づくりをして

いただきたいなと、かのように考えております。答弁はいりません。 

○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。 

 お諮りします。「議案第４２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４２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。１時から再開します。お昼休みです。 

 

午前１１時５３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１２ 議案第４３号 内子町行政手続条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１２ 議案第４３号 内子町行政手続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４３号 内子町行政手続条例の一部改正についてでございます。

本条例案につきましては、行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、内子町行政手続条例

の一部を改正するものでございます。内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは私の方からご説明させていただきます。議案書１は６０ペ

ージになりますが、説明につきましては、説明資料３、３２から３５の新旧対照表でご説明させ

ていただきたいと思います。内子町行政手続条例では処分、行政指導、及び届け出に関する手続

きに関し、共通する事項を定めることによって行政運営における公正の確保と透明性の向上を図
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り、もって、町民の権利、利益の保護に資することを目的としております。それでは改正の箇所、

及び概要につきましてご説明致します。本案は国民の権利、利益の保護の充実を図ることを目的

に行政指導や処分に関する新たな手続きを整備する行政手続法の一部を改正する法律にあわせ、

内子町行政手続き条例の同趣旨の改正をおこなうもので条例の改正の概要は以下のとおりでござ

います。 

３３ページをお開き下さい。行政指導の方式につきまして第３３条第２項を新たに追加するも

のでございます。この趣旨につきましては、行政機関が事業者等に対して行政指導をおこなう際

に行政指導に従わなければ許可を取り消す、申請が不許可になるなどと示す場合にはその許可の

取り消しなどについて根拠となる法令の条項や理由などを合わせて示さなければならなくなり、

そのための１項の追加でございます。次に３３ページから３４ページにかけてでございます。行

政指導の中止等の求めにつきまして第３４条の２、第１項から第３項までを新たに追加するもの

でございます。この改正の趣旨につきましては、行政機関から法令に違反する行為の是正を求め

る行政指導を受けた事業者等がその行政指導が法律に違反していると考える場合には、行政指導

の中止などを求める申し出を求めることが出来る仕組みを設けております。申し出を受けた行政

期間は必要な調査をおこなった結果、その行政指導が法律に違反している場合には行政指導の中

止などの措置を講じることになります。 

次に３４ページでございます。処分等の求めにつきまして第３４条の３、第１項から第３項ま

でを新たに追加するものでございます。この趣旨につきましては、何びとも法令に違反する事実

を発見した場合に行政機関に対し、それを是正するための処分や行政指導を求めることが出来る

仕組みを設けます。申し出を受けた行政期間は必要な調査をおこなった結果、必要があると認め

る時はその処分または行政指導をおこなうこととなります。その他の改正点につきましては、新

たな章、条項を追加することに対応するための文言等の改正をおこなうものでございます。以上、

内子町行政手続き条例の一部改正についてご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご決

定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第４３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４３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４４号 内子町営住宅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４４号 内子町営住宅条例の一部改正について」

を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４４号、内子町営住宅条例の一部改正についてでございます。新

中組団地の新築に伴いまして、内子町営住宅条例の一部を改正するものでございます。内容につ

きましては、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、ご決定賜ります

ようお願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは、議案第４４号、内子町営住宅条例の一部改正に

ついてご説明申し上げます。議案書６３ページから、また議案説明資料３６ページをお開き下さ

い。提案理由と致しましては、新中組団地の新築に伴い、内子町営住宅条例の一部を改正するも

のでございます。議案説明資料の３６ページをご覧いただいたらと思います。この施設は内子町

寺村１０９７番地に平成２７年度木造平屋建住宅６戸が新設されましたことによりまして、新旧

対照表の新のように別表、中組の項の次に新中組、内子町寺村１０９７番地、平成２７年度木造

平屋６を加え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。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 中組団地も建て替えをしていただいて素晴らしい町営住宅が出来たんで

はなかろうかと思うんですが、本日これ提案されとる改正では７月１日改正、施行ということで

すが、すでに入居されて生活をされておる方がおるかに見えるわけですが、中組団地に入居され

ておった方が移られたのか、新たな方が入居されておるのか、質問をしたいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今移行期間ということでやっておりまして、７月１日より

施行ということでございますが、現在、引っ越し等で住まれて移られとる方もおりますが、その

方につきましてはですね、元々中組団地でおられた方ということでございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） そしたら中組団地におられた方は皆移られると把握しとったんでいいん

でしょうかね。やはり今までのままの方もおられるという把握をするべきなんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 元々住まれとった方が入られるという理解でよろしいかと

思います。今６戸建っておりますが、その内の４戸については中組団地に住まわれた方が２戸ご

ざいます。あとの２戸につきましては中組団地以外のから住まわれる方もおられます。あと２戸

については一般募集をかけております。以上です。 
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○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

○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） 確認さしてもらったらと思うんですけど、今回の議案に直接は関係ない

んですが、この新旧対照表があるんですが、それの中組団地のですね、４つ上、「内子町只甲海５

２７番地」となっておるんですが、これは印刷の間違いじゃないんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今、ご指摘がありました件でございますが、そうです。「海」

と「甲」が逆転しておりますので、訂正をお願いしたいと思います。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありますか。 

〔「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４４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４４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１４ 議案第４５号 備品の取得について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第４５号 備品の取得について」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４５号、備品の取得についてでございます。５月１７日に入札を

執行し、仮契約を締結した備品、消防ポンプ自動車につきまして、地方自治法第９６条第１項第

８号並びに内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規

定により議会の議決を求めるものでございます。その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、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは備品の取得につきまして私の方からその内容をご説明させ

ていただきます。議案書１、６５ページをお開き下さい。 

 設置場所でございますが、内子方面隊内子分団第４部でございます。内子町内子２５９２番地

でございます。種類、数量でございますが、消防ポンプ自動車１台でございます。契約の方法に

つきましては、指名競争入札をおこなっております。取得金額は２，２２４万８，０００円でご
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ざいます。契約の相手方は宇和島市寿町２丁目３番７号、株式会社岩本商会宇和島営業所、所長、

増田旭洋でございます。今回の指名競争入札業者は、過去の実績により４社を指名致しました。

落札率は９４．８％でございます。備品の納入期限は平成２８年１１月３０日としております。

消防団の機動力確保という観点から合併後計画的に車両、ポンプの更新をおこなっております。

今年度更新する車両等は配備時から経過年数が２７年となっているものでございます。来年度以

降更新する予定の車両などにつきましても年式が古いものから更新する計画でございます。以上、

備品の取得についてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよう、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４５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４５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１５ 議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

１号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）につき

ましてご説明致します。平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）は歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２０億４，７５９万円増額し、歳入歳出予算の総額を１０９億７，７５９万

円とするものでございます。今回の補正予算につきましては、主に補助金、交付金等の確定にと

もない、計上するものでございまして、その骨格につきましては、招集挨拶の中で述べさしてい

ただいたところでございますが、特に安全・安心のまちづくりに資するもの、よりよい町民の暮

らしの確保や経済産業活動の活性化等に重点をおいて編成を致しました。まず、歳入の主なもの

につきましては、補助事業の内示等に伴い、国・県支出金を６億５，４５８万１，０００円。地

方債を６億４，７２０万円増額し、一般財源の不足を補うため、公共施設整備基金より６億５，

５００万円。財政調整基金より５，９３７万８，０００円を繰り入れておるところでございます。

また、歳出における主なものと致しましては、まず、光ファイバー網を構築する情報通信基盤整

備事業として５億５，０００万円を計上致しておるところでございます。これは企業誘致や起業

支援、移住、定住をさらに進めるために高速で安定した通信基盤である光ファイバー網を構築す

る事業でございます。 

次に内子児童クラブの内子児童館移設に伴う耐震改修工事として２，５１２万５，０００円を
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計上致しております。これは内子小学校で実施していた内子児童クラブを内子児童館へ移設する

ことにより、より快適で充実したクラブ活動をおこなうためのものでございます。次に小児イン

フルエンザ、Ｂ型肝炎の予防接種費として８０１万５，０００円を計上致しております。小児イ

ンフルエンザ予防接種費用の一部助成やＢ型肝炎の予防接種をおこなうことにより、保護者の経

済的負担の軽減を図るとともに安心できる子育て支援、されなる町民の健康増進につなげたいと

考えておるところでございます。 

次に防災行政無線のデジタル化整備事業として８億５８８万７，０００円を計上致しておりま

す。防災無線をアナログ方式からデジタル方式へ移行させることにより、非常災害時における災

害情報の収集、伝達などの通信手段の高度化、多様化を進めるものでございます。その他の補正

と致しましては、低所得者の障がい・遺族基礎年金受給者向けの臨時福祉給付金事業として２，

６８３万５，０００円。林道施設費として２億１，０２２万６，０００円。道路橋梁費として６，

８３２万円。老朽改修などの公営住宅改修工事として１億４，９５２万２，０００円。内子運動

公園テニスコート整備などの公園費として１億１，２３２万９，０００円等を計上致しておりま

す。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○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４６号」は、予算決算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４６号」は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１６ 議案第４７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１６ 議案第４７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４７号、平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。これにつきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ８６万４，０

００円を追加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億４，３１８万３，０００円とす

るものでございます。国民健康保険事業につきましては、平成３０年度より都道府県が財政運営

の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定するために必要な基礎データを作

成するためのシステム改修費の補正でございます。財源につきましては、全て国庫補助金による

ものでございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 
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〔「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４７号」は、予算決算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４７号」は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１７ 議案第４８号 平成２８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１７ 議案第４８号 平成２８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４８号、平成２８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、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１５４万５，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１，３４２万９，０００円とするものでございます。内容につきましては、小

田高校１年生の寄宿舎、入寮者を１０名と見込んでおりましたが、４名増えたことによる補正で

ございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○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４８号」は、予算決算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４８号」は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１８ 議案第４９号 平成２８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１８ 議案第４９号 平成２８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〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４９号 平成２８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、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４９０万円を減額し、歳入歳出予算の総
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額をそれぞれ２億８，０４１万２，０００円とするものでございます。委託料の入札減少金の発

生等に伴う減額補正でございまして、歳入におきましては繰入金を４９０万円減額致しておりま

す。次に歳出でございますが、主なものと致しましては、浄化センター維持管理委託費に入札減

少金が生じたため、終末処理場管理費の委託料を５５０万円減額致したものでございます。以上、

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○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４９号」は、予算決算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４９号」は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１９ 議案第５０号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１９ 議案第５０号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予

算（第１号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５０号、平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）に

つきましてご説明致します。まず、平成２８年度内子町水道事業会計予算第３条に定めた収益的

支出の予定額におきまして、第２款水道事業費用、第１項営業費用を１４７万３，０００円増額

補正をするものでございます。次に資本的収入及び支出でございますが、第３款、資本的収入の

内第７項に県道改良事業実施に伴う補償費として２００万円。また資本的支出のうち第１項、県

道改良に伴う水道管布設替えの建設改良費として４８１万４，０００円をそれぞれ増額補正する

ものでございます。補正の主な内容につきましては、補正予算書１０ページに掲載しております

ので、お目通しいただきたいと思います。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願

い致します。 

○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５０号」は、予算決算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５０号」は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 
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○議長（池田洋助君） 本日、総務文教常任委員会、産業建設厚生常任委員会、並びに予算決算

常任委員会に付託しました、各議案の委員会審査報告については、最終日６月１７日の本会議で

お願いします。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。次の本会議は、６月１７日、午前１０時に開

会します。本日は、これをもって散会致します。 

 

午後 １時２８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 ６月第８４回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２８年 ６月 ９日（木） 

○開会年月日   平成２８年 ６月１７日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長   亀 岡   弘 君 

税 務 課 長  入 海   孝 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会計管理者  安 川   徹 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課長  林 愼 一 郎 君     産業振興課長  山 本 真 二 君 

小田支所長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 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      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  稲 葉   勉 君 

自治・学習課長  亀 沖 明 義 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  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第６号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第４１号 内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例の制定について 
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日程第 ４ 議案第４２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 ５ 議案第４３号 内子町行政手続条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第４４号 内子町営住宅条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第４５号 備品の取得について 

日程第 ８ 議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９ 議案第４７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１０ 議案第４８号 平成２８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１１ 議案第４９号 平成２８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１２ 議案第５０号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１３ 発議第 ３号 無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書について 

日程第１４ 受理第 ４号 伊方原子力発電所 3 号機の耐震安全性審査の見直しと再稼働に関す

る住民説明会を求める請願 

日程第１５ 受理第 ５号 日本政府に「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」の締結ための行動を

求める意見書提出についての請願 

日程第１６ 議員派遣の件 

日程第１７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１８ 

 

午前１０時００分 開会 

 

○議長（池田洋助君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（池田洋助君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１２番山崎 正史議員、

１３番寺岡 保議員を指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○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６号のとおりであります。 

理事者から６月１０日の本会議において、林 博議員の質疑に対する答弁の内容に一部誤りが

あり、訂正したい旨、申し出がありました。これを許可します。答弁内容の訂正について説明を
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求めます。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） ６月１０日の本会議におきまして、林議員のご質問に回答致しまし

た内容に誤りがございましたので、訂正をさせていただきたく存じます。そのご質問の内容は議

認第５号、平成２７年度内子町一般会計補正予算第６号についての専決処分の承認を求めること

について、歳出の２款総務費、１項総務管理費、４目電算管理費、電算システム改修に対する国・

県支出金の財源補正の内容についてでございました。林議員からはこの補正は社会保障、税番号

制度の導入に伴う補正であるのか、とのご質問に対して庁内業務に利用する基幹系システムにお

けるＩＤパスワードの他に新たに成体認証を加え、ＵＳＢなどの媒体によってデータを持ち出せ

ないよう、外部媒体の利用を制限するものであると回答させていただいておりましたが、議員ご

指摘のとおり本補正は社会保障、税番号制度の導入に伴うものでございまして、住民基本台帳シ

ステム、地方税システムの改修、及び中間サーバーの構築のために要する総務省からの補助金、

並びに介護保険、国民健康保険、国民年金システムなどの構成労働省からの補助金の額の確定に

よるものでございました。またこれに関連して、それでは報告第４号の平成２７年度一般会計繰

越明許費繰越計算書の中の２款総務費、４項電算管理費、情報セキュリティ強化対策事業とは何

かとのご質問に対して社会保障、税番号制度導入に伴うセキュリティ対策費であると回答致して

おりましたが、正確には社会保障税番号制度の導入に伴い、マイナンバーを取り扱うネットワー

クの強化のため、第一のご質問で回答致しておりました庁内業務で利用する基幹系システムへの

生体認証や外部利用の制限などセキュリティの強化の利用に伴う事業でございます。林議員には

間違った回答をしましたことを深くお詫びを申し上げます。大変、申し訳ございませんでした。 

 以上、林議員のご質問に対する訂正でございました。ご理解を賜りますよう、よろしくお願い

を致します。 

○議長（池田洋助君） 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４１号 内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議案第４１号 内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例

の制定について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

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。去る６月１０日の本会議において、

開会中の総務文教常任委員会に付託されました「議案第４１号 内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施

設基金条例の制定について」審査の結果をご報告申し上げます。 

審査経過等につきましては、配付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「議案第４１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４１号」については、平成２
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８年度から寄附採納により、内子町の施設となる大瀬葉たばこ共同乾燥施設における災害・老朽

化等による施設の大規模修繕、取り壊しに必要な財源を確保し、もって施設の安定的な運営に資

するため、基金条例を制定するものであります。委員の質疑においては、「地下タンクなども設置

してあると思われる。今後の施設の維持管理方法は。」との質問に対し、「大瀬葉たばこ共乾利用

組合へ、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間、賃貸借契約を締結し、

貸付期間中の施設維持保全経費は、組合が負担することになっている。２０キロリットルの地下

燃料タンクがあり、危険物取扱者は、大瀬・村前地区の葉たばこ農家の方がなっている。」 との

答弁でありました。「今後長期間利用されるか不透明。将来の利用計画はあるのか。」との質問に

対し、「現在は、土地と建物の寄附採納を受け、継続して賃貸借している。町として将来の利用計

画は特になく、現在のとおり、賃貸借して利用していく考えである。」 との答弁でした。採決の

結果、「議案第４１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おこないます。 

〔「なし。」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。」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４１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４１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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。よって、「議案第４１号」は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 

  日程第 ４ 議案第４２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４ 議案第４２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） 「議案第４２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、

「議案第４２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
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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。今回の条例の一部改正については、出

動手当や行方不明者発生時の捜索活動に従事する場合を追加するものであります。委員の質疑に

おいては、「大洲市と同じ消防事務組合であるが、報酬や費用弁償に差があるが、今後どうされる

のか。」との質問に対し、「前回、出動手当を２，５００円に引き上げた。団長の指示による出動

も、足並みを揃えた。報酬については、他の自治体との状況を総合的に判断し、大洲市に合わせ

るという考えではなく、町の規模などを考えながら決めたい。」との答弁でありました。採決の結

果、「議案第４２号」は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で、委員長報告を

終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」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。」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４２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４２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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。よって、「議案第４２号」は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 

  日程第 ５ 議案第４３号 内子町行政手続条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 議案第４３号 内子町行政手続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） 議案第４３号「内子町行政手続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４３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。今回の改正は、行政不服審査法関連３法の施行に伴い関係条例の一部を改正する

ものであります。委員からの質疑は、「町景観まちづくり条例に基づく、行政処分との関係は。」

との質問に対し「行政手続条例は、行政処分に対して規定するものであり、行政処分したものは、

行政手続条例の対象となる。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第４３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おこないます。 
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〔「なし。」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。」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４３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４３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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。よって、「議案第４３号」は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 

日程第 ６ 議案第４４号 内子町営住宅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４４号 内子町営住宅条例の一部改正について」を

議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

山本産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業建設厚生常任委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。去る６月１０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４４号 内子町営住宅条例の

一部改正について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたし

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４４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、小田地区にあります新中組団地の新築に伴い、別表

に木造平屋建て６戸を追加するものです。委員から、「入居者は、元々中組団地に入居していた人

が入居するのか。また、家賃はどうなるのか。」との質問に対し、「元の中組団地の入居者と他の

取壊し予定の団地から４名を優先入居とし、残り２戸を募集する。家賃については、５年間かけ

て正規の家賃に上げていく事で入居者の了解を得ている。」との答弁がありました。また、「耐震

化出来ていない住宅や老朽化した住宅について、今後の方針は。」との質問に対し、「長寿命化計

画と合わせて考えていく。」との答弁。「トイレの水洗化について」の質問に対し、「現状を把握し、

出来るだけ進める努力をする。２８年度は田ノ口団地の浄化槽を設置していくこととしており、

順次おこなっていく予定である。」との答弁がありました。さらに、「今後の住宅建築方針。また

景観などへの配慮は。」との質問に対し、「旧３町の住宅を引継いでいるが、政策空き家は廃止し

ていく。改修して活用できるものは改修していく。足らない分は計画していく。今の時代、木造

で作っていくという考えでいる。木造で３階まではよいが、集成材等の活用により高層階のもの

も出来るのではないかと思っている。」との答弁がありました。採決を行った結果、「議案第４４



平成２８年 ６月第８４回内子町議会定例会 

- 99 - 

号」については、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員

長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

山本委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。 

〔「なし。」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４４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４４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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。よって、「議案第４４号」は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 

  日程第 ７ 議案第４５号 備品の取得について 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 議案第４５号 備品の取得について」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） 「議案第４５号 備品の取得について」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４５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。 

「議案第４５号」については、内子方面隊内子分団第４部に、消防ポンプ自動車を１台配備する

ため２，２２４万８，０００円で購入するものあります。質疑においては、「今回の入札状況は。

また近年の更新状況は。」との質問に対し、「過去の実績により、４社による指名競争入札を行い、 

落札率９４．８％ 納入期限は、平成２８年１１月３０日である。昨年、大瀬分団第１部の普通

積載車を更新、平成２１年度に内子分団第２部、五十崎中央分団のポンプ車を更新している。」と

の答弁でありました。採決の結果、「議案第４３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おこないます。 

〔「なし。」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。」声あり〕 
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○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

「議案第４５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４５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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。よって、「議案第４５号」は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 

  日程第 ８ 議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９ 議案第４７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１０ 議案第４８号 平成２８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１１ 議案第４９号 平成２８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１２ 議案第５０号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第８ 議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

１号）について」「日程第９ 議案第４７号 平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」「日程第１０ 議案第４８号 平成２８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１１ 議案第４９号 平成２８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１２ 議案第５０号 平成２８年度内子町水道事業

会計補正予算（第１号）について」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。 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎予算決算常任委員長。 

〔山崎正史予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 報告申し上げます。去る６月１０日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました５件の補正予算について、６月１４日に委員１４名出席の

もと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につきま

しては、お手元に配付されているとおり、原案のとおり可決すべきものであると決定致しました。 

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申し上げます。議案第４６号、平

成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）につきましては、２０億４，７５９万円を追加し、

歳入歳出予算を１０９億７，７５９万円とするものです。前年同期と比較し３．７％の増額とな

っています。 

 それでは、まず歳入予算についてでございますが、事業の補助内示等により、社会資本整備総

合交付金など国庫支出金４億６，５８１万２，０００円、林業施設費補助金、並びに国体リハー

サル大会の運営費補助金など県支出金が１億８，８７６万９，０００円を見込み、財源不足を補

うため、財政調整基金から５，９３７万８，０００円、公共施設整備基金から６億５，５００万
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円の繰り入れをし、事業に対応していくというものです。地方債については、林道、町道の新設

改良事業に過疎債、辺地債９，６５０万円を、また合併特例債を内子運動公園の改修費に５，４

７０万円、防災行政無線デジタル化事業に４億９，６００万円、併せて６億４，７２０万円を借

り入れ、財源の確保を行っています。 

 続いて、主な歳出予算は、２款・総務費においては、情報通信基盤整備事業費として５億５，

０００万円を計上しています。現在、市街地区域においては民間業者により整備がなされており

ますが、未提供区域が広く存在していることから、光ファイバーを全町に整備し、町内全域で光

サービスに加入できる環境を整備するものです。５億５，０００万円の考え方は、内子町全域で、

不採算地域においても将来にわたって光サービス提供を行うという条件のもと、補助をおこなう

ものでありまして、今後におきまして、設備更新、災害復旧等の際に新たな負担が生じるもので

はなく、なお期待される効果として、住民の利便性の向上、移住者の増加、企業誘致の安易化、

多彩なサービス提供等により、人口減の防止、雇用の創出、地域経済及び、地域活性化につなが

るものであるという説明がありました。委員の質疑においては、「設備整備に対する補助でないの

か。」との質問に「不採算地区についても、町として整備するもので、民間業者に補助して、採算

ベースに乗るように５億５，０００万円を補助するものである。」との答弁。また、「町が整備し

た、現在の大瀬、立川地区でのサービス業者との調整は。」との質問に、「プロポーザルには入る

予定であり、現在の利用者が１人になってもサービスは続ける。」との答弁がありました。 

次に３款・民生費では、国の政策として補助金２，３４０万円を計上し、臨時福祉給付金３，

０００円を５，５００人に。また、障がい・遺族年金臨時福祉給付金３万円を２３０人に給付し

ます。また、内子児童クラブが内子小学校から内子児童館に移設することから、内子児童館改修

工事費に２，５１２万５，０００円が計上され、４款・衛生費では、小児インフルエンザ予防接

種費用助成として５９８万円が計上されています。委員から「内子児童クラブの現状、移設の理

由について」の質問に、「利用児童は３０人、現在利用の内子小学校の教室は、特別支援学級とし

て利用したいとのことである。」との答弁。「インフルエンザ補助は、個人に対する助成であるが

申請方法は。」との質問に「町内医療機関に申請用紙を置いており、それに記入していただき、個

人負担１，０００円を支払うのみで、残りの補助金分は、医療機関から町へ申請をしてもらう。」

とのことであります。３月の一般質問に対する答弁のとおり、迅速な対応をしていただきました。 

６款・農林水産業費においては、林道整備事業費や土地改良事業費に加え、村並保存対策費と

して泉谷棚田を活用した地域活性化事業として、補助金が２００万円計上されています。これは、

平成１１年に「日本棚田百選」に選定されて以来、「泉谷地区棚田を守る会」が発足し、棚田のＰ

Ｒや平成１６年度からは農作業体験ツアーの実施、また平成２７年度からはブランド米として棚

田米の販売などをしておられます。今回、空き建物を活用し、農家民泊の可能な施設を改装整備

していくもので、運営管理などは「守る会」が中心となって行うとのことです。県の新ふるさと

づくり総合支援事業補助金１００万円を加え町から２００万円を補助します。委員から、「ふるさ

と納税制度をうまく使って、そういった事業にこそ寄付して頂くようなことを考え、しっかりと

地域を支援していく方法を考えて頂きたい。」との意見がありました。 

８款・土木費においては、町営住宅の改修に係る設計委託費が１，４９６万円。田ノ口団地３

０戸や隅川団地１６戸の浄化槽設置工事及び、改修工事費に１億３，４５６万２，０００円が予
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算化され、長寿命化計画に基づき改修が行われていきます。また、公園費では、内子運動公園の

プールの設計委託費８５０万円、改修工事費として、１億３８２万９，０００円を予算化し、テ

ニスコートの本体工事、照明設備工事、トイレ・倉庫改修、水道設備工事が行われます。財源は、

社会資本整備総合交付金４，８６０万円と合併特例債５，４７０万円です。年度計画に基づき順

次改修がなされていく計画であります。委員から「プールについて、国体プールは通常より深い

が、台座を置くなどで浅くもできる。プールは国体仕様のまま設置し、例えば学生の合宿や競技

大会にも利用できるようにするべきと考えるがどうか。」との質問に対し、「現在の、町のプール

の深さにして持ってくる。利用者が子どもであるので安全面から通常使用を考えている。」との答

弁がありました。 

９款・消防費では、デジタル防災行政無線整備について、平成２８年度から２９年度まで、１

２億３，５００万円を限度とし債務負担行為の補正がなされ、うち２８年度予算として８億５６

８万円を予算化しています。２８年度は内子地区、２９年度は五十崎地区と小田地区を整備する

とのことであります。委員から、「大規模な事業であり工事には大手業者が入ると思うが、地元業

者とジョイントが可能かどうか。また、地元にお金が落ちる配慮を願いたい。」との質問に対し、

「地元業者とＪＶが可能かどうか協議している。」との答弁がありました。以上、「議案第４６号

内子町一般会計補正予算（第１号）について」多くの質疑がなされました。採決の結果、全会一

致により、原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

次に、特別会計４件についてですが、「議案第４７号、平成２８年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）」につきましては、歳入歳出それぞれ８６万４，０００円追加し、２８

億４，３１８万３，０００円とするものです。これは、平成３０年度から、広域化により県と内

子町が共同保険者となることから、電算システム改修をすべて国の費用で行うものです。特に質

疑はなく、採決の結果全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

次に、「議案第４８号、平成２８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、歳入歳出それぞれ１５４万５，０００円を追加し、１，３４２万９，０００円とするもの

です。寄宿舎入寮生を１年生１０人と見込んでおりましたが、４名増の１４名となったことから、

４名分の寄宿舎使用料及び寮生の給食委託費を増額する補正予算であります。委員から、「給食費

用１食６００円との説明であるが、小田高校を存続していく観点からも、財源を継ぎ足してでも、

育ち盛りの高校生に十分な食事環境を与えられるよう考慮すべきである。」との意見がありました。

また、「毎年入寮生の数が変わるが、施設の傷みにより使用できない部屋がある。修理など早急に

対応すべきと思うが、どう方向性を考えているのか。」との問いに対し、「現場を見て、早急に対

応する。」との答弁でありました。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

次に、「議案第４９号 平成２８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、歳入歳出それぞれ４９０万円を減額し、２億８，０４１万２，０００円とするもの

です。これは、内子町浄化センター維持管理契約に５５０万円の入札減少金が生じたので、これ

を減額するとともに、公営企業法適用への対応として、６０万円を増額するものです。委員から、

「下水道加入率や起債の残額について」の質問があり、「加入率は８３．９％であり、３６０戸が

未接続である。起債残額は、２７年度末で１６億６，１６７万５，０００円である。年間１億５，

０００万円程度償還している。」との答弁がありました。採決の結果、全会一致で可決すべきもの
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と決定致しました。 

 最後に、議案第５０号、平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、

収益的収支で、水道事業費用を１４７万３，０００円増額し、４億３，８４３万６，０００円す

るものです。検針員の高齢化により、将来を見据えて内子地区の検針員を２人から３人体制にす

るための費用等が計上されています。また、資本的収支で、県道改良に伴う配管敷設替工事にか

かる補償金２００万円を収入とし、支出では県道鳥首五十崎線配管敷設工事に係る費用として４

８１万４，０００円が計上されています。委員から、「検針員、管理人について、現状にあった体

制とすべきである。要望しておく。」との意見等がありました。採決の結果、全会一致で可決すべ

きものと決定致しました。 

６月議会から、あらたに予算決算常任委員会として、当初予算に加え、補正予算においても全

議員により審査を行うことになりました。予算は、町の針路を定めるもっとも重要な議案であり

ます。今後とも、活発な討議のもと、チェック機関として議会の責任が果たせるよう、委員各位

のご協力をお願いし、委員長報告を終わります。 

○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。 

山崎委員長、席にお戻りください。 

採決は、議案ごとに行います。 

まず、「議案第４６号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）について」の採決を行

います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定することに賛成の

方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第４６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第４７号 平成２８年度 内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第４７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第４８号 平成２８年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」

の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第４８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第４９号 平成２８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」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定

することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第４９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

最後に、「議案第５０号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について」の採

決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１３ 発議第 ３号 無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１３ 発議第３号 無電柱化の推進に関する法整備を求める意

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。泉 浩壽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。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 「発議第３号 無電柱化の推進に関する法整備を求める

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、国土交通大臣、財

務大臣に対し、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６月１７日提出。 

提出者、内子町議会 総務文教常任委員会委員長 泉 浩壽。 

提出の理由、無電柱化の推進に関する法整備を迅速におこなうことを求め、国会及び政府に対し

意見書を提出するものである。 

無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書。 

地域住民の生活環境の改善や地域の活性化を図るため、とりわけ防災性の向上や安全で快適な

通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興等の観点から、無電柱化の取組を計画的かつ円滑

に進めることはとても重要である。 

 しかしながら我が国の無電柱化割合は著しく低く、近年異常気象等の災害による電柱の倒壊に

伴う救援、救助等への影響や、いたましい通学児童の交通事故などから、無電柱化に対する地域

の要望は極めて強いものとなっている。 

 よって、内子町議会は、国会及び政府に対し、下記事項を強く求めるものである。 

 記 

１．無電柱化の推進に関し、基本理念や責務、推進計画の策定等を定め、施策を総合的、計画

的かつ迅速に推進すること。 

２．無電柱化の推進に関する法律案の策定にあたっては、公共の福祉の確保や生活の向上、地

域経済の健全な発展に貢献し、地方自治体に莫大な財政負担が生じないようにすること。 

 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６月１７日 。愛媛県内子町議会。皆さんのご賛同、よろしくお願い致します。 
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○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。 

泉委員長、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） ご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１４ 受理第４号 伊方原子力発電所３号機の耐震安全性審査の見直しと再稼働に関

する住民説明会を求める請願 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 受理第４号 伊方原子力発電所３号機の耐震安全性審査

の見直しと再稼働に関する住民説明会を求める請願」を議題とします。 

請願の内容については、配布しております「請願の写し」のとおりであります。 

お諮りします。この請願については、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とす

ることにしたいと思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「請願受理第４号」は、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とするこ

とに決定しました。 

 

  日程第１５ 受理第５号 日本政府に「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」の締結のための行

動を求める意見書提出についての請願 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 受理第５号 日本政府に「核兵器全面禁止・廃絶国際条

約」の締結のための行動を求める意見書提出についての請願」を議題とします。 

請願の内容については、配布しております「請願書の写し」のとおりであります。 

お諮りします。この請願については、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とす

ることにしたいと思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「請願受理第５号」は、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とするこ

とに決定しました。 

 

  日程第１６ 議員派遣の件 

○議長（池田洋助君） 「日程第１６ 議員派遣の件」を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することにした

いと思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定しま
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した。 

 

  日程第１７ 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１７ 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１８ 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１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題としま

す。 

各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調査

したい旨、申し出がありました。 

お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とするこ

とに、決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

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） ６月定例会を閉会されるにあたりまして、一言お礼を申し上げたいと思

います。大変、議員の皆様方にはご多忙の中、ご出席を賜りまして、全議案慎重審議していただ

き、お認めいただきまして誠にありがとうございました。お礼を申し上げたいと思います。その

趣旨にのっとりまして執行して参りたいと思います。今月の６月１日に安倍首相が消費税を延期

するという旨の発言がございました。２０１７年４月からと言っていたのを２０１９年１０月か

らということでございます。基本的に社会保障と税の一体改革ということで、社会保障にこの消
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費税は使って、社会保障を充実させなくちゃいけない、安定化させないといけないということで

の始まりだったというふうに私は思っているんですけど、これが本当に医療や福祉や年金また保

育の問題等々に、きちんとした向き合えるような財源が本当に確保されるんだろうか。私は本当

に危惧をしております。ご案内のように地方自治体の財源は国に依存するウエイトが非常に高う

ございます。保育所の問題やあるいは老人介護施設の問題、まだまだこれから充実させなくちゃ

いけない課題が山積しておるわけでございますけれども、安定的な財源が本当に確保できるのか。

どういうことになるのか。非常に私は国の動向というのをこれから注視していかなくちゃいけな

いなというふうに思っているところでございます。そういう中で今後とも議員の皆さん方のご指

導やご協力を得ながら豊かなまちづくりにこれからも邁進していかなくちゃいけない、というふ

うに思っております。いずれにしても皆さん方のご協力を心からお願い申し上げたいと思います。

６月の定例会、本当にありがとうございました。お礼を申し上げたいと思います。 

○議長（池田洋助君） 以上をもって、平成２８年６月第８４回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午前１０時５４分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第８４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 

２ 
内子町議会委員会条例の一部改正について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28. 6. 9 
原案可決 

発議 

３ 

無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書につ

いて 

平成 

28.6.17 

平成 

28.6.17 
原案可決 

 

 

 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

３ 
専決処分の報告について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.10 
受理 

報告 

４ 

平成２７年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算に

ついて 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.10 
受理 

報告 

５ 

平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.10 
受理 

議認 

２ 

内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

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 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.10 承認 

議認 

３ 

内子町税条例等の一部を改正する条例についての専

決処分の承認を求めることについて 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.10 
承認 

議認 

４ 

内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついての専決処分の承認を求めることについて 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.10 
承認 

議認 

５ 

平成２７年度内子町一般会計補正予算（第６号）の

専決処分の承認を求めることについて 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.10 
承認 

議案 

４１ 

内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施設基金条例の制定に

ついて 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

４２ 

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. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

４３ 
内子町行政手続条例の一部改正について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 
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議案 

４４ 
内子町営住宅条例の一部改正について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

４５ 
備品の取得について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

４６ 

平成２８年度内子町一般会計補正予算（第１号）に

ついて 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

４７ 

平成２８年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

４８ 

平成２８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. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

４９ 

平成２８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. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

議案 

５０ 

平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）

について 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 
原案可決 

 

３ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

２ 

「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意

見書」の採択を求める請願書（産業建設厚生常任委

員会付託のもの） 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28. 6. 9 
不採択 

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（産業建設厚生常任

委員会付託のもの） 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28. 6. 9 

閉会中 

継続審査 

受理 

４ 

伊方原子力発電所 3 号機の耐震安全性審査の見直し

と再稼働に関する住民説明会を求める請願 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 

閉会中 

継続審査 

受理 

５ 

日本政府に「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」の締

結のための行動を求める意見書提出についての請願 

平成 

28. 6. 9 

平成 

28.6.17 

閉会中 

継続審査 
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議員提出議案 

発議第３号 

無電柱化の推進に関する法整備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、国土交通大臣、財

務大臣に対し、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６月 17日提出 

      提出者 内子町議会 総務文教常任委員会  

委員長 泉  浩 壽 

（提出の理由） 

無電柱化の推進に関する法整備を迅速におこなうことを求め、国会及び政府に対し意見書を提

出するものである。 

 

（別紙） 

無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書 

 

 地域住民の生活環境の改善や地域の活性化を図るため、とりわけ防災性の向上や安全で快適な

通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興等の観点から、無電柱化の取組を計画的かつ円滑

に進めることはとても重要である。 

 しかしながら我が国の無電柱化割合は著しく低く、近年異常気象等の災害による電柱の倒壊に

伴う救援、救助等への影響や、いたましい通学児童の交通事故などから、無電柱化に対する地域

の要望は極めて強いものとなっている。 

 よって、内子町議会は、国会及び政府に対し、下記事項を強く求めるものである。 

                   記 

１．無電柱化の推進に関し、基本理念や責務、推進計画の策定等を定め、施策を総合的、計画的

かつ迅速に推進すること。 

 

２．無電柱化の推進に関する法律案の策定にあたっては、公共の福祉の確保や生活の向上、地域

経済の健全な発展に貢献し、地方自治体に莫大な財政負担が生じないようにすること。 

 

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６月１７日  

愛媛県内子町議会  

 

 

 


