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平成２８年 ９月第８５回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２８年 ９月１２日（月） 

○開会年月日   平成２８年 ９月１２日（月） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  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２８年 ９月１２日（月）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 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） 

日程第 ７ 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 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ８ 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 

（総務文教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８ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（池田洋助君） ただ今から、平成２８年９月第８５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、１４番中田 厚寬議員、

１５番宮岡 徳男議員を指名します。 

 

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９月５日開催の議会運営委員会において協議され、本日から２６日ま

での１５日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から９月２６日までの１５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７号のとおりでありま

す。 
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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９月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ

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

ざいます。本定例会に、町長として提出致します案件は、報告が６件、議認９件、条例の制定２

件、指定管理者の指定４件、町道の認定・変更２件、工事請負契約１件、補正予算５件、その他

１件、諮問３件の合計３３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、日本選手の活躍に沸いたリオオリンピックも終わりました。まだまだ残暑が続いており

ますが、朝夕は過ごしやすい季節となって参りました。田んぼでは、稲が黄金色に染まり、内子

特産のブドウや栗も収穫期を迎えています。八日市護国の町並みでは、今週、恒例の観月会が予

定されており、いよいよ秋本番という感があります。その一方で東北や北海道では、これまでに

ない進路をとった台風１０号により大きな被害が出ております。内子町におきましては、これま

でのところ台風の被害は出ておりませんが、６月の梅雨前線による大雨により町内各所において

災害が発生し、この定例会におきましても、１億８，３７７万円の災害復旧に係る補正予算を計

上させていただいているところでございます。この大雨で、６月２１日には、土砂災害警戒情報

により災害対策本部を設置し、南山、立石、池田において避難準備情報を発令し、３か所の避難

所を開設しましたが、幸いにして避難者を受け入れる事態には至りませんでした。毎年のように

大きな災害が起こる中で、明日は我が身ということを常に頭に置き、今後も、気を緩めることな

く緊張感をもって、日々の業務に当たって参りたいと考えています。 

 さて、３月末から始まった「えひめいやしの南予博２０１６」も残すところ２カ月余りとなり

ました。県実行委員会の発表によりますと、イベント来場者数が１００万人を超え、順調に推移

しているようでございます。内子町においても、内子座１００周年記念公演や時代祭、各種団体

による自主企画プログラムが行われ、普段より多くの方が街を歩かれているように思います。１

１月２０日の閉幕まで、まだまだ行事も予定されています。少しでも多くの方に足を運んでいた

だき、内子の魅力を感じていいただけることを期待しております。その他、町内各地では、この

夏も様々な祭りやイベントが開催されました。そのほとんどは、天候にも恵まれ、多くの来場者

で賑わいました。過疎・高齢化が進む中で、地域の皆さんが協力して汗をかき、伝統的な祭りや

行事を継続されていることに対して、心から敬意を表する次第であります。秋には、町内各地で
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様々なイベントが予定されています。議員の皆さまにおかれましても、ぜひ足をお運びいただき、

内子町の魅力の発信にご助力いただきますようお願いいたします。８月末には建築家の隈研吾氏

を迎え「まちづくり講演会」も開催されました。日本を代表する建築家である隈氏から内子町の

地域資源の素晴らしさを語っていただき、改めて我が町を誇りに思うとともに、さらに磨きをか

けて、次代につながなければならないという思いを新たに致しました。今月１日には、かねてか

ら国と西日本高速道路株式会社に要望しておりました、松山自動車道の松山・大洲間の４車線化

について、伊予インターチェンジ・内子五十崎インターチェンジ間で、一部ではありますが実現

することが新聞報道されました。中山にはスマートインターチェンジの設置も計画されており、

ますます便利に、また安全な道になることが期待されています。防災の観点からもインフラ整備

は重要です。今後も引き続き、全線４車線化に向けて要望して参りたいと思っております。 

さて、それでは、平成２８年度の事務事業の進捗状況等についてご報告申し上げ、ご理解をい

ただきたいと思います。ご報告致します内容は、１つに内子座文楽第２０回公演及び記念対談に

ついて、２つ目に第２６回中四国サミットについて、３つ目にＡＬＴ、外国語指導助手の増員に

ついて、４つ目に第１５回全国グリーン・ツーリズムネットワーク愛媛大会についての４件でご

ざいます。 

 それでは、最初に内子座創建１００周年及び内子座文楽第２０回公演の記念事業として開催し

た記念対談と文楽公演についてご報告致します。８月１９日に開催した記念対談「内子座と文楽

その魅力を語る」は、えひめいやしの南予博２０１６実行委員会の主催で開催したもので、町内

を中心に約３５０人の参加がありました。対談には、内子町のまちづくり応援大使である女優・

竹下景子さんと、文楽界を代表する人形遣いである桐竹勘十郎さん、吉田和生さん、吉田玉男さ

んをお迎えして、それぞれの思いや、舞台に立って感じた内子座ならではの魅力、今後それらを

より生かしていくためのアイデアなどを語っていただきました。また、夜には、文楽技芸員の方々

も交えた交流会を開き、１００人の参加がございました。この催しは、技芸員の皆さんと直接話

ができることから、参加者の会話も弾み、大変好評でございました。翌２０日・２１日に開催さ

れた文楽公演は、三大名作のひとつとされる「仮名手本忠臣蔵」から、午前・午後で「段」を変

えて計４公演を実施し、全国から１，４００名を超える皆さまの来場がございました。招待席を

含めた販売率は９９．３％で、２割を超えるお客さまが午前・午後の部を通して購入されました。

このことで滞在時間が伸び、昼食を含む飲食費、宿泊費などに、例年以上の経済効果があったも

のと思われます。いずれの公演も、盛大に開催することができ、記念すべき節目を飾ることがで

きました。これを契機にこれからの内子座、そして内子座文楽を、未来に向けてさらに発展させ

ていきたいと考えています。 

 次に、ＡＬＴ、外国語指導助手の増員についてご報告致します。内子町では現在、一般財団法

人、自治体国際化協会のＪＥＴプログラム、語学指導を行う外国青年招致事業を活用して、ＡＬ

Ｔ、外国語指導助手でございますが、３名、また町単独事業としてＣＩＲ、国際交流員１名を任

用しております。これまで、ＡＬＴは２名体制でしたが、この８月より１名増員致しました。増

員の目的は、園児や児童など、幼少期の子どもたちへの外国語活動を充実させることでございま

す。グローバルな人材が求められる今日、幼少期から外国語や異文化に触れること、またコミュ

ニケーション能力を育成することもとても重要でございます。文部科学省は、２０２０年度を目
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標に、小学校の外国語活動を３・４年生に前倒しし、５・６年生は、英語の教科に格上げするこ

とを発表しています。この改革にスムーズに順応するためにも、早い段階で幼少期からの外国語

教育に取り組むことは必要なことだと考えております。今回の増員により、外国語活動の目的で

ある「コミュニケーション能力の素地を養うこと」とともに、小学校高学年生の外国語活動へ効

果的に繋がるよう取り組んで参ります。また、ＣＩＲによる国際理解・国際交流活動もこれまで

どおり継続し、国際人教育の推進や国際交流の推進など、国際力を高めていく活動を展開してい

く所存でございます。 

 次に、第２６回中四国サミットについてご報告致します。９月１日に、中国四国の各県知事と

経済連合会の会長が一堂に会し、交流や連携の拡大等について意見交換を行う第２６回中四国サ

ミットが内子町を会場に開催されました。このサミットは、毎年各県持ち回りで開かれているも

のですが、その多くが県庁所在地で開催される中で、今回内子町が会場に選ばれたことは非常に

名誉に思います。当日は、参加者の皆さまを内子座にご案内し、町の紹介をさせていただきまし

た。内子保育園や内子高等学校郷土芸能部の皆さんにもご協力いただき、内子らしいおもてなし

ができたのではないかと思います。今後も、機会があれば学会や大会等を誘致し、町のコンベン

ション機能を高めていきたいと思います。 

 最後に、第１５回全国グリーン・ツーリズムネットワーク愛媛大会についてお知らせ致します。

この大会は、愛媛県及び愛媛県グリーン・ツーリズム推進協議会が主催するもので、１０月２１

日・２２日の２日間開催されます。初日は、県内各地で分科会が行われ、内子町では石畳地区を

舞台に山野草狩り体験を行うこととしております。二日目の全体会議は、内子座で開催され、全

国各地からの参加者約４００名が、未来のグリーン・ツーリズムをテーマに話し合う予定でござ

います。 内子町では、これまでグリーン・ツーリズムを町の重要施策とし、民泊業の推進、ど

ぶろく特区・果実酒特区、山歩きや自然体験など多くの取り組みをして参りました。その活動を

全国の皆さまに知っていただける良い機会であり、今後の内子町グリーン・ツーリズムの発展に

つながるものと大いなる期待をしているところでございます。以上、４件の事柄についてご報告

申し上げましたが、今後の活力ある内子町を創造するため、町民の皆さんと共に協働して参りま

すので、引き続き議員各位のご指導とご協力を重ねてお願い申し上げまして、招集のご挨拶と致

します。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 以上で、招集あいさつ及び行政報告を終わります。 

 

日程第 ５ 一般質問 

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

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

規定により４０分以内とします。発言時間は、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。質問通告者は９名であります。本日の質問者は６

名とし、あとの３名は明日おこないます。それでは、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。 
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○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） ９月議会にあたり町政の諸問題について一般質問を致します。今回は

４項目について町長と教育長にお尋ねを致します。６月議会での新聞報道されている、内子町内

のいじめ問題についての質問に対し、教育長はこの問題は法律に規定するような重大事態ではな

いとの答弁でありました。では、教育長の言われる重大事態とは何をさすのか。具体的に説明を

伺います。 

２つ目、重大事態とはいじめ防止対策推進法第２８条、学校設置者、又はその設置する学校に

対する対処、学校の設置者又は設置する学校は次に掲げる場合にはその事態に対処し、及び当該

重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに当該学校の設置者またはその設置す

る学校の下に組織を設け、質問票の使用やその他の適切な方法により、当該重大事態にかかる事

実関係を明確にするための調査をおこなうものとするものであります。と、いじめ防止対策推進

法に書いてあります。内子町教育委員会の見解を伺います。 

 ３つ目、内子町教育委員会の点検評価について。全国学力テストにおいて、中学校は低下傾向

が続いており、愛媛県では下位にあるとの説明がありました。なぜ成績が悪いのか。小学校から

のいじめの問題や管理者の問題も起因しているのではないか。教育委員会の見解を求めるもので

あります。 

今回のいじめ問題について町長にお尋ねを致します。いじめ問題については平成２６年の６月

頃、口頭で町内の小学校でいじめがあることについて何回か情報を入れました。いじめの状況に

ついてはご承知の通りのことと思っております。今回のいじめ問題について町長の見解を伺いま

す。このいじめ問題は６月にも致しましたが９月にも必ずやりますということをお約束しており

ましたので、今回また９月に同じようないじめ問題を質問と致します。ひとつ簡潔で誠意ある答

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。 

○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） 寺岡議員にお答えします。私の方から先に答弁をさしていただきたいと

いうふうに思います。今回のいじめの問題につきましては、町長としても大変残念なことで心を

痛める思いがずっとしております。それは今も変わりません。現在ご承知のようにこの問題につ

きましては、調停と言う場で話し合いがおこなわれ、解決の方向を探っていこうという事がされ

ております。さまざまな経過があったわけでございますけど、町としても子どものことでもござ

いますし、人権にかかわることでもございますから、これは早急にですね、解決をしてはかって

いくということが求められているというふうに私は思っておりますから、教育委員会にもそうい

う方向でしっかりやるようにということで指示をしているところであります。いずれにしても調

停中でございます。個々の問題につきましては、控えさしていただきますけれども、町長として
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はそういうことでしっかりと向き合い、解決の方向を探っていきたいと。ぜひ解決していきたい

というふうに思っております。ご理解いただきたいと思います。 

○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） 私の方から１、２、３について答弁をさしていただきます。まず、重

大事態は何を指すのかでありますが、６月議会の中でも答弁させていただきましたように、いじ

め防止対策推進法に規定する重大事態とは、１つ目がいじめにより当該学校に在籍する児童等の

生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めた時。２番目にいじめにより当該学

校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め

る時ということが書かれておりますので、教育委員会としてもそのように認識をしておるところ

でございます。次に、２番目です。いじめ対策防止推進法第２８条で、学校の設置者又はその設

置する学校による「重大事態」への対処が掲げられておりますことは、教育委員会としても認識・

承知しているところでございます。６月議会で答弁しましたように、法律に規定するような「重

大事態」の事案ではありませんでしたので、法律に基づく対応はしておりません。しかし、重要

視すべき「いじめ事案」として該当する学校で対処した事例はございます。ご質問の事案は、現

在調停となっておりますが、教育委員会と致しましても、今後に活かすためにも今回起きたいじ

め事案を検証し、再発防止に向けた取り組みは必要であると考えております。そのような観点か

ら、「内子町いじめ調査委員会規則」等に基づく調査委員会の設置を前向きに検討して参りたい

と思いますので、ご理解いただいとったらと思います。 

次に、平成２７年度の教育委員会の点検･評価についてでございますが、８月１９日の全員協議

会で「学力向上の推進」に関する事業の中で小学校においては、良い傾向が見られるが、中学校

では低下傾向が続いている旨のご説明をさせていただきました。その要因と致しまして、中学校

では教科が専門的となったり、部活動によります先輩･後輩の関係や、生活リズムの違いなどから、

学習における「つまずき」であるというふうに考えております。よって、教育委員会では、この

「つまずき」対策のために内子町学力向上推進プラン、先生方の指導力アップを図るための研修

会の開催や、児童･生徒に基礎的知識・能力の習得のためのドリル学習、学び舎による放課後学習

サポートなどを行っております。議員ご質問の小学校からのいじめ問題や、管理者の問題も中学

校の学力低下に起因しているのではないかとのご質問でございますが、具体的なデータや因果関

係を把握しておりませんので、現在のところ分かっておりません。しかし、今後も教育委員会と

致しまして、学校と連携を致しながら学力向上の推進に取り組んで参りたいと思っておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。以上、答弁に代えさせていただきます。よろしくお願い

致します。 

○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） 今の答弁、ちょっとおかしいんじゃないかと思うんです。新聞に書か

れておる重大事態ではないというて言われた。じゃが、私が調べたり、いろいろとお聞きをして

参ったところによると、私はこの重大事態というものに当てはまると。なぜ、重大事態ではない
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というコメントをされたのか。今日の答弁では調査をする考えみたいなことを言われましたけど、

断言はできんのですか。調査をしますとか、調査をするということは、断言はできんのですか。

あやふやな答弁では、町民の方に対して、子どもを持つ親子さんに対して、不信感を与えるんじ

ゃないでしょうかね。私はそう思うんですが、どんなもんでしょうか。 

○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、答弁の中にも申しましたけれど、いじめ防止対策推進法に定め

られております。それに基づく重大事態というものは、ございませんでした。ただし、重要視す

べきいじめ事案ということで、学校側でいじめ対策委員会等を設置したりですとか、ケース会議

を開いたりというようなところの事案がございましたので、そういったところの重要視すべき事

案ということで認識をさしていただいてます。２番目のご質問のところ、調査委員会の設置をあ

いまいな形ではなくて、やるかやらないかというところのご質問だったと思いますが、この内子

町にいじめ調査委員会規則等々がございますので、それに基づいた調査委員会をつくってまいり

たいというふうに思っております。ご理解いただいとったらと思います。 

○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） 私が調べさしていただいたこと、私が私なりに一生懸命足を使って調

べて参りました。重大事態ではないと新聞でコメントされておられますけど、いじめにあって休

まれていたお子さん、町内のお子さん、兄弟でいじめを受けられておったと思うんですが、そう

いうお話を聞いておりますが、男の子３年生は学校欠席が４４日、それから女の子が妹さんがお

られるようですが、この方は年間５０日。もうその最初の時点で分かっておったと思うんですが、

それが重大事態ではないと。何もしないという答弁は、私は納得がいかないんですど、そこらあ

たりの私が納得いかないんです。町民の方も納得いかないと思いますよ。そこらあたりお子さん

を持つ親御さんは、どのようなことを思われるか分かりませんけど、教育長としては、この４４

日と５０日、いじめは概ね３０日という法律になっております。私も相当調べさしていただきま

した。これはやっぱり内子町にいじめはなくさないけないと。いじめがあったんでは子どもたち

のためによくないという思いで一生懸命調べさしていただきました。そこらあたりどんなでしょ

うかね。 

○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） いじめ防止対策推進法に定めておるところにつきましては、議員が今

言われたところ、長期欠席というところが概ね３０日というところが書かれております。その３

０日以上というところをどう解釈するかなんですけど、そこが今回の事案につきましては、長期

的に継続的に休まれたというのが３学期等に入ってからというふうになっておりますので、そこ

ですと３０日という形になろうかというふうに認識しております。そういったところも含めまし

て、また先程言いましたが、学校側におきますいじめ対策委員会等々、ケース会議等々を開きな

がら子どもさんが一日でも早く学校に行って、来ていただくような取り組みをしたということも

ありまして、現在のところ、法律に基づく重大事態というような認識では処理をしてないような
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状況でございます。そこらもあわせまして、今後、設けます調査委員会等々でそこらを十分調査

をしながら対応して参りたいというふうに思っておりますので、ご理解いただいとったらと思い

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） 教育長の答弁は似たような答弁ぎりで一つも変わりがないと、私はそ

う認識を今、致しておりますが、間違いなく重大事態だと、この問題については内子町としては

重大事態ということを認めて調査委員会を作って調査をするということなんでしょうかね。 

○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） 先程から申しますように、内子町にいじめ調査委員会規則というのを

作っておりますので、それに基づく調査委員会を設置して参りたいというふうに考えております

ので、ご理解をいただいたらと思います。 

○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） 言うは易し、おこなうは難しで、調査委員会はいつ作られるおつもり

か。それが分からないというばっかりだったら今までとつい。検討します、そういう答弁になっ

てしまいます。だからその調査委員会を作るんだったらいつ作るか。どういう形で作るのか。も

う案が出来とると思うんですよ。そこら辺りをはっきりしていただかないと、私はだめじゃない

かと。納得していただけないんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○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、町長の方からの冒頭のご説明でもありましたけれど、教育委員

会と致しましても早急な解決というのを図ってまいらなければならないというふうに思ってます

ので、この規則に基づきました組織等を、人選等を早急におこないながら、取り組んで参りたい

というふうに思ってますので、よろしくお願いしたらと思います。 

○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） そのね、調査委員会を早急に作るというのは分かるんですよ。これは

町内の子どもさんたちを持つ親御さん達にとって今回の場合は校区外通学ということになったよ

うでありますが、はっきりと調査委員会をつくるんじゃったら、教育委員会もいつ作りますと。

いつ頃作りますということをはっきりしていただかないと、私はだめじゃないかと。それがなぜ

言えないんですか。調査委員会を作るんであれば、いつ頃作りますと私じゃったらはっきりと申

しますよ。 

○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） 定例の教育委員会を開いて参らないといけませんので、そういったと

ころを含めながら、そこらにお諮りしながら今月にもありますので、そういったところで人選し
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てその後委員の承諾も取りながら、対応さしていただいたらと思ってますので、ご理解いただい

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） 言われることは分かるんですけど、あなたは教育長でしょう、あなた

教育長でしょう。教育長じゃったらいつ頃作るかくらいは言えるはずなんですよ。早急に作ると

いうぎりじゃなしに、いつ頃作るかと。そのくらいは言えるでしょうが。 

○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） たしかに私も教育長の職につかせていただいてます。教育委員会とい

うところは合議制ということもございますので、４人の教育委員を含めた教育委員会の中でそう

いったところを決定して行きながら、対応しなくちゃならないということになっておりますので、

そこらを併せまして、早急な教育委員会を開催さしていただいて、あと規則に基づきます委員等

の人選もおこないながら、承諾をしていただいてから委員会を立ち上げて取り組んで参りますの

で、よろしくお願いしとったらと思います。 

○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） 同じ事ぎり繰り返しよったっていけんので、調査委員会を作るという

ところまで考えていただいておるんであれば、私もこのいじめ問題については、一度さがってそ

の様子を見させていただいて、町長が言われるように本当にできるのか。納得ができるように議

員も町民も学校の父兄の方々納得ができるような調査委員会ができるのか。調査をするのか。そ

れを見さしていただいて教育長のいうことを信じて、しばらくの間は様子を見させていただくよ

うにします。いじめ問題については、もうそれで終わりと致します。 

 次にですね、町長ににらまれたらちょっと言いにくいんじゃけど、内子町教育委員会の点検評

価についてということなんですが、愛媛県では内子町は最下位という説明を受けました。この最

下位になった理由。それを教育委員会としては詳細な説明がないと。愛媛県で最下位です。それ

だけの説明では私たち納得が出来ませんので、なぜ最下位なのか。教育長としてはどう思われて

いるのか。どうしたら最下位から抜けられるのか。やっぱり内子町の生徒たちが一生懸命勉強に

励んで、雑談はやめてこっちを聞いてもらったらいいと思うんですが。私が一生懸命質問しよる

んですよ。それを無視するんですか教育長は。それじゃったらまともにこっち向いてちゃんとし

て話を聞くべきじゃないんですか。それが長たるもののすることじゃないんですか。理事者のす

ることじゃないんですよ。ここは雑談の場じゃないでしょうが。あなた私が言うたこと覚えてま

すか。 

○議長（池田洋助君） 寺岡議員、質問は要領よくまとめておこなってください。 

○１３番（寺岡 保君） 要領よくと言われてもそれは分かります。議長の言うことは分かりま

す。ああいう雑談をされたら一生懸命質問しよるのに、やっぱりできにくいでしょうが。これは

誰だって同じだと思います。また質問に変わりますけど。なぜ最下位なのか。そこら辺をはっき

りと教育委員会としてどのように考えたら上位に上がるのか。説明をしていただきたいと思いま
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す。 

○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） すみません。課長とちょっと議員のご質問に対してちょっと調整をし

ておりまして、申し訳ありませんでした。議員の質問のなぜ最下位なのかということなんですけ

ど、点検評価につきましては、２７年度の全国学力の結果のところで中学校は低下しているとい

うことで最下位ではないんです。下から数えた方がちょっとではあるんですけど、そういった回

答をしていたと思います。先程の答弁の中でも申しましたように、内子町の中学校が学力が低い

という原因としましては、中学校に上がった時の部活ですとか、学習内容等々が異なって参りま

す。そういったところのつまずきというのが内子の場合は主な原因というふうに教育委員会では

捉えておりますので、そこをどう対策を練っていくのかというところを繰り返しになりますけど、

内子町学力向上推進プラン、これ３カ年の計画なんですけど、そういったところを作って先生方

の指導力をアップするような研修会の開催ですとか、児童・生徒が基礎的知識・技能を習得する

ためのドリル学習、それと放課後、これは希望者なんですけど、勉強したいなという生徒さんを

集めた学び舎等々を開きながら学力向上に努めておるようなところでございます。まだ今年度に

つきましては、４月にテストをおこなわれてちょっとまだ結果がきておりませんので、そういっ

たところでどうそこらの取り組みが県内の中で、また全国の中で、どう上がってくるのか、ちょ

っと注視をしているような状況でございますので、ご理解いただいとったらと思います。 

○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） 教育長の言われることは分かります。それはよく分かるんですが、な

ぜ、小学校でいろんな問題があると思うんですよ。それが止められないから中学校に行ってもや

ってもいい、少年児童法に書いてありますけど、今度改正になりましたが。その小学校でやっち

ゃいけないこと、これはだめよと。我々が育てた時には違いますので、何十年前とは。今はちょ

っとしたことでもいじめ、暴力、いろんな問題があります。言われます。じゃが、私が考えるの

には、小学校で芽を摘まないと、中学校に行って芽を摘むことは絶対にできない。なぜ小学校で

やっちゃいけないこと、それを私は許すとまでは言えないけど、なぜその小学校でいじめなんか

でもできるだけ早いうちに、ちゃんとしておけば私はいけるんじゃないかと。中学校に行っても

してはいけないこと、してかまわないこと、それは中学校になったらある程度の知識もあります

から、それは分かるんじゃないでしょうか。小学校での私はいろんな問題をできるだけ早くやら

ないといけないのを内子小学校、まあ行ってみなさいや。町内の学校でいろんなことがあると思

うんですけど、たまには教育長ですから、学校へ行ってうろうろするのもいいんじゃないですか。

小学校でできるだけやっていい事と悪い事との教える方法を先生方と協力をしながら私はしてい

ただきたいと。であれば、中学校でも一生懸命がんばってくれると。だから中学校の学力も下の

方じゃなしに上の方にあがっていくんじゃないかなと私は私なりに考えております。私もそれほ

ど大学の教授じゃありませんのでええかっこうは言いませんが、私の経験からするとできるだけ

小さい間、小学校の間にいい事、悪い事を教えるのが学校での教育方針だと私は思うんですが、

教育長はどのように思われますか。 
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○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） 議員が言われることはもっとものことだというふうに思っております。

いじめというのは、どこの学校でも起こりえますし、そういう発見した時に最初の段階、初期段

階にしっかりと対応しなければ難しいということがいじめ防止対策推進法にもしっかりと書かれ

ておりますので、そういったところを含めながら、学校現場、また教育委員会が連携をしながら

対応さしていただいたらなというふうに思っております。また併せまして今回、調査委員会を設

置しますので、今後そういったところを今回の起こったいじめ事案を検証しながら、次に起こら

ないような対策というのを講じてまいりたい。学力向上というところも図ってまいりたいという

ふうに思ってますので、ご理解いただいたらと思います。よろしくお願いします。 

○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） いいことは言われますけど、学校の先生方、私はもうちょっと指導し

てほしいと思うんですよ。今まで学校へ行かせていただきました。昔の私らが習った先生と今の

先生とでは考え方が違うんじゃないでしょうかね、少し。ちょっとでも子どもにしかったら、子

どもが帰って言ったら、親がすぐ学校に言うて行くと。怒られると。普通は先生が子どもをしか

る、親をしかるんじゃないですかね。家で教えてくださいよとか、家でこういうのは教えて下さ

いというのをするのが私は親じゃと思うんですけど、今はそれは逆になっとる。そこら辺りはや

っぱり学校教育の現場で働いておられる先生方、みんながみんなとは言いませんが、今回のいじ

め問題のことでいろんな先生方とお話をさしていただきましたけど、やっぱりみんな違う。同じ

じゃないですよ。みんな違う。そこら辺りを教育委員会としてある程度のものを作っていけない

ことはいけない。いいことはいいと。やっぱりそういう指導を先生の指導をするのも大事じゃと

私は思うんですが、教育長としては学校の先生の指導を出来るのか出来ないのか。自分の考えで

出来るのか出来ないのか。聞かせていただいたらと思うんですが。 

○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） 町立の学校につきましては教育委員会の所属となっておりますので、

内子町が進める教育というところは、先生方も取り組まなければなりませんので、そういった視

点で議員が言われましたこと等を踏まえながら学校の先生方には指導をして参りたいというふう

に考えております。毎月校長会等がございます。そういった場でも現状を踏まえながら、教育委

員会としてこう考えているというふうな方向性を出しながら、取り組んでおりますし、年に１、

２回ですけれども、教育委員等の学校訪問、直接現場に行ってからに先生方と話し合う場がござ

いますので、そういったところも含めながら取り組んで参りたいと思いますので、ご理解いただ

いとったらと思います。 

○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） 私は今回のいじめ問題について学がありませんので、今回また愛媛県

の教育委員会、１１階にありますけど行きました。相談に行きました。これは設置者が内子町で
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ありますので、給料は県が出してはおりますが、はっきりとこうしなさい、ああしなさいという

ことは言えませんと。ある程度の所までは言えるけどそこから先は言えない。給料を出している

から学校の先生については指導が出来ます。生徒については設置者が内子町ですから、内子町の

考えにお任せしますと。県立高校になれば県の管轄ですから、ああせえ、こうせえということは

県の方がぴしゃっとやりますということを言われました。私はもっともだなと。私は今まで何回

か教育委員会、県の１１階にありますけど、何回か個人的に勉強に行かせていただきました。え

え勉強にもなりました。じゃが向こうが言われるように給料は県が出しとる。町も出しとる。だ

から私はある程度のところまでは言えるんじゃないかなと。先生の指導もできるんじゃないかな

と。私自身はそう思うんですが、私の見解は間違っているんでしょうかね。そこらあたり聞かせ

ていただきたい。 

○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） 議員が言われるように町立の教職員につきましては、給料面につきま

しては県支給、ただ、先ほども言いましたように内子町の職員という位置付けでございますので、

教育委員会からの指導というのは、先生方はそれに沿っておこなわなければなりませんので、あ

わせまして先程答弁の中でも申しましたように、教育委員会として先生方の指導はおこなってま

いりたいというふうに思っておりますので、ご理解いただいたらと思います 

○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） それじゃったら、このいじめの問題についてでもなぜ先生方はころこ

ろ変わるんでしょうかね。いろんなお話をさしていただくのに行くたびに話が違うと、統一がで

きてないということは、この先生方の指導要綱、そこらあたりに私は問題があると思うんですよ。

先生方には要綱を作って渡してちゃんとした教育をしていただかなければ、内子町内の子どもの

ためにも私はよくないと。それが今、聞いたこともないし、私ら議会で聞いたこともない。調査

をするというて言われるけど、調査もしやられた場合には、地方公共団体の長は、前項の規定に

より調査をおこなった時、その結果を議会に報告しなければならないということが書いてあるん

ですよ。だから何でもじゃけど全て議会に諮ってこないけないことなのに、調査をしないもので

すから、最初の重大事態とはという問題なんかでも、最初はしないと言うて今度は調査をすると

言われた。調査をして何でもですが学校の関係で、再調査をした場合には、私は議会にもあげて

いただきたい。でなければ議員は何も知らない。私はそれではいけないと思うんですが、今後教

育長として、町長さんもそうですけど、教育長の方がこれは教育のことについてですからあれな

んでしょうが。私らには議決権はありますけど、執行権はありません。執行権は理事者側にある

んです。ですからもし、いろんな問題で再調査をした場合には、調査の結果だけは議会に上げて

いただきたい。これはどんなもんでしょうか。 

○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） いじめ防止法に基づきます重大事態ということになりますと、先程議

員が言われました第三者委員会を設けてからに調査をすれば、町長に報告をして議会に説明とい
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うところがあろうかと思います。今回設置します、内子町の規則に基づく内子町いじめ調査委員

会規則に基づきます、調査委員会を作って参りたいと思います。そこで今回議員が先程からご質

問されてます、先生方の指導等についてですとか、今まで取り組んできたことはどこが誤りであ

ってどうだったのかというところを検証さしていただきながら、今後のいじめ対策というところ

に活かしていきたいなというようなところです。ただ、こういった問題ですので、議員各位町内

の皆さんからいろんなご質問、ご意見等もございますので、全員協議会とかいろんなところ、そ

ういったところでご説明はしてまいらないといけないかなというふうに私自身は考えておるとこ

ろでございます。ご理解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） 何べんも言うたっていけんので、もうたいがいのところでひかせてい

ただきますけど、今の調査委員会をつくるということは、間違いはないんですよね。もう何回も

聞くんですけど。それをやっていただいて、また内子町内が少しでもよくなるように、福祉の向

上とよりよい町づくりの推進のためにがんばっていただきたいと。今日は夢と希望のある話はで

きませなんだけど、これからは夢と希望のある、町民にとっても皆さんにとっても夢と希望のあ

るお話があると思うんですが、内子町が子どもからお年寄りまでが夢と希望のある町だと思われ

るような町になるように一生懸命がんばって参りますので、皆さん方もぜひともがんばっていた

だきますようにお願いを致します。これで終わります。 

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

 

午前１０時５９分 休憩 

 

午前１１時１０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、中田厚寬議員の発言を許します。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） １４番、中田です。 

〔中田厚寬議員登壇〕 

○１４番（中田厚寬君） ９月議会にあたり、稲本町長に質問致します。次期町長選挙について

の質問であります。稲本町政３期目に向けて町長選挙に出馬されるのかどうか。このことは私が

質問状を出してから後に新聞報道で出馬されるというふうな記事が載っておりましたので、出馬

されるという認識で現在はおります。１期目の総括として、自己評価６０点くらいと言われてい

ましたが、２期目としての評価を伺います。３、１期目終わりの評価の中で、「私は十分やりきれ

なかったな」と思うのは、やはりこの農業、林業、そして商店街の振興、そして観光、こう言っ

たものをもうすこし元気あるものにしないといけないなと言われていますが、２期目の評価の中

で１期目終わりの評価の中で言われていたようなことがどのように改善されたのかお聞きしま
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す。４、内子町も少子高齢化が進み、話に聞くと平成２６年度旧小田町において、子どもさんが

６人しか産まれてないと聞きます。内子町でも周辺部の活性化と、第２期内子町総合計画にも謳

われている内子町の将来像、町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展するまち。住んでよ

し、訪ねてよし、美し内子になるには、どの様な方策が一番良いとお考えかお聞きします。平成

２９年１月には、任期満了による町長選挙が公示されます。稲本町長におかれましては、平成２

１年１月、前町長の河内紘一氏の厚い信頼と多くの町民の要請によって無投票当選という名誉を

勝ち取られ、平成２５年１月の選挙においても２度目の無投票当選を果たされ、私が知る限り今

までの町長選で２回も無投票ということは、記憶にありません。それだけ町民から信頼され、手

腕を買われての当選だったと思います。稲本町政８年の実績は図り知れませんが、ハード面で言

えば、内子幼稚園舎の改築・医療法人交友会加戸病院移転開院・小中学校の耐震化事業・小田幼

稚園舎、小田小中学校舎完成・庁舎の耐震化、内子分庁舎、本庁舎・子育て支援センター・五城

保育園園舎落成など、ソフト面で言えば、東京巣鴨フェア、愛媛大学医学部との連携、平成２２

年度から５年間、さらに２７年度から５年間、済生会小田診療所が愛媛大学地域生活習慣病・内

分泌学講座のセンターに。２期目に入り、１、地場産業に経済力をということで六次産業化の推

進、２、小規模高齢者集落への対応として全町でのデマンドバスの運行、３、東京都豊島区と防

災協定締結、自主防災組織の強化、全ての自治会で組織、４、子育て支援として、子ども医療費

の無料化、平成２８年４月からは中学校卒業まで医療費無料化とする、子どもインフルエンザ予

防接種助成、平成２８年度から１回１，０００円の負担で接種、５、その他、第２期内子町総合

計画策定、平成２７年度から３６年度、稼ぐ力のある内子町をめざす。住み続けられる内子町を

めざす。伊予銀行、松山大学との連携。内子座百周年、重要文化財指定など子ども達に夢を、お

年寄りに安心を、働く人に元気を、町並み、山並み、村並みが美しい持続的に発展する町を目指

され、行政経験を活かし、さらに住み良い町づくりと町民の幸せを実現しますという目標に向か

って実現、実行に移されてこられたと思います。内子町も少子高齢化と低所得、貧困に悩まされ

ている現状があると言われています。若い人が学校を卒業しても地元に仕事が無い、地元に残り

たいけど残れないという厳しい現状があります。子ども達の事を言えば、ここ１５年、６年前ま

では大瀬の山間部でも学校登校ともなれば、交通班長さんの指揮のもと、何十人もの生徒が一列

になって登校し賑わっていました。運動会などにおいても地区別対抗リレーなどがあり、子ども

の元気な競技に親子共々、歓喜をあげて応援し、楽しんだものでした。現在はどうでしょう。３

０戸、４０戸という大きな行政区にも小学生、中学生が一人もいない地区があり、考えただけで

もこの先、この地域はどうなるのだろうかと憂慮せずにはいられない気持ちになります。昔は、

第一次産業で生活が成り立ち、親の背中をみて覚え、成長していきました。長男や長女は適齢期

になると嫁をもらい、また養子さんを迎え、子や孫を産み育て、家の繁栄を願ってきたものでし

た。稲本町長になられて、何かと若者の雇用の場を確保され、稼ぐ、攻めの農業を支援していこ

う。そして、田舎で出来た農産物を少しでも付加価値を付け、都会に送り出し、売り出していこ

うとされている努力は分かります。 

 話は変わりますが、先日大洲の病院に行き、先生に診察していただく時、笹祭りも３日間だっ

たのが予算も削減され、今年より２日間になり、商店街も活気が薄れて行くようだと町の人が嘆

いておられましたよと言われました。私は、反論ではありませんが、地方交付税の削減や、どう
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してもはずせない予算など、優先順位をつけて取り組まれているから仕方ない部分もあるんです

よと言いました。先生もそうですね、いろいろ事情があるけんなと言っておられました。そこで、

お伺い致します。誰が町政を預かっても大変な時期であり、誰からも満足される町政ということ

はできないと考えますが、稲本町政３期目に向けて出馬される意向であるのかないのか、あると

すればそのビジョンまた心意気をお伺いし、私の質問と致します。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 中田議員のご質問にお答えをしたいと思います。まず最初に、全部で４

点あったと思いますが、まず２つ目、３つ目の質問についてこれはまとめてになるかもしれませ

んけれども、答弁をさしていただきたいと思います。私は多くの町民の皆さんや議員の皆さん方

のご支援をいただきまして、早いもので町長として２期目の終盤にさしかかりました。私は町長

というよりも、少し大げさに言えば、一人の人間としての人格を作ったと思われる原点がござい

ます。それは私の母は私が小さい頃、よく布団の中でふせっておりました。体の弱い母でござい

ました。ある時、母の枕元においてあった粉薬を誤って私が蹴飛ばしてしましました。父は烈火

のごとく怒りまして、家から６キロ離れている大瀬の町中にありました診療所にまでその薬を取

りに行かされました。当時の道路はまだまだ道幅も狭く、舗装もしてありませんでした。次第に

うす暗くなってくるし、心細くなるばっかし。とぼとぼと家に向かったものでございます。早く

この薬をもって帰らないと母ちゃんが死んでしまうかもしれない。母ちゃん死ぬなよ、そんな思

いで家路に向かって帰りました。母は生きておりました。青白い顔をしておりましたけれども、

笑顔で私を受け止めてくれました。私は抱えていたものが一気にあふれ、流れ出る涙を止めるこ

とができませんでした。遠い遠い昔の色あせた出来事でございます。これが今の私の原点にある

ものでございます。現在、私自身、山間部に住んでおりますので、よく分かるんでございますが、

安定的に安心して飲める水の確保、命の水と言える道路の整備、いつでも安心して見てもらえる

医療制度の充実など、定住のための最低のインフラの整備はこの町の根幹をなすものであります。

中でも加戸病院の誘致や、小田済生会診療所の医師確保については、私にとりましては大変大き

な仕事でありました。実現できて本当によかったと思っております。一期目はこうしたことを中

心にやって参りましたが、一方では農産物や企業商品など地場産品の販路拡大や、内子町への誘

客の拡大、県内でも低い位置にあった学校施設等の耐震化整備、保育園、幼稚園の施設の改善な

ど子育ての改善の環境の整備、消防体制の充実など安心安全に関する分野がまだまだでございま

した。２期目にはこのような１期目でまだまだと思われる課題に向き合おうと。１期目に掲げた

子ども達に夢を、働く人に元気を、お年寄りに安心を、この理念にさらに安心安全のまちづくり

を加えて各種事業を実施して参りました。中田議員、ご質問の中にありましたように、農産物等

地場産品の販路拡大、まちのＰＲ活動、移住促進等をはかることを目的に、愛媛県東京事務所へ

職員を派遣するとともに課内には専任職員を配置して、県の営業本部や、町内各企業等とも連携

して東京、大阪、台湾等で販促活動、商談会を積極的に実施してまいりました。創業２０周年を

迎えたからりは、今まで最高の７億５，０００万円の売り上げ。せせらぎも同じく営業開始以来、
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６，７００万円という最高の売り上げになりました。町内企業において台湾のデパートとの取引

も始まりました。このようなことから平成２６年と平成２７年の農林産物販売額から見ますと、

１億円増の３１億円となりました。内子座創建１００周年記念事業や、南予いやし博の開催など

とともにまちづくり応援大使の女優の竹下景子さん、写真家の関口照生さんご夫妻によって内子

のＰＲもなされ、大きな力を発揮していただいているなどがあると思います。本年度町内全域へ

の光の整備が完了しますので、町民の皆さん方の起業や販売促進、移住、各種企業活動等にどん

どん利用していただきたいというふうに思います。安心安全の町づくりや子育て支援については、

保育園、幼稚園、学校等の耐震化を含めた整備や学童保育、放課後児童クラブの実施によりその

環境はかなり改善されたと思います。消防体制についてはまず機動力の確保、消防積載車ポンプ

等の更新を積極的におこないまして、次に団員の処遇改善に取り組み、安全安心のまちづくりの

要となる体制の充実、強化をはかりました。今後は、老朽化している詰所や避難所にもなってい

る自治会館等の整備が求められているところでございます。高齢者の皆さんの移動手段の確保に

デマンドバスを町内全域で走らせ、現在１，８００名の人が登録していただいております。通院

や買い物などに利用していただけるようになりました。このような事業を実施する上で大切なこ

とは、有利な国・県等の助成制度を利用する。これで一般財源の持出を抑え、こうした上で町財

政の健全化に努めています。現在、８５億円の起債残となっていますが、国の財政の不透明感は

ぬぐえず、その動向に注意しながら財政運営に心がけて参りました。からりが全国モデル道の駅

に認定され、全国から注目される施設となりました。また内子町の歴史、伝統、文化を大切にし

たまちづくりで文化庁長官表彰を受けたり、町づくりをまとめた出版書籍が高い評価を受けたり

致しました。２期目このようなことをやってまいりましたが、しかし議員ご指摘のように一方で

は人口減少、地場産業の担い手確保の問題など、構造的な課題が山積していることも事実でござ

います。こうしたことを総合的にみてどのような評価なるのか。二期目については町民の皆さん

にご判断いただきたいというふうに思います。次に４と１のご質問について答弁させていただき

ます。私は、内子町はやはり農業林業や地場企業、商業観光など地場産業の振興に取り組むこと

が基本になると考えております。地産外商による販路の拡大、林業の六次化、Ｉターン、Ｕター

ンも含めた担い手の確保、企業への支援、お年寄りには生きがいづくりへの支援、こども達の英

語教育の充実、避難施設の整備など各種行政計画に基づいて適切に取り組んでいく必要があるだ

ろうというふうに思います。人口減少や高齢化による過疎化も振興している中で、町づくりのた

めの組織の見直しが必要かもしれません。ところで、この人口減少の問題は内子町だけではなく

て日本の構造的な問題であります。日本にはかつて１９７０年代から８０年代初期には日本の国

土の均衡ある発展をめざした全国総合開発計画が策定されました。国策として発展をはかってい

ました。しかし今、地方分権改革を本気でやろう、少子化対策を真正面から受け止めて向き合お

う、都会と地方の税格差を格差是正に向けて真剣に取り組む。そういった国の政策にもこのよう

なものは見あたりません。明治以降の国の統治システムすら基本はなんら変わっていません。そ

のような中、人・もの・金はまさに東京に集中しています。２０４０年には日本の人口は２００

万人くらい減少するのではないかと言われています。東京は地方から若者をどんどん吸い込んで

いるのが現状です。一方で将来に対する不安がないわけではありません。東京は、合計特殊出生

率は全国最低、急速に進展する高齢者層に対する医療、介護、福祉への対応などを考え、今私た
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ちが抱えている同じような課題に向き合うようなことになるんではないでしょうか。東京と内子

を比べると、内子の方が確かに収入は低いです。子育ての環境やさまざまなコスト、雇用の場な

ど全体でとらえると内子の方が格段に安いのです。しかし、若者はそれだけでは残らない。帰っ

てこないわけです。であるなら、この内子町を、東京を目標に考えるのではなく、おもしろく、

わくわくする町、世界につながる町をめざしてはどうだろうかというふうに思っております。そ

れはこの町のもつ歴史的町並みや内子座、棚田や桜などの美しい農村景観、代々つないできた瓦

造りや畳づくり、和紙など職人さんたちの技、高い栽培技術によってつくられている多様な果物、

農作物、こうした文化をしっかりと蓄積し、付加価値を付け、磨き、世界に内子の情報として発

信していくことが重要だろうと思います。例えば、国内外の演劇の人に一定期間内子に滞在して

もらい、内子座や棚田、小田川河川敷、小田深山等を舞台にしてさまざまなパフォーマンスをお

こなってもらう。そして、それを全国の人、世界の人々に見てもらう、内子の人達は世界の文化、

芸術に触れることになるわけでございます。そのためには中学校を卒業すれば英語で会話が出来

るくらいの語学力も必要になってくるでしょう。また、もう少し地域で生産され、豊かな食材を

使ったうまい料理や個性的なお宿も必要でしょう。電柱の見えないすっきりした商店街にはおも

しろいお店や個性的な店が出来るかもしれません。そこにはもしかしたら新しい産業や文化が芽

生えることも期待できます。そのような町になれば若い人達は、東京を目指さなくてもこの町で

自信と誇りをもって暮らしていけるようになるんではないでしょうか。私は人口減少に負けない、

パンチ力のある町になると信じているところでございます。滞在型の文化芸術の振興を通じて多

くの人々が滞在し訪れるようになれば、町並、村並み、山並みが美しい持続的に発展する町、ま

た私の政策の理念であります、子ども達に夢を、働く人に元気を、お年寄りに安心を、安全安心

な町にも近づけることができるのではないかと思っております。こうした考えから次期、町長選

挙に立候補させていただきたいと考えているところでございます。以上で答弁とさせていただき

ます。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） 意見を聞かせていただいて素晴らしいビジョンをもっておられるとい

うことで大変安心をしております。時代背景もあるかもしれませんけれども、若者たちの働く場、

それは工場誘致とかそういったものだけではなしに稲本町長が言われるように、田舎におっても

子どもたちに英語を学ばし、またいろんな今のＩＴ技術を駆使しての外国との交信、いろんな産

業の発展も出来るかと思います。そういう意味で町民が稲本町長時代はよかったなと言っていた

だけるような功績をなおさらにつくっていただいて、がんばっていただきたいというように思い

ます。評価の点については私が質問したこと自体が先輩議員が前にやられておりましたので、そ

のような質問をしたわけですけれども、町民が評価することであって本人が評価するというのは

なかなか難しいというように私も思います。そういう意味で６０点ということで１期目の時に言

われましたけど、６０点であれば国家試験の土木の試験であっても、建築試験であっても、不合

格です。そういう意味でまさか今回は６０点とは言われんだろうなということを覚悟しておりま

したけど、今回は町民が評価するんだということを言われましたので、その通りだというように

感じております。いろいろと時代背景があって難しい町政、かじ取りも難しいことはたくさんあ
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ると思いますけれども、町民が安心して暮らせ、東南海地震とかいろんな不安要素もいろいろあ

りますけど、そういったことにも立ち向かっていただいて、町長の公約を十分に実現していただ

くようによろしくお願いしたらというふうに思います。以上で私の質問を終わります。 

○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。 

○２番（森永和夫君） ２番、森永です。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） それでは９月議会にあたり質問を致します。まず、内子町の基幹産業で

ある農業の振興について質問を致します。合併当初策定されました総合計画を見ますと、内子町

の現状・３つの危機の中に、農林業の衰退があげられています。農家戸数・農業人口・農地面積

の大幅な減少であります。そしてその不振の要因に挙げられるのが、担い手の高齢化や後継者不

足となっており、農林業の衰退が、ふるさとそのものの崩壊につながり、これを食い止めること

は今、喫緊の課題と捉えられています。これまで、「農林業再生プロジェクト」「よみがえれ農林

業プロジェクト」「耕作放棄地再生プロジェクト」の中で、担い手の育成と確保、認定農業者の拡

大、農産物の品質向上とブランド化や新規作物への転換、自立する農家経営者の育成と販路拡大、

ＵＩＪターン者の受け入れ、都市と農村の交流促進など、様々な施策が掲げられてきました。し

かし、この１０年、農業の衰退を食い止める具体的な成果は出ていないように感じます。また、

昨年３月に策定された第２期総合計画でも、内子町まちづくりの課題の中で、「農林業再生の新た

な挑戦、危機意識をバネに農業の再活性化を図るため、これまで以上に思い切った活動に取り組

む必要がある」として、攻めの農業を推進するとなっていますが、ここにきて、重点施策である

プロジェクト１０には入っていません。人口減少が進む中、農業の衰退を食い止めるためには、

これまでも指摘されているように、後継者問題・耕作放棄地の問題など内子町の最重点施策とし

て取り組む必要があると考えます。内子町の基幹産業であり、その衰退が大きな課題としてとら

えられながら、農業が重点施策であるプロジェクト１０から外されたのはなぜなのかお伺いを致

します。 

次に、これまでも農産物のブランド化が言われてきました。一般的にブランド化することによ

り、産地の認知度があがり、生産者の意欲も高まる。さらに産地全体の底上げにつながり、価格

も上がるなどいろいろなメリットがあると言われていますが、この農産物のブランド化をどうと

らえられているのか、また、具体的な取り組みと成果を伺います。 

次に、人口減少社会を迎え、アベノミクスの効果も地方にはまだまだ行き届かない中、内子の

農業をいかに守り育てるのか。総合計画にも書かれていましたが、ふるさとを守るためにも最重

要課題と受け止め、若者が農業に夢の持てる、稼げる産業とするための具体的な結果の出る対策

を打つ必要があると考えます。今年３月に、内子町「まち・ひと・しごと創生 総合戦略」が作成

されました。その中にも、農業を内子町の要となる産業ととらえ、「安全・安心な農産物の安定供

給と高付加価値型農業の推進に努め、流通・加工・販売分野を総合産業と位置付け、町内外への

情報発信など、攻めの農業を展開する」とあります。この「攻めの農業」について具体的な施策

を伺います。 
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次に、内子町が平成２３年１１月に神奈川県と特許使用契約を締結しているジョイント栽培技

術について伺います。果樹園の早期成園化と安定生産が見込めるとされていますが、現在の普及

状況とその成果を伺います。 

 次に、内子町はアジアで初めて、世界的に有名なドイツ・ローテンブルク市と姉妹都市盟約を

締結しています。そのドイツでは、春の訪れとともに待ちわびている野菜があります。４月中旬

から６月下旬までの期間限定の野菜です。おそらくこの時期ローテンブルクを訪問をされた方は

ご存知のはずだと思います。シュパーゲル、ホワイトアスパラガスです。我々日本人がタケノコ

を見て感じるように、ドイツ人はシュパーゲルを目にすると春の訪れを感じるそうです。このホ

ワイトアスパラガスですが、収穫時期が短いので大変希少価値が高く、ビタミン、疲労物質を分

解するアスパラギン酸を含み、栄養満点の野菜だそうです。これまでにも、青系ブドウやジャバ

ラなど新規作物への取り組みはありますが、「内子でドイツ野菜」として、このシュパーゲル・ホ

ワイトアスパラガスを新規作物として取り組むといった新しい発想もこれからの内子の農業に必

要と考えますが、町長のご所見を伺います。 

 次に、観光について伺います。現在、内子町では、外国人観光客向けに６か国語対応のＱＲト

ランスレーターを導入しています。日本を訪れる外国人の数も２０１５年には１，９７４万人。

今後も訪日外国人が増え続けるのは確実であり、政府は、訪日外国人客数を２０２０年には４，

０００万人という目標を掲げています。内子町でも当然外国人観光客が増加するのを見込んでこ

のシステムを導入されたと思います。平成２７年９月議会での私の質問に対し、「内子町に来られ

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

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

外国人のリピーターの確保など持続可能な観光地形成への戦略として有効な手段と考えている」

と答弁されていますが、このＱＲトランスレーター導入後の効果・成果を伺います。以上で総括

質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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） それでは農業政策についての質問にお答えを致します。農業政

策については、第１期前期計画では「農林業再生プロジェクト」として、第１期後期計画では「よ

みがえれ農林業プロジェクト」としてプロジェクト１０に掲げ、推進を図ってきたわけでござい

ますが、第２期前期計画においては、議員ご指摘のとおりプロジェクト１０には掲げてございま

せん。内子町総合計画における「プロジェクト１０」とは、基本構想の考え方を体現するため、

優先的に取り組むべき町の重点施策であるという位置づけと同時に、多様化する課題に対しての

突破口となる新たな取り組みを、その計画期間の「シンボル・プロジェクト」として掲げるとい

う位置づけもございます。現在の第２期前期計画において、農業政策が重点施策でないというわ

けでは決してなく、改めてプロジェクト１０に掲げなくとも、農業は今後も内子町の基幹産業と

して内子町政の根幹を成すものであるとの認識が、町民の皆様にも、また我々行政側にも十分に

浸透しているとの判断によるものでございます。第２期総合計画の基本構想において、「農林業再
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生の新たな挑戦」として「まちづくりの課題」の冒頭に掲げるとともに、まちづくり戦略として、

稼ぐ力のある「攻めの農業」を推進するとしております。引き続き農業の振興に力を注いで参り

たいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い致します。 

 次に農産物のブランド化についてのご質問にお答え致します。農産物のブランド化とは、農産

物の食味や品質等の商品価値を持ち、その価値を消費者が信頼して購入されるものと考えており

ます。そのためには、安心・安全で良質な農産物を生産する技術の維持や、消費者に農産物の価

値を伝える販売促進活動が必要と思われます。内子町のブドウや柿、キウイフルーツ等の落葉果

樹は、約１１億円と町の農林業生産額の約３５％を占めており、県内有数の産地となっておりま

す。しかしながら、中山間地域のため規模拡大には制限があり、全国的な販売展開を行っている

農産物が少ないのが現状でございます。そのため、町では、一つの農産物のブランド化でなく、

内子町産農産物という地域ブランドが確立できればと考えております。内子町産農産物は、食味

や品質が良く、安心・安全だと消費者が信頼して購入してもらうよう、町では、農産物の品質を

維持するための農業用施設の整備に対する補助を行っており、有望品種への転換や生産が進んで

おります。また、減化学肥料、減農薬栽培への取り組みを促進するための町独自の特別栽培農産

物等認証制度を設けており、実施する生産者も増加しております。農産物直売所での内子町農産

物のＰＲはもとより、県内外での販売促進活動を積極的に展開し、内子町農産物という地域ブラ

ンドの確立にむけて努力して参ります。 

 次に攻めの農業についてのご質問にお答え致します。攻めの農業の推進については、第２期内

子町総合計画を具現化していくための実行計画として策定された「内子町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」において、安心・安全な農産物の安定供給と高付加価値型農業の推進や町内外への

情報発信に努めるとしております。その内容としまして、「新規作物への転換」、「内子産品の販路

開拓」、「担い手の育成と確保」を進めております。具体的な施策としまして、新規作物への転換

として、高収益が見込める青系ブドウ等への改植や雨除ハウス等の整備を進めております。施設

整備に係る助成を行っております。また、果樹園の早期成園と安定化を見込めるジョイント栽培

技術の実証を平成２３年度から行っており、実証結果を踏まえて、柿や桃等の落葉果樹への新技

術の普及を図ってまいります。特産品の富有柿についても、ＪＡ等と連携し、冷蔵柿の生産・販

売により販売期間を長くすることで付加価値化を図っております。また、ジャバラ、モチムギ、

薬草等の高機能農産物の安定生産のための技術指導等の支援や農産物直売所を中心に内子産農産

物の販売や地産地消の推進、化学肥料や化学合成農薬の使用低減の取り組みを進めております。 

 次に、内子産品の販路拡大についても、東京圏域でのテスト販売やバイヤー等への商談会に積

極的に参加し、ＰＲに努めております。攻めの農業の推進の主体となる担い手の育成と確保のた

め、認定農業者や法人化への支援、Ｉターン者等の新規就農支援を行っております。また、遊休

農地の拡大を防止するため農地中間管理事業等の活用による担い手への農地集積・集約化を進め

ております。 

 次にジョイント栽培の普及状況と成果についてのご質問にお答え致します。梨の樹体ジョイン

ト仕立ては、平成６年に神奈川県園芸試験場で開発され、平成２４年に特許登録された技術です。 

樹と樹を直線状につなげる栽培方法で、通常８年程度かかる成園までの育成期間を４年目で成園

並みの収量が確保できる超早期成園化や、直線状に仕立てることにより剪定や防除等の作業の省
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力化が可能になります。内子町では、平成２３年度に神奈川県と特許技術の再実施権に関する契

約を締結し、町内に実証ほ場を２か所２０アール設置しております。平成２５年にジョイントし

まして、３年が終了し、今年が４年目のシーズンになりますが、１０アールあたり２トンの収量

を見込んでおります。目標としては１０アールあたり３トンでございますが、２トンの収量を見

込んでおります。これまでの実証結果から、作業効率の良さと品質の安定化が顕著にみられてお

ります。実証ほ以外には梨で２０アールの新規導入がなされ現在育成中でございます。この栽培

方法は、梨以外の落葉果樹にも応用でき、特に柿では、福岡県が先進的に導入しており内子町で

も２戸の柿農家が導入を行い合計２０アールのほ場で栽培を行っております。新しい技術なので、

農家も導入に慎重な面はありますが、技術の効果を周知し、改植のタイミングに合わせた普及を

図って参ります。 

 次にホワイトアスパラガスについてのご質問にお答え致します。森永議員さんからの新規作物

としてのホワイトアスパラの栽培をご提案いただき、農村支援センターで栽培の実証を始めてお

ります。現在実証結果やレストラン等の試食等で評価を考慮し、町内のアスパラガス生産農家や

新規就農者等へ普及等と検討してまいりたいと考えております。以上でご質問に対する回答とさ

せていただきます。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） 私の方から森永議員のＱＲトランスレーター導入の効果と成

果についてのご質問にお答えさせていただきます。ＱＲトランスレーター導入の目的、意義につ

いては昨年９月の本議会において安川前課長が答弁させていただいておりますので、割愛させて

いただきます。本事業は、観光庁の補助事業であります、平成２７年度内子町観光情報パンフレ

ット及び観光サイト等多言語対応事業、また、愛媛県の補助事業であります、平成２７年度愛媛

県観光地外国語表記等整備事業の２事業で、内子町や観光協会などが発行している観光パンフレ

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

５件を翻訳し、ＱＲトランスレーターを整備したものであります。その効果といたしましては、

本年３月１日から８月４日までのアクセス総数が、１万１７７件でした。当事業のアクセス目標

は、１年間で１，０００件以上でございましたので、３ヶ月あまりで１０倍以上の成果を得るこ

とが出来ました。その内訳は、英語２，７４２件、中国語簡体字これは主に中国本土で使われて

いるものですが、１，８３２件、韓国語１，２０６件、中国語繁体字これは主に台湾で使われて

いるものでございますが、６４３件、フランス語３０９件、ドイツ語２７１件、日本語３，１７

４件となっています。また、上位５件のアクセス箇所は、内子町の総合観光パンフレット「内子

紀行」が６１９件、公式観光ＨＰ「内子さんぽ」が４１８件、内子座パンフレットが２５７件、

うちこまち歩きマップが２４５件、内子町日本観光ガイドが２２６件となっています。アクセス

者がどれだけ来町したかということについては、今後も追跡調査等を行ない調査してまいります

が、外国人観光客の皆様に内子町の伝統文化を理解し、その魅力を知っていただくという点にお

いては一応の成果があったと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 
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○２番（森永和夫君） 時間が、お昼が迫ってきたので午後からになるのかなと思ったりしてす

みません。第１点目のですね、プロジェクト１０から外されたのはなぜかという質問に対して十

分納得のいくご説明ではあったんですけど、やはり他のプロジェクトみてもですね、今、課長の

答弁があったように新しいものばかりでもないと私は感じておるんです。そうすると農業という

のが内子の基幹産業、要であるというような捉え方も私もしておりますし、当然そういうことの

状況の中でですね、やはり町民の皆さん方にも分かりやすくこの農業に対しては、プロジェクト

の中に私としては入れてほしかったなと思いますが、それはそれとして、理由も分かります。当

然最重要課題という認識、捉え方はされておるということですので、それはそれでよろしいんで

すけれども、そうするとですね、私が思うのは農業の衰退、不審の要因というのに後継者不足と

いうのがあげられております。そうすると、私は農業やっておりませんし、どちらかというと農

業分野は正直不得手な部分ですけれども、今回あえてこの農業に対する質問をしたのはですね、

私自身も農業というのは内子にとっては大変重要な産業であると。これを何とかすることが内子

の元気につながるという考えで今回挑戦をしておるわけですけど。農業をやっていない私がまず

思うのはなぜ今の若者は農業をやりたがらないのか。このことをですね、やはり検証をして始め

ないと、なかなか今まで言われておるように後継者の確保だうんぬんというようなことを言われ

ておりますけど、そのことを根本的に検証して解決する。農業のメリットは何なのか。デメリッ

トはなんなのか。もしデメリットがあればそれを消し去ってしまうほどのですね、農業のメリッ

トというものを具体的に示す。そして町長言われるように、稼げる農業に具体的に結び付けると

いうようなことをしっかりと私は行政として示すべきではないかと思っておりますが、なぜ若者

が農業をやりたがらないのかについてどう認識をされているのかお伺いを致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私も農業にかかわっておりますからよく分かるんでございますけれども、

やっぱり栽培していく上でですね、天候に左右されたりですね、価格が非常に安定的にならない。

ものがなければ高くなるし、多くなれば下がってくると、そういう価格の裏付けというのは非常

に不安な部分もある。あるいはなかなか休みもとれなくてですね、朝早く、夜遅くまでそういう

ふうな非常にしんどい産業の面が一部あるというふうに思ってます。そんなところが若い人達に

なかなか振り向いてもらえないところがあるのかなというふうに思います。以上でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 町長言われる通りだと私も思うんですけれども、やっぱり一番は収入が

安定しないという問題だろうと思うんです。それを言われるように、稼げる農業という中でどう

稼げる農業にしていくのかということで、ブランド化というのもあるんだと思うんですけれども、

今ブランド化についての答弁で実はですね、これ私も同じ考えの答弁をされたんで本当はいろい

ろ準備をしとったんですが、当然言われるように内子町をブランド化して内子町でできたものは

ということで売っていく。それをブランドにするんだという考え方。私はそれはそれでそうすべ

きだと私も思います。ただ、その中でですね、ブランドというのは言われたように消費者から信

頼されるものにしていかなければいけないというのが一番にありますし、何を作れば売れるのか
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と言うことも考えた上でですね、やはり特別栽培も含めて品質の均一化、品質の向上という問題

が一番あると思います。そのことについては、特別栽培とか、いろんなことで取り組まれておる

ので、それをさらに磨きをかけていただいて、内子をブランド化する、内子の人をブランド化す

る。そして消費者の皆さん方は内子でできたものならおいしいよね、安心だねというふうなもの

というもので内子全体の野菜にしてもフルーツにしてもそうですけど、内子でできたものならと

いう形の中で、ブランド化を目に見える形で推進していただきたいなと思います。そしてですね、

次にそんな中でそこに攻めの農業というのがあるんだろうと思いますけど、この言われる高付加

価値型農業について、この高付加価値ということはやはりそれだけでも手間もかかる、コストも

かかる、当然価格も高くなる、それでも買う価値があるのかということなんですけど、その辺、

そういった高付加価値型農業で出来たいいものを、どういったところに売ろうとされているのか。

その辺の戦略的なものはあるのかどうかお伺いします。 

○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） 攻めの農業として高付加価値型のですね、先ほどご指摘いただ

きました内子町がやっております、どうしてもですね、一つの商品に対して例えば糖度を上げて

その商品だけを全国展開するというのはどうしても地形的には難しいということで、全体的に内

子町産の農産物は例えば果樹についても野菜についても安心・安全な生産をやってその情報もち

ゃんと消費者の方にちゃんと開示をしているといふうな取り組みをして、それに対してですね、

その中でも認証制度として例えば減農薬、また薬物不使用農産物がほしいといわれるこだわった

飲食店等にも、直売所を通じながら営業をかけて販売もしてございますし、そういう展開をこれ

からも進めております。それから合わせまして、特に柿については例えば冷蔵柿なんですけど、

これについてはできるだけ長期に販売ができるようにしていきたい。いずれは海外にも輸出が出

来るようなことで価値を高めていければと考えてございます。 

○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） ブランド化とも共通しておるんですけど、要は消費者の方に買っていた

だくと。買っていただくことによって、農家の収入も上がるということなんですが、私が今のや

り方の中でですね、気になる点があるんです。というのが内子産の販路開拓として大口消費者に

対する販路開拓とか、ビジネスとして成り立つ農業、そしてですね、大消費者である東京圏域に

おいて内子産品のテスト販売をおこない、消費者に支援される町産品の開発を促進するといった

販売先を東京に目をむけられておると思うんですけれども、そうなると例えば輸送コストの問題

だとかですね、生産量がどれだけあるのか。どこで売るのか。高級品なのか。そうでないのか。

そういったことをも含めた戦略というのはしっかりと組み立てられての東京での販売ということ

なんでしょうか。 

○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） 昨年、テスト販売を１０箇所で実施を致しました。そのおりに

デパートであるとかですね、バイヤーの方々に話を聞く機会がありました。そこでどういう商品
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がこれから有効であるとか、どういうふうなものが消費者には好まれているのかというふうなこ

とを聞いて、それを産地の方に介して生産者の方にうまくお繋ぎしてですね、それを商品化をし

ていきたいと考えております。決して、東京中心に、輸送コストの件もございますし、まずはそ

こをきっかけにしながら、販売促進活動を進めていきたいと考えております。それ以外に当然直

売所等を通じて、地元の消費者の方にも町産の野菜についてもＰＲをしていきたいと考えており

ます。総合的な販売戦略と言いましょうか、プロモーション活動をしていきたいと考えてござい

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） 東京の大消費地をターゲットにするということも一つの考え方だと思う

んですけれども、それはおそらくポイント的にフェアであるとかいう形のものだと思うんですよ。

それよりも私はやはり、からりや町内に来ていただいて買っていただくといったことをめざすの

が内子の農業の規模とかですね、いろいろ考えると合理的なことになるんかなと私は思いますが、

その辺どうなんですか。 

○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） 農作物によるんですよ。柿のようにですね、大量に生産されて、これは

例えばＪＡさんとタッグを組んでですね、東京であったり大阪であったり大量の市場の中で販売

していく、これはからりで全部やれる話ではないんですね。売れないんですよ。残ってしまう在

庫が。ですからそれは農作物によるんでございましてですね、一律にこれかこれという判断では

ない。安定的にですね、やっぱり高く売れる方法をもちろん探して行くということはとても大事

なことだというふうに思っております。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 今、ＪＡの話、町長から出ましたけど、柿にしてもブドウにしてもほと

んどがＪＡの中で選果場に出して、例えば柿なら和田の選果場で選別されていいものをというこ

とをされて全国に出荷されるということなんですけど、そうなるとＪＡたいき農協ででるわけで

すよね。もちろん細かい中で調べれば内子の誰それさんが作ったというのは当然分かりますけれ

ども、大まかには内子の柿というのではなしにＪＡたいきの柿として出るものですね。ブドウに

しても。そういった中でうちこのブランドということにするには、やはりＪＡとの連携の中で内

子の例えば箱に内子というのを入れるとか、そういうようなことも必要になってこようかと思う

んですよ。その辺はＪＡとの連携というのはどうなんですか。 

○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） 当然、町長が申し上げた通りですね、大量の柿等については２，

０００トンを越えるという生産量がございます。当然それは主に関東圏の方に出荷をされており

ますので、その時には内子の柿を表示してもらうように、また部会とか、ＪＡさんの方にお願い

をしていきたいと思ってますので、連携しながら町だけで出来るものではございません。生産組
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織含めて総合的な売りこみといいましょうか、そういう展開をしていきたいと考えてございます。 

○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） 農業というのはなかなか難しい問題ではあるけれども、かなり内子町の

基幹産業として振興していかなければいけないということで、今後ともその辺については、具体

的にですね、結果の出るような方向性で実施をしていただきたいと思います。そこで今、耕作放

棄地の問題もあろうとかと思います。その中でですね、私提案というか、全国の事例なんですけ

どドイツで２００年の歴史をもつクラインガルテン、いわゆる宿泊施設を併設した市民農園とい

うのがありまして、これ今、全国でですね、日本でも１００箇所以上、公設、民設も含めてです

ね、１００箇所以上設置されております。これは都会の人が農業をするそのための宿泊施設、バ

ンガローみたいなロッヂみたいなものを併設した中でそこで何十日か泊まって農作業をするとい

うようなもので、今全国的にも広まって近くでは四万十町にクラインガルテン四万十というのが

あるようですけれども、そういったものも、今後耕作放棄地の有効利用といったもので農業委員

会の会長さん来られていますけれども、利用につながるんじゃなかろうかと思うんですが、そう

いったものは会長さんとしてはどう考えられていますか。今、突然の質問で申し訳なんですけれ

ども、耕作放棄地の有効利用という観点で今ご提案さしていただいたんですけれども。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 上岡農業委員会会長。 

○農業委員会会長（上岡孝光君） 質問事項の準備をされておらなかったようなので、突然のこ

とでちょっと私も戸惑っているわけですが。なかなか一気に耕作放棄地の解消ということにはそ

れを結び付けて行くのにはまだまだ時間が必要ではないかなとこのように考えております。以上

です。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） こういったものをとおして都会の人と内子との交流も深まるわけですし、

そこで農業を体験して、それが内子に定住するようなものにもつながるような可能性もあるよう

ですので、前向きに検討していただきたいなと思います。 

 次にですね、ジョイント栽培ですけれども、これ神奈川県と特許使用契約を締結されておりま

すけれども、特許使用料というのはいくらくらいなものですか。 

○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） 契約では品目としては梨と梅でございますけれども、梨につい

ては、１本１４８円。梅については１本６６円でございます。 

○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） 梨や柿で２０アール、２０アールといったことで、このジョイント栽培

をやられている方がいらっしゃるということですが、その方の生産者の皆さん方の反応といった

ものはどんなものか。良い反応なのかどうか。 
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○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） 梨については先程申し上げましたように、今年で３年が経過を

して今年２トンできるということで、通常８年係るところが半分程度になりました。特に実施を

していただくのは、新規就農者の方でございますので、なかなか収入が少ない中でですね、早め

に成園が図れるというふうなことであります。それと非常に作業効率がよくて、棚状に仕立てま

すので、大きな木になりませんが、そういうふうなことからある程度お年をとってもですね、取

り組みもできるんじゃないかなと考えております。他の今の柿についてもちょっと仕立て方は違

うんですけど、同じようにですね、大瀬地区で取り組みが始まっておりますので、これが広まれ

ばなと考えてございます。 

○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） 農業について最後の質問のホワイトアスパラガスですが、町長、ローテ

ンブルクも何回か訪問されておると思いますが、春先行かれて、今年たしか春先行かれたと思い

ますが、このホワイトアスパラガスは食べられたでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） おいしくいただきました。 

○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） せっかくのローテンブルクとの関係があるわけですから、先ほど申しま

したように内子でドイツ野菜といったような取り組みも進めていただきたいと思います。 

次にですね、ＱＲトランスレーター、先ほどの答弁聞きますとアクセス数も目標以上の数の１

万１７７件ですかあったということで、効果があったんだろうと思います。ただですね、この外

国人の方がじゃあ内子に何人こられるのか。昨年の答弁では３，０００人くらいという答弁があ

りましたが、今現在、どのぐらい外国人の方がこられておるのか。国ごとの内訳、もし分かれば。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） 昨年の答弁であった３，０００人というのがですね、今年度

の数字というのがまだ昨年度から今年までの途中のがまだ数字的に出てはないんですけど、韓国

人の旅行者に関しましては、ちょうど今月の２７日にですね、アシアナ航空便が運休をされるん

ですけれども、韓国人の観光客に関しましては、昨年が上芳我、内子座にそれぞれ来館された方

が１５０名程度でしたんですけれども、今年度は８月末時点ですね、上芳我が１０９人、それか

ら内子座の方が３６０人。内子座の方が圧倒的に多くなっているんですけれども、これは昨年、

国の重要文化財の指定をいただいたこと、それと１００周年を迎えたことが起因していると考え

ております。アシアナ航空便が運休されましてからの影響というのは、今後様子をみていかない

と分からないんですけど、他の外国人の観光客の方については、現在のところ昨年とほぼ同じく

らいの人数になっております。 
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○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 先ほどの答弁の中でＱＲトランスレーターを利用された国別の数字を言

われましたが、これをみてもですね、やはり日本への訪日外国人、１，９７４万人ですか、の内

訳もですね、８４％がアジア圏の方でその内の６割が中国、台湾、韓国の方なんですね。その辺

が今言われた事業、内子町でのトランスレーターの利用の状況をみても、だいたい国の訪日外国

人の統計と同じような結果になっております。それでですね、そんな中でソウル便が運休という

ことで、私は多少、内子町への影響も出てくるんだろうと思っております。その辺の対策は県の

方で対応することですから内子町としてもなかなか難しいとは思いますが、ぜひですね、県の方

にもソウル便の早期利用というか、運休の解消をやはり働きかけていただきたいなと思います。 

 最後の質問にしますが、先ほども言いましたように２０２０年までに訪日外国人４，０００万

人という目標、これは今の２，０００万くらいから倍にするということです。愛媛県でもですね、

外国人宿泊客数を２０２０年には倍増の１３万４，０００人に目標を設定されております。内子

町はですね、昨年の答弁みると３，０００人から２万人、７倍の外国人観光客の増加を目標とさ

れておりますが、この達成の見込みはあるのか、またその達成するために今までとは違う新たな

取り組みというのは何か考えておられるのか、お伺いを致します。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） 昨年の９月に前安川課長の方が答弁されておるんですけど、

その時点からですね、総合戦略において着地型観光振興プロジェクトを掲げ、その中で年間約１

万人以上の来訪者というようなことに、過誤修正されておりますので、１万人というふうにご説

明させていただきます。それであとの効果ですけれども、ＱＲトランスレーターの取得によって

滞在時間をですね、充実させてより満足度を高め、地域経済に寄与させていくような取り組みを

考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○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） すみません。もう一点だけ。今、外国人がこられるのはですね、このＱ

Ｒトランスレーターがあるから来られるわけじゃない、たまたま来たらあるから便利に使うとい

うことなんですけど、これＱＲトランスレーター前にも言いましたけれども、まだ日本国内でも

ですね、そんなに導入事例があまりない。今４４、５０件あまりですか、そんなもの。そういう

全国でもまれなシステムをせっかく導入されております。これ導入費用、約２，０００万円かか

っております。せっかくのシステムですので、これをですね、やはりたまたま来たらあったとい

うんじゃなしに、こういったものが内子はあるということをもっと外に向けて発信する努力もで

すね、必要かと思いますが、その辺の情報発信の方法、いろいろあろうかと思いますが、今後そ

ういったことをされるのかどうかお伺いして質問を終わります。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・振興課長（林愼一郎君） こちらの方についてはですね、今、国交省の補助事業、ある
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いは文化庁の補助事業につきましても２０２０年東京オリンピックに向けてのインバウンドとい

うのはすべての補助事業の頭についております。そういったことでですね、いろんな内子町にと

って優位性のある補助事業を活用しながら、例えばＪＡＬの国内線の機内誌にそういった広告を

載せるとかですとか、そういったものにもこの補助事業の活用というのができるようになってお

りますので、そういったことを含めて取り組んでいきたいと考えております。 

○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２０分から再開します。 

 

午前１２時２０分 休憩 

 

午後 １時２０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

○議長（池田洋助君） 次に菊地幸雄議員の発言を許します。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） ３番、菊地です。 

〔菊地幸雄議員登壇〕 

○３番（菊地幸雄君） ９月議会にあたり、通告に従いまして一般質問を致します。はじめに内

子町の企業誘致の現状についてお伺いを致します。５月８日から１７日の日程で、内子町・ロー

テンブルク市姉妹都市盟約締結５周年を記念して稲本町長を団長に、議長、町議会議員７名、町

民代表３名、内子町国際交流協会プランナー５名、職員１名、通訳１名の総勢１８名がローテン

ブルク市を公式訪問致しました。今回の訪問では、市の観光局長やホテル・レストラン組合との

懇談会で、市の観光施策・概要や民間の取り組みについて説明を受けたり、建設局長からは市の

都市計画や、景観保全の取り組みについての講義や、建築物見学、またライク社の工房、ビール

醸造所、企業団地誘致予定地や景観に配慮した新都市街地、建設中の多目的ホール等の施設見学

等、研修場所も非常に多く、学ぶ点も多くあったと感じています。今回の訪問が、今後、内子町

の町並み保存や、内子町の発展のためになることと、ローテンブルク市と内子町の友好関係がさ

らに深まることを願っています。ローテンブルク市は、年間５０万人以上の宿泊者が訪れる等、

観光産業が大きなウエイトを占めています。しかしその様な中、大手家具製造業や、建設機械製

造業など企業誘致また大学の誘致などが進められております。企業誘致というのは、私が言うま

でもなく、町の活性化には欠かせません。土地の有効利用、固定資産税の増収、雇用の拡大など

メリットも沢山あります。また、若者の定住化を図るためにも、重要な要素だと考えられます。

内子町総合計画後期基本計画、概要版２０１１から２０１５において、プロジェクト１０、重点

施策の４でうちこんかいプロジェクトの具体的な取り組みでは、一番に企業誘致の強化、企業訪

問の強化、企業立地フェアへの参加とありましたが、第２期内子町総合計画ではプロジェクト１

０、重点施策ではうちこんかいプロジェクトはなくなり、総務課の６番、うちこんかい事業の推

進。町並・地域振興課の商工業の活動支援。産業振興課の１０、創業・起業の支援という形で、

３課に分かれての事業になっております。そこで、内子町の企業誘致の現状についてお伺いを致
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します。内子町まち・ひと・しごと創生、総合戦略の中で、創業・起業支援数２７年度は０件、

クリエイティブ産業等誘致数は２７年度０企業となっておりますが、２８年度の今日までの状況

はどのようになっているか、お伺いを致します。２番目に、創業・起業の支援の基本方針では、

愛媛県と協力・連携して企業誘致の促進を努めているが、製造業等の工場の立地適地が少ないこ

とから、空きオフィスや空き家、廃校舎を活用した、クリエイティブ事業を営む小規模事業者の

誘致や個人の移住にも力を入れて取り組むとあります。また、平成３１年度目標値が創業・起業

支援数が５件、クリエイティブ産業等誘致数が５企業となっておりますが、今後の取り組みにつ

いてお伺いを致します。最後に３つ目、内子町企業誘致条例の第３条にある奨励処置に係る奨励

金の額及び限度額並びに、実施期間等は規則で定めるとあるが内容をお伺い致します。 

次に通学路の安全対策についてお伺いを致します。平成２４年４月京都府で発生した、登下校

中の児童等の列に自動車が突入する事故を始め、登下校中の児童などが死傷する事故が連続して

発生したことを受けて、国土交通省、文部科学省、警察庁が連携して、全国の公立小学校及び公

立特別支援学校の通学路について、交通安全の確保に向けた緊急合同点検を実施されました。そ

の結果、内子町では、１１月末時点で、小学校１０校のうち３校で点検を実施し、点検個所数２

３か所、対策必要個所数２３か所と報告がありました。２校で公表済みとありましたが、そこで

次の４点についてお伺いを致します。通学路の安全点検の実施及び結果についてと、その後の対

応、対策はどのようになったかお伺いを致します。２番目に平成２４年の通学路の点検は小学校

と特別支援学校となっておりましたが、中学校の通学路の点検の実施については、どのようにな

っているかお伺いを致します。３番目に、城廻地区から立川地区にかけて急カーブが連続して多

く、交通事故が多数発生をしております。歩道は非常に狭く、通行において常に危険な状態に置

かれており、地域住民は一日も早い改良を望んでおります。国道５６号線、城廻地区から立川地

区にかけての改良が平成２５年度から新たに国の直轄事業として「城廻視距改良事業」に着手し

たとあるが、現在の進捗状況をお伺い致します。最後に４番目、交通事故撲滅に向けて、行政と

しての取り組みについてお伺いを致します。以上、よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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） 私の方から企業誘致の現状について。まず最初に創業支援やク

リエイティブ産業の誘致についてのご質問についてお答えをします。「内子町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」において、企業誘致として空き家や廃校舎、学校跡地等を活用したクリエイティ

ブ事業を営む小規模事業者の誘致や個人の移住にも力を入れて取り組むとしており、総合戦略で

は、目標年度の平成３１年度には創業・起業支援数が５件、クリエイティブ産業等誘致数が５企

業としております。そのため、町では、今年度、町内での創業・起業を促進することを目的に創

業・起業支援事業費補助金交付事業を行っております。この事業では、町内の農林資源、自然資

源等を利活用した事業、または町内の空き屋等を拠点として、新たな付加価値を生み出すクリエ

イティブな事業を創業・起業する個人又は法人に対して、事務所等の開設経費などの２分の１以

内の額を、１００万円を上限に補助金を交付するものであります。現時点では、創業・起業に関
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する相談を３件受けております。内訳としては、農林資源、自然資源等を利活用した事業が２件、

クリエイティブな事業が１件でございます。内子町では、企業誘致活動として、愛媛県が主催す

る、えひめ産業立地フェアや東京や大阪ブランチネットワークに年３回、町長によるトップセー

ルスを実施するなどあらゆる機会をとらえて誘致のためのＰＲを行っております。特に、今年度

から来年度にかけて、町内に光ファイバーによる情報インフラ基盤が整備されることからＩＴ関

連企業の誘致が進むことに期待するところです。また、空き家の利活用でクリエイティブ産業の

誘致にも力を入れていきたいと考えております。今後においても継続して情報発信や首都圏での

企業誘致活動をおこない、目標が達成できるよう努力して参ります。 

次に企業誘致条例の奨励措置についてのご質問にお答え致します。内子町企業誘致条例第３条

において３つの奨励措置を実施することができると規定しておりますが、１つ目は「企業誘致促

進奨励措置」で、投下固定資産額が３，０００万円以上で、町内に住所を有する新規常用雇用従

業員が３人以上ある場合、奨励措置の決定があった年度以降の当該固定資産税を５年以内総額１

億円を限度とした減免を行います。また、町内に住所を有する新規常用雇用従業員がいないが新

たな建屋を含む投下固定資産額が１億円以上ある場合、奨励措置の決定があった年度以降の当該

固定資産税を３年以内で総額１億円を限度とした減免を行います。 

 ２つ目は「雇用促進奨励金」で、企業誘致促進奨励措置を受ける企業が町内に住所を有する新

規常用雇用従業員を１年以上雇用した時に、１人につき３０万円、短期間労働者においては１人

につき１５万円を、５年以内総額５，０００万円を限度として奨励金を交付します。２年目以降

は純増員に対してのみの交付となっております。 

 ３つ目は、「情報通信関連企業奨励金」で、事業所・通信機器等の賃貸料及び、通信回線使用料

の年額３分の１以内を５年以内、１年につき１，０００万円を限度として奨励金を交付するもの

でございます。以上、質問に対する回答とさせていただきます。 

○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） それでは私の方からは、通学路の安全対策について。１番と２

番について答弁させていただきます。まず、通学路の安全点検の実施及び結果について、その後

の対応、対策についてお答えします。通学路につきましては、先程、議員申されたとおり、平成

２４年から２５年に小学校で危険箇所の調査を行い、平成２６年度に警察署、道路管理者、教育

委員会及びＰＴＡ関係者等による合同点検を実施しております。この合同点検で２３件ございま

したが、実施した中で横断歩道の設置や、白色の塗り直しなどすぐに取り組めるものにつきまし

ては、１４件でございましたが、対応を講じております。しかしすぐに改善が見込めない箇所に

つきましては、９件ございましたが、関係機関に要望するとともに児童生徒への安全指導を学校

単位で実施をさせていただいております。 

 次に中学校の通学路の点検についてお答え致します。通学路の危険箇所における点検につきま

しては、学校より要望が出てきましたら、各関係機関と連携して対応しているところでございま

す。先程申し上げましたとおり、すぐに改善できないものにつきましては、通学路安全のための

注意喚起を学校で指導さしていただいております。今後とも通学路の安全確保のため、点検・対
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策に取り組んで参りたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○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） 私の方からは国道５６号、城廻地区の視距改良事業の進捗

状況についてご答弁をさせていただきます。国道５６号線城廻地区の視距改良事業の進捗におき

ましては、城廻から立川間のうち、特に急なカーブが連続している城廻地区の約８００ｍにおい

て、緩やかなカーブに改良するとともに、歩道を整備し安全な交通環境を確保するため、平成２

５年度から国の直轄事業として、「視距改良事業」に着手しております。現在のところは測量・調

査を実施するとともに、設計説明を行いながら詳細な調整を図っているところでありまして、今

年度は橋梁の設計を実施する予定でございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○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は、交通事故撲滅に向けて行政としての取り組み

についてのご質問にお答えをさせていただきます。内子町では町内の交通事故を防止し、安全で

快適な生活環境をつくるために必要とされます、カーブミラー、ガードレール及びガードパイプ

等の交通安全施設の設置及び改修を行うことを目的とし、内子町交通安全施設設置規程を定めて

おります。平成２７年度におきましては、自治会からの要望書に基づき、カーブミラー２６カ所、

ガードレール８カ所、ガードパイプ３か所を設置し、事故防止に努めているところです。また、

啓発運動と致しまして、全国交通安全運動にあわせました、防災行政無線や広報紙による交通安

全に関する広報を行っております。なお、町内での公共交通の移動手段整備として、路線バスや

デマンドバス、福祉バスなど、住民の方がマイカーでなく公共交通を利用しやすい環境を構築し

ていくこと、更に、デマンドバスによる農産物の貨物輸送を行うことにより、運転に不安のある

高齢者等の交通事故減少も図れると考えてございます。今後とも交通安全協会、安全運転管理者

協議会、警察署、学校関係者など、関係機関と連携をとり、特に事故の多い高齢者に対しては、

いきいきサロンや長寿会の会合等の機会も捉えながら、町民への交通安全意識の向上や対策を講

じていきたいと思います。以上、答弁にかえさせていただきます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） まず、企業誘致について再質問させていただいたらと思います。先程の

答弁でクリエイティブ産業の誘致が今年度１件でてきたという話が出ておりましたが、私も勉強

不足であれなんですが、このクリエイティブ産業というのを内子町としてはどういう。この総合

戦略では芸術、映画、ゲーム、装飾、デザイン、広告など知的財産権をもった生産物の生産に関

わる産業のことというように説明をしていただいておるんですが、ちょっと私も詳しく分からな

いので、お聞きしたらと思うんですが、内子町がこれから進めようとしているクリエイティブ産

業の誘致というものは、どういうものを積極的に誘致を考えているのかお考えがあったらお聞か

せをいただきたいと思います。 
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○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） 最初に説明をしたところでございますけれども、まず本年度の

見込みなんでございますが、３件相談がきているという事でクリエイティブの事業についてもで

すね、ご相談がありました。実際にですね、この総合支援の関係で交付が出来るというのは、地

元の資源を使った創業支援件数が１件になるというふうに考えてございます。ご相談いただいた

ものについてはですね、空き家を使った写真館をやりたいというふうなご相談がありました。そ

ういうふうなことで相談を受けているというふうなことでございます。ご質問いただきました創

業産業でございます。町内のですね、空き家等を使って小規模な特に情報基盤が整備されるとい

うふうなこともありますので、ＩＴ関係の事業であるとかですね、先ほどの写真の関係もござい

ますけれども、いろんな広告とか知的財産を使った個人で出来る田舎でもですね、都市でやらな

くてもですね、情報基盤を使って経営が出来るそういうふうな産業をというふうなのを念頭にし

て創業支援としております。それだけにこだわらずですね、芸術関係のものも含めまして、それ

とかゲームとか服飾デザインとかですね、諸々も含めてクリエイティブ産業というふうなことで

ございます。できるだけ空き家といいましょうか、よそから入ってきていただいて、いわゆる情

報インフラを活用してですね、事業をやっていただくようなものをお願いできたらというふうな

ことで営業はしておるところでございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） 先程、誘致のあれで、町長のトップセールスという話が出ておりました。

ちょっと私も調べてみますと、一般財団法人、一般財団法人立地センター産業のアンケート調査

でだいたい誘致活動に取り組んでいる自治体が８０％ある。また企業誘致のために取り組んでい

る内容として「首長による積極的なトップセールスの展開」を挙げた自治体がおよそ３０％ある

というふうなアンケート調査がでておりましたが、内子町でも東京の方で１件、トップセールス

をおこなったということで先程報告がございましたが、町として今までに何件くらいトップセー

ルスとして企業誘致のために訪問をされたのか、教えていただきたいのと、今後そういう訪問予

定があるのかどうか。と同時に、町長として首長としてトップセールスの必要性についてお考え

があればお聞かせいただきたいと。 

○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） 件数だけ私の方で状況だけ説明させてもらったらと思います。

昨年度ですね、県のブランチネットワークについて年に３回ほど開催されてございます、東京と

大阪でありますけれども、合計で３回ですね、町長の方が出ていただいてトップセールスをして

いただいております。ブランチネットワークの方に年に３回、町長が出ていただいております。

それから、首都圏での企業誘致関係で当課の営業戦略官が企業訪問が２７年で延べ４８件ほど企

業訪問してですね、町内の状況とか担当者のご意見とかを聞いてございます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） 私の方からお答え致します。実は先般も東京から５社ほど来られました。

内子の方にですね。学校の廃校等を利用してＩＴ関係で何かできないかなというご案内をさしあ

げたんですけれども。そういったものも、これは知事を先頭にしてですね、愛媛県の企業を誘致

しようという県内の２０市町総がかりで民間の皆さん方と情報交換をするという場があります。

それらを契機に私も上京した時にはそれ以外に年間おそらく３０社はいっていると思うんですけ

ど、うちの誘致担当の方は先程言いましたように５０社近いということですから、可能な限りや

っぱり担当部長さん、あるいは社長さん等々とお会いしてですね、内子のいろんな実状をお話し

たり、向こうの要望等も聞かせていただいたりしてですね、なるべくマッチングできるようなも

のがあればいいなというふうなことで、努力しているということでございます。以上でございま

す。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） かなりの箇所訪問されておる報告でありました。内子町では光ケーブル、

超高速ブロードバンドなどの整備が始まっておりますから、これから移住促進と企業誘致にはア

ピールポイントになろうかと思うんですが、この他にですね、内子町として内子町へぜひ来てほ

しい、こういうことがありますよとか、こういうメリットがありますよとか、そういうアピール

されているものがあれば教え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） 特にうちこんかいプロジェクトということで空き家の情報をで

すね、ホームページとかに載せて情報発信をしてございます。それを使った宿泊業であるとかい

うふうなことも可能でございますので、それらを含めてですね、クリエイティブとは直接つなが

りにくいかとは思うんですけれども、資源を活かした飲食店とか飲食業とかそういうふうな面に

も発展する企業と言いましょうか、事業者の誘致出来たらいいんじゃないかなと考えてございま

す。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） ３番目にいろいろと奨励措置についてお伺いをしてお答えをいただいた。

その企業誘致条例というのを私も見せていただきましたが、この条件ですね、次にあげる基準に

該当し、町長が指定したものとあると思うんですが、その下の基準というのが投下固定資産で３，

０００万、先ほど報告にもありましたが、以上で町内に住所を有する新規雇用、従業員が３人以

上、また新たな建屋を含む投下固定資産額１億円以上ということが謳われております。このクリ

エイティブ事業ということになれば、この企業誘致という条例、また奨励措置には、なかなか当

てはまらないような気がするわけですが、また企業創業の支援策もないというようなことが課題

に載っておりましたが、併せてですね、このクリエイティブ産業をこれからしようとする方、ま

た企業創業を考えている方、果たして新たな支援策、奨励措置とか優遇措置、そういうものを考

えるあれはないかお伺いをしたらと。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 
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○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） 内子町の企業誘致条例につきましては、産業の振興と雇用機会

の拡大というふうな目的で考えてございます。そういうことで対象になる事業主は主に製造業が

というふうなことで現在の所ですね、２２年から２４、２５、２８とですね、各年度１件、４件

ほど指定をしているというふうな事で、それについて減免措置とか、奨励金とかをお支払いして

いるというふうなことなんですけど、ご質問にいただきました小規模なクリエイティブ企業につ

いては、最初に申し上げました創業支援の補助金と言いましょうか、１００万円を上限とする補

助金を整備をさせていただいております。こちらを活用していただくように。またお金だけでは

なくてですね、同じようにですね、個人で起業される方については県であるとかですね、いろん

な団体の助成金等を受けれる制度もございます。そういうふうな相談も当方でさせていただいて

おりまして、総合的に創業起業がスムーズにできるような仕組みを考えてございますので、その

辺ご理解をいただきたいと思います。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） １００万円いただくということが載っておりましたが、以前ですね、私

この一般質問で空き家というか、Ｉターンで帰ってくる人達のために、中古住宅の設備を改良し

たりする費用を助成できないかというような質問をさせていただいた時に、町長さんの方から助

成するよりは、働く場所が大事であるというようなお答えをいただいた記憶がありますが、確か

に雇用が私も大事だと思っております。今では、中古住宅においても助成がでてくるというよう

な国、県、町で助成をしていただくというような方向にもなってきたというように思っておりま

すのでうれしく思っております。この企業誘致というのは、先ほども言いましたが雇用を生む一

番大事な施策であるというように私も思っております。うちのいろんな人に話を聞くとうちの若

い者が内子町でおりたいといってるんだけれどが、内子町に働く場所がない。それで松山の方へ

働きに行きだしたのだが、家も松山の方へ建ててしまうというようなことになってしまったとい

うような話を聞いております。町長さんをはじめ、ぜひ積極的にこの企業誘致も今後積極的に取

り組んでいただきたいなと。そして雇用の場所をつくっていただいて若い者が内子町に残れるよ

うな施策をよろしくお願いしとったらと思います。お答えはいりません。 

 次に、通学路の安全対策についての再質問をさせていただいたらと思います。以前、点検をし

たのを１４件即対応した、９件は別にお願いして対応したというような報告でしたが、これは全

部の小学校で点検をしたということですかね。この前の時は小学校１０件ということでしたが、

今は残りが合併とかして減っておりますから、あと７件ですか。あったんですが、最初に点検し

たあと４件がどうなっているのか心配がありますが。それと中学校の点検というのはその時には

されてないと思うんですが、その後したというところがあれば教えていただきたい。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） ただ今のご質問にお答えを申し上げます。２４年、２５年で要

望してほしいということで全学校に要望を出しましたら、小学校が３校でございました。他のと

ころは特別上がってきてないということでございます。２６年度に上がってきた２３件について
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対応さしていただいたということでございます。それから中学校の関係なんですけど、通学路に

小学校とか中学校がここまでだよというのはございません。幼稚園生も通るし、中学校の前に小

学生も通りますから。総合的に通学路ということで対応させていただきますが、中学校につきま

しては平成２８年度に１件上がってきておりまして、これにつきましては防犯灯の要望というこ

とでその関係に連絡をしているような状況でございます。以上でございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） 要望があがってきたら対応しているというようなお話でしたが、７月の

初めに地区の懇談会があったそうですが、内子の小学校。そこで通学路の問題も出てきておるよ

うでございまして、護国地区の鳴海団地ですか。あそことか町営護国団地の方から小学校へ通っ

ている子ども達がいるんですが、約１４、５名いるそうです。それがゴルフ場へ行くためにあの

道路を通行して非常に危ない、カーブも多いし、道も狭いし、大きな乗用車が入ってくるので、

見守りを保護者がしておる時に、非常に危ない状況があるというようなことを地区懇談会で話を

したと。で、上にあげますよということであったそうですが、その話はあがってきておるの、ど

こに上げたまでは私聞いてないんですが。それと護国町並ですか、あそこの通路は小学生が通学

路として利用して、今度中学生も通学路として、右と左に分かれて通行してくると。そこへその

時間帯にごみ収集車が来る。そして観光の最近はバスではなくて、乗用車で来られる方が非常に

多くなってきているので、そこでごみ収集車と離合したりすると、道いっぱいになって子ども達

が危ない状況にあると。あれはどうにかならないのかというような話も出ておりました。それが

上にあげますよといってもらったんですが、なかなか前に進まないんだけれども、上にあがって

いるというのがどこにあがったのか、私も聞いておりませんので、申し上げにくいんですが、そ

ういう状況を学校教育課課長さんどのように対応しようとしているのかお聞かせ下さい。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） ただ今のご質問にお答え申し上げます。学校からということが

原則でございますが、地域から上がってくるものについても当然、通学路の安全の面で対応さし

ていただくようなことになるかと思いますので、先ほど言われた事例はちょっと手元に届いてお

りませんので、また後からでもお聞かせを願ったらと思います。それから、スピードが出て危な

いというようなものについてはですね、注意喚起で学校に児童に子どもにきちんと注意をしなさ

いということで、とりあえずは対応さしていただきたいと思います。とにかく関係機関とですね、

十分とりながら通学路の安全に努めたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） 対応していただくということでございますが、特にあそこの護国のゴル

フ場へ行く道は、来年国民体育で愛媛ゴルフクラブがゴルフの競技会場になっておりますので、

これから練習にこられる方も多くなるんじゃないか。また大会の時にはかなりの車が通行するん

ではないかというような心配をしたりしております。向こうの石畳筋ですか、向こう側に広い道
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があるので、そちらの方の利用をゴルフ場とかにひとつお願いをしてでもそっちを利用するよう

にお願いできないか。これどなたかお願いができないかということをお答えしとってもらったら

と思います。 

○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） 来年あるえひめ国体ゴルフ会場につきましては、今、議員さ

んが言われましたようにですね、串内子線というか、石畳入る道から選手または関係者の車両に

ついては入っていただくいうふうに計画をしております。ただ、練習等での車の移動とかですね、

そういったものについても、今後ゴルフ場との協議を重ねてですね、出来るだけそちらの方を利

用していただくように、うちの方から申し出るというか、協議をさしていただきたいと思ってお

ります。以上です。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） ５６号線のことについて再質問さしていただきます。今度、改良が出来

る道は、以前、高齢者が自転車事故で亡くなった事例がありますが、あれより上からの改良にな

っておるようですが、あれより改良が今度出来る、それから下がけっこう事故が多いんですね。

私も中学生が自転車で通いよるのを何度か見たことがあるんですが、車道はなかなか狭くてです

ね、カーブも多いし、狭いものですから、車道じゃなくて狭い１ｍより道幅も狭いところもある

ようですいが、そこの歩道といいますか、そこを自転車で通っておるのを拝見しました。どっち

が危ないのかなというような、どっちを通った方が危ないのかなと心配しながら見ておったんで

すが。今、愛媛県知事もサイクリングのあれを強く進めておられますので、最近はヘルメットを

かぶった親子ずれも時々あそこを通ってきよるのを私も拝見することがありますが、非常に危な

い状況は間違いないと思っております。できるだけ早く要望を上の方に上げて対応していただき

たいと思っております。お答えは要りません。よろしくお願いしとったらと思います。 

それから、最後に交通事故撲滅に向けての取り組みについて、再質問さしていただいたらと思

います。いろんな方面から安全対策をやられているということが分かりますが、自転車のことに

ついてお話しますと、去年ですか小学校の全国大会で内子小学校の児童が全国の自転車大会優勝

というようなすばらしい成績をあげられ、個人でも準優勝すると。それを含めて内子町ではそう

いう教育も十分できているんだろうなというように思っております。また中学生、高校生などの

ヘルメットも今はほとんど周知徹底ができて、みなさんがかぶっておるような状況が見えておる

んですが、そんな中ですね、高齢者の方の自転車を乗っている方は、ヘルメットをかぶってない

状況が私あるかと思っております。できるだけ高齢者もヘルメットをかぶれるような対策などに

も取り組んでいっていただきたいなというふうに思っておるんですが、そこら辺の対応は何かお

考えあればお聞かせ下さい。 

○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） 自転車につきましては、愛媛県特に全国的に注目をあびる自転車振

興の県ということで県上げて自転車の普及とともに、安全に自転車に乗るという普及もされてお



平成２８年 ９月第８５回内子町議会定例会 

‐ 38 ‐ 

ります。ご指摘のように県立高校生は全員ヘルメット着用というようなことで、運動も進んでお

ります。ただ議員ご指摘のように、高齢者のヘルメット着用については、もっかのところ強い呼

びかけというのがまだできてないかなというところがございます。これにつきましては、啓発し

かないかなというふうに考えてますので、先程説明しましたような長寿会での会合、サロンでの

会合などで、これは今、自治センターを中心に訪問活動をさしていただいて、いろんなお話をさ

していただいてます。その中で交通安全についても話をさしていただいているところですので、

ヘルメット着用については、特に新しい項目としてですね、これから力を入れて行くべき課題と

して説明を促すようなことにしていきたいと思いますし、警察署で毎年開催されております、秋

の例えば９月ですと交通安全運動期間に入って参りますけれども、こういったような重点期間を

捉えて、いろいろな団体が秋の交通安全運動推進会議には参加をされますので、そういったよう

な各団体への呼び掛け、それから連携等を図りながらですね、特に高齢者の事故撲滅に向けた取

り組みの一環としてヘルメット着用も進めて参りたいというふうに考えております。 

○３番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 菊地幸雄議員。 

○３番（菊地幸雄君） ありがとうございました。最後に通学路の問題もう一回、お聞きをしま

す。学校から上がってきたら対応しますというご返答だったと思うんですが、学校で評価委員会

というのがそれぞれ学校であると思うんですが、その評価委員会、私も立川の評価委員に入って

おるんですが、そういうところで意外と通学路の問題って出てくるんですね、意外と。他の地区

のことちょっと詳しくわかりませんが、立川で言えば、車じゃなくて今はいのししとかですね、

ハメが通学路に出てきたとかですね、そういう事例も評価委員会の中で、話し合いで出てくるん

ですね。文章だけ、評議会なので文章でこういうことがあったよと上がるだけだろうと思うんで

すが、もうちょっと詳しくチェックしてですね、直して下さいということではなくて、こういう

話がでたんだが、それに対する対応をですね、しっかり取り組んでいただきたいというように思

っております。子どもは宝だというように少子高齢化が特に進んでおる中で、事故に遭わないよ

うな方策を、特別お願いをして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（池田洋助君） 次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） １０番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） 内子町の景観条例に違反すると思える建築物の景観について。これは

６月議会でも私が質問した、「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・建築主へ統一

した対応ができるのか」と質問しておりました。その時の町長答弁では「内子町のまちづくりは

譲れないものは譲れない。どこまでやれるかは今後の事ではあるが、守り抜かねばならないと思

っている。」と答弁されたと思っております。その後の町の対応、企業経営者や建築主の返答はど

うかという質問であります。６月議会に続いての経過を問う質問ですが、先週土曜日の新聞に３
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面記事に大きく掲載されていました。この記事を読まれた方は、評価員会が下した結果や企業経

営者や建築主の対応や、稲本町長の考え方も詳しく書いてあり、ホテルの社名や代表者の氏名、

デザイン等の写真も載せてあり、今回の質問に若干躊躇するところもありますけれども、ここは

議会として議員として再度もう一度理事者の方に質問したいと思います。 

  一昨年ですけど、夏の休みにですね、私、九州の鶴見岳に登りました。そこでですね、八幡浜

からフェリーに乗って別府港について、別府駅まで歩いて行って、その別府のバスの時刻表を調

べておりますと、そこにですね、このように両手を大きく広げた銅像がありました。これ変わっ

た銅像だなと思って詳しく説明を見ておりますとその方はですね、油屋熊八という方の銅像でし

た。この方はですね、別府観光の父と言われると書いてありました。よく見ますとその方は愛媛

県南予の生まれと書いてあって、また興味を引いてそこを読んだわけなんですけど、伊予国宇和

島城下の米問屋の生まれで、明治２１年に２７歳で宇和島の町議に当選されたということです。

その後、いろいろあるんですけど、最終的には、別府の大分県の温泉街に移り住んで、九州の観

光の開発に尽力され、田園的な温泉保養施設であります、湯布院の礎を築いたとも言われており

ます。「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」というキャッチフレーズを刻んだ標柱を１９２５年に

富士山山頂付近に建てたのをはじめ、全国各地を建てて回り、建設の予定が無い場所に対しても

「別府温泉亀の井ホテル建設予定地」の立て看板を、別府市内・大分県内はもとより福岡・大阪・

東京に立てて別府を宣伝したということです。自動車の発展を見越して、現在の九州横断道路で

あるやまなみハイウエイの原型でもある、別府から湯布院、九重高原、阿蘇、熊本、雲仙、長崎

間の観光自動車道を提唱し、ルート上にホテルも開設し、また、日本発の女性バスガイドによる

案内付きの定期観光バスで別府の地獄めぐりの運行を始めたのも彼の提案だったということです。

そこで、いろいろ文献で調べてみますと、この油屋熊八さんが創業されたのが、現在この分庁の

すぐ近くで建設されているホテルの運営会社、アメイズのようであります。アメイズは大分県の

大分市に本社を置くホテル運営会社で、旧商号は株式会社亀の井ホテルであり、明治４４年、別

府観光の父、油屋熊八によって亀の井旅館として創業され「亀の井ホテル」・「亀の井イン」の屋

号を用いてきましたが、２０１３年以降は株式会社亀の井ホテルから、株式会社アメイズに社名

を変更して現在は「ホテルＡＺ」として開業されたとあります。さて、稲本町長や職員の皆さん

は当然ですし、同僚議員も傍聴者の方も、町民の方も、すでに新聞で情報を得られていると思い

ますけれども、創業者が南予出身で別府や湯布院の観光に寄与された会社が、内子の景観計画重

点区域の景観を大きく変えようとしています。別府や湯布院にも景観条例がありまして、建築物

や工作物の色についても当然、色彩基準の範囲があり、届出者に対して指導・勧告を行うことが

できますし、届出者に対し命令を行うことができるのは、内子の景観条例と同じだと思っており

ます。ホテルＡＺのホームページでは、愛媛県内子店は遅くとも２０１６年１１月３０日までに

開業予定と掲載されています。景観法の罰則規定では、「景観行政団体の長の命令又は市町村長の

命令に違反した者は、懲役又は罰金に処する。」と謳われていると思うのですが、今までの経過と、

内子の景観を守る町づくりの為に、これから３期目を目指されると言われました稲本町長はどこ

まで対処されるつもりなのか質問します。 

  続いての質問ですけれども、「町長として職員の発案や意見はどのように反映させているか」

といったこれまた３期目を目指す首長として、行政運営に関わる職員との関係に関する質問をし
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ます。本日の同僚議員の質問でも３期目を目指す考えであるとの答弁を聞きました。さて、前町

長である河内紘一氏時代からですね、職員として、内子フレッシュパークからり支配人として、

そして教育長として、更に助役、副町長として行政に携われた方ですので、行政運営については

ベテラン中のベテランと言っても過言ではないでしょうか。昨年９月の定例議会にて「行政改革

をすればどうしても傷みが伴い、職員にも傷みが伴う。それが結果によっては、住民の傷みにな

ってくるのではないか。」と、住民の「思い」や「夢」をどのように実現されようとしているのか

を私が質問をしました。その答弁で「夢というのは、基本構想に基づいた総合計画を、きちんと

地道にひとつ一つやり上げることだ。」と答弁されました。また、「第２期の総合計画の中で、職

員の能力向上に力を入れて、少数精鋭型役場を目指すとともに、行政職員のＯＢの能力を活かす

仕組みを作る。」とも言われていましたが、どのように取り組むのかとの再質問に「地域の実情が

分かっている職員ＯＢに声をかけて、何かあった時に応援隊として助けてもらえる仕組みを。」と

答弁をされました。２期目を無投票当選された当時の新聞の記事を見ますと、「稲本氏は町職員時

代に主に産業畑を歩み町政各般に精通するが、宣伝イベントの偏重や職員の萎縮を懸念する声も

ある。施策展開や組織運営など、２期目はさまざまな面でバランス感覚が問われる。」と掲載され

ていました。人は権力の座に付くと自分を見失い、また、人の意見を聴かなくなるものです。ど

の会社や団体・組織でも同じではないでしょうか。厳しい環境下で長年に渡り実績を重ねると、

代表者の持つ権限は一層強くなり、一言が持つ重みも増していく。しかしいつでも「すんなりと

自分の意見が通る」状態にある代表者・首長は、逆に注意しなければならないとも言われていま

す。「代表者の意見に見た目だけ服従する、通称イエスマンが発生している可能性があるからだ。」

ということだそうです。町長として、職員の発案や意見をどのように反映するか。私はその中で

代表者のことは先程言いましたけど、「はい」「わかりました」と言いながらですね、愛想笑いす

るが、裏では全く別の意思を持ち固定メンバーだけでグチを言い散らすイエスマンの集団が企業

や団体、こういった行政の中でもあってはならないと聞いております。そういったイエスマンが

発生する集団ではですね、会議で発言するのがいつも同じメンバーで固定された状態で発言しな

いメンバーがいるとか、目上の人間に対してオブラートで無難な言葉しか伝えない社員が存在す

る。飲み会などオフの時間に集まるメンバーが仲良しに固定され、それ以外のメンバーで集まる

のを嫌う職員が存在する。緊急事態が発生した時ほど自分の役割に固執し、困った人間を見ても

役割を超えた行動を取らないのが当たり前の状況となっている。というふうに言われております。

内子町は「イエスマンだらけ」と言われる事が無いように、そんな組織になっていないか。イエ

スマンが多く存在する組織が出来上がる原因は、イエスマンではなく、代表者にあるといことで

す。会社や組織が掲げる理念やビジョンと、代表者自身の行動が必ずしも一致していないことを

見て、冷静に一歩引いた状況となっているのだそうです。また、逆に職員が萎縮するような関係

になっていないか。職員との関係はどうか以下について質問をします。職員からの発案や意見は

どのように聴取し反映させているのか。町長として、職員からの意見を採用した事業の中で、特

に印象深いものは何か。町長として職員のモチベーションを上げる為の工夫はどのような事か。

内子町独特の職員の研修派遣があればどのようなことか。職員の人材交流についてどのような取

組をされ成果はどうか。３期目を目指される首長として職員のスキルアップに繋がる今後の行政

運営についてどう考えておられるのか質問致します。 
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続いてですけれども、健康パスポート制度ということについて質問致します。つい最近ですけ

ど高知県では、健康づくりを後押ししてくれる様々な専門家、医療機関や行政機関、民間フィッ

トネスやスポーツ活動などの「かかりつけ関係」を持つことにより、「健康応援団」参加事業者か

らお得な割引サービスを受けることができるという、健康パスポート制度を９月から導入したと

聞くのですが、楽しみながら健康寿命を延ばす取組であります。全国にはこのようなポイント制

度を設けている自治体があります。例えば、健康まつりやウォーキング大会への参加、献血への

協力や特定保健指導の利用などでポイントがもらえ、ポイントがたまるとプールやスポーツジム

や体育館等の利用やゴルフ場やテニス場、ボウリング場など、事業者からのお得な割引サービス

を受けることができる制度であります。少しでも、町民の健康管理に対する意識を高め、健康診

断の受診率のアップに繋がるようであります。よって内子町でですね、独自の事業展開の考えは

できないものかと思うのですけれども、お尋ねをして一括質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） まず、景観の件なんでございますけれども、詳しい経緯につきましては

担当課長の方から説明致させますけれども、こないだ新聞で発表されましたようにですね、私は

町の人たちがどういう環境の中で日常暮らしていくのが幸せなのか、ということがとても私は大

事なテーマだというふうに思ってます。ドイツのローテンブルクへ何回も議員も行かれたと思い

ますけど、あそこの町の人達がそういう歴史的なものを大事にしながら、釘一本、ねじ一本、注

意をはらって中世のドイツのあの町並みを大事にしている。それが、自分達が幸せにこの地で生

きる生き方なんだということをしっかりと捉えてらっしゃる。たしかにどういうふうな形で進む

のが幸せなのかというのは個々いろいろあると思いますけれども、内子の場合には議会でこの景

観条例を定められて、それに基づいて内子の景観を規制をし、また美しい景観を作っていきまし

ょうということでございますので、これに評価員会の方からこれはノーですよという結論は出た

わけでございますから、私はその委員会の結論を尊重したいというふうに思っております。これ

は議会の意思でもあろうと思いますし、町民の意思でもあろうと思いますし、評価員のもちろん

全会一致での評価でもありますから、それは私は尊重したいというふうに思っております。今後

のことにつきましては、この条例に基づきましてですね、さまざまな対応をしていくことになり

ます。公表も含めましてですね、やらないといけないということになってますから、その辺の段

どりにつきましては担当課長の方からまた説明をさせていただきたいというふうに思います。 

職員の育て方、またモチベーションをどうするか、たくさんご質問を出していただきました。

基本的にまずご質問の１番の職員からの発案や意見はどのように聴取して反映させているかとい

うことにつきましてお答えを致します。職員からの発案や意見、あるいは新規事業の提案という

のは、基本的に職員が企画書を書きます。で、これを決裁して大きな予算等を伴うものにつきま

しては、その都度これは課長会でございますけど、政策会議というのがございます。そこでみん

なの課長さんたち委員の意見を出していただいて、その場で提案職員のプレゼンテーションを受

けます。全然関係のない案件であっても、関係のない課長がですね、それはおかしいんじゃない
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のか、これはこうじゃないのかとかですね、みんなで議論し合う。そして練り上げて議案にして

いくと、うまくいかなかったらもう一回出し直そうよというようなことをやっているということ

でございます。年度初めには各部署単位で一年間の課の課題や目標、具体的段どり、仕組みをシ

ートにまとめまして、理事者と協議する拡大経営会議も開催しておりまして、その場においても

職員からの提案を受けるような仕組みになっております。さらに、定期的に理事者と職員との懇

談会を開催しておりまして、特に若い職員を対象に毎年必ず食事会等々を通じてですね、広く職

員の声を聴取するように努めているところでございます。 

 次に町長として職員からの意見を採用した事業の中で特に印象深いものは何かというご質問で

ございます。たくさんあるんでございますけれども、例えば小田の臼杵地区で伝統的なおねり・

獅子舞等々をですね、高齢化によって本当に途絶えてしまっております。これを愛媛大学の学生

たちとタッグを組んで、もう一回賑やかなお祭りができないものか、そういったものを提案して

具体的にも具現化さしてですね、地域のおじいちゃん、おばあちゃん達にも非常に喜ばれて、そ

んなものが一つあります。それから林業の６次産業化についての提案もそうでございますし、特

に大きかったなと思うのは内子座１００周年を記念した東西狂言の共演と、そこへ内子の子ども

達が狂言で加わってワークショップをしまして、「茂山狂言クラブ」を開催した。これは本当にい

い提案だったし、全国の人達に評価させてもらっているんじゃないかなというふうに私は思って

ます。それから福祉の分野では、中学生達に「いのちの授業」ということで、赤ちゃんを子ども

達に抱っこしてもらったりですね、そんな授業を通じて命というものはいかに大事なのかという

ことを子どもたちに理解してもらう。これも職員の提案でございました。その他もろもろあるん

でございますけれども、大きく気になった評価できるもの、そんなものかなというふうに思いま

す。 

 それから町長として職員のモチベーションを上げるための工夫はどのようなことかということ

でございますが、毎月月初め行事として、１日の朝に職員を前にあいさつを兼ねて訓示を行って

いるところでございます。若手職員との意見交換会を開催したり、担当業務の進捗状況や町政に

対して思うことなど意見交換を行いまして、業務遂行についてのアドバイスや改善点などについ

て助言を行っております。また、採用後２年目の職員を対象に小田深山での宿泊研修を実施し、

町政運営についての考えや思いを共有し、共にまちづくりを行う機運づくりにも努めているとこ

ろでございます。 

 ４番目に、内子町独自の職員の研修派遣があればどのようなことかというご質問でございます

けれども、これは内子町職員自主研究グループ助成要綱というのを制定しておりまして、職員３

人以上で独創的で独自の研究テーマを設定して調査活動を行うものでございまして、職務に関す

る知識並びに技術及び技能の習得、または向上を目指すもの、または、行政効果の向上を目的と

する専門的研究に対して助成する制度がございます。平成２７年度はございませんでしたけれど

も、平成２６年度には４グループ、平成２５年度にも４グループが利用し、各種先進地等へ出か

けていって調査研究等を行っており、内子町での取り組み等に活用しておるところでございます。 

 それから５番目に職員の人材交流についてでございますけれども、現在愛媛県と行っておりま

す、愛媛県東京事務所に１名、それから南予地方局に１名の計２名の職員を派遣しております。

東京事務所につきましては、観光及び町産品などの宣伝、町産農林水産物の販売促進などに関す
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るノウハウを取得することを目的に派遣しておりまして、企業訪問などを通して内子町産品の宣

伝活動などを行っているところでございます。また、首都圏域において内子町のＰＲとファン拡

大のために、平成２３年１２月に豊島区から観光物産交流都市の指定をいただきまして、物産展

の開催等を通じて首都圏の多くの方々に内子町を知っていただいているところでございます。成

果として数字で示すことはなかなか難しい面があるんですけれども、今後とも首都圏とのパイプ

役として豊富な情報量や人脈を活用して、着実に内子町の宣伝活動を行って参りたいと考えてお

ります。 

 最後に６番目でございますが、３期目を目指されていると思うけれども、町長として職員のス

キルアップにつながる今後の行政運営についてどう考えるかということでございます。今までの

答弁の中で出尽くしているかなというふうに思ってますけど、私は、理事者と職員は喧々諤々で

あってですね、良いアイディアが出たら採用出来るものは、どんどん採用していって政策の中で

活かして行けたらそれでいいと思ってますし、職員は地域担当制をしいておりますから、地域づ

くりへそれぞれ地域へ出かけて行って、地域の皆さん方と直につながるというような仕組みにし

ております。そこでやっぱり職員を地域の人達に鍛えてもいただく、育ててもいただく、そうい

ったもので町の政策の中にそういうものが反映できるように、それもひとつの形としてはいいん

じゃないかなというふうにも思っております。したがって職員というのは大事なある面では、ま

ちづくりのリーダーでもあるわけでもございますから、これからも喧々諤々、議論しながらです

ね、良い町に住めるようになるようにやっていけたらいいんじゃないかなというふうに思ってい

るところでございます。以上で、私の方の答弁とさしていただきます。 

○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） 私の方からは先程ご質問ありました、現在建設中のホテルの件につ

きましてその経緯と今後の対応につきまして、述べさせていただきたいと思います。このホテル

につきましては、「内子町景観まちづくり計画」に定める景観計画重点区域に位置をしております

ことから、事前協議の段階から景観への配慮を求めてまいりました。しかし、ホテル側は全国に

展開しているチェーン店の共通の外観デザインを、内子店においても採用する姿勢を崩しません

でした。そのため、３回にわたり要望書を提出する一方で、景観まちづくり評価員会を開き、委

員の意見を聴いてまいったところでございます。この３回に渡って提出しました要望等の内容に

つきましては、前回の議会でご説明させていただきましたので、割愛をさせていただきたいと思

います。これに対しまして、ホテル設置者側は景観の色彩を「内子町景観まちづくりガイドライ

ン」に沿う形に変更し、色についてですが、こちらについて変更し、「景観計画区域内における行

為届出書」を提出して参りました。しかし、その内容は「内子町景観まちづくり計画」に定める

屋外広告物に関する行為の制限事項に抵触をするということから、町は、景観まちづくり評価員

の意見を聴いたうえで、条例に基づく指導書、それと景観法に基づく勧告書を、送付を致してお

ります。これに対しまして、ホテル設置者側からは、「指導書、勧告書の内容に沿った形での屋外

広告物条例許可申請を行うよう努めます」という報告書が提出されましたが、現時点で屋外広告

物の許可申請は出てございません。この間、町はホテル、それからホテル設置者側と継続して協
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議を行いました。ホテル側も歩み寄る姿勢を見せましたけれども、デザインへのこだわりは強く、

最終的に壁面広告物の面積を小さくした修正案が示されました。これを我々は最終の修正案とい

うことで受け止めておりまして、町は今月７日に景観まちづくり評価員会を招集し、委員の意見

を聴きましたが、やはり許容できるものではないという判断が示されたところでございます。こ

の結果につきましては、翌日、町長へ報告をさせていただいて、これからの意思の確認もあわせ

ておこないました。今後におきましては、内子町景観まちづくり条例及び、内子町屋外広告物条

例に基づき適切に対処していく考えでございます。条例に定めております、町が出来ること、こ

ちらにつきましてはですね、粛々と進めて参りたいと思いますけど、まず今回最終案が提出され

ましたけれども、その最終案、当然これでは容認できないということでございますので、内子町

の景観まちづくり条例に定めますように、指導勧告に基づかない場合はその勧告内容、そして会

社名を公表しますというような規定もございますので、そちらの方に進んでいくということでご

ざいます。その前に今、勧告公表通知というものをホテル設置側の方に通知を致しまして、意見

がある場合は意見を聞くというようなところでございます。その意見を踏まえた上で今後の公表

に踏み切る、あるいはそうでないという判断になろうかと思いますけど、意見がある場合におい

てはですね、その都度臨機応変に対応してまいりたいというふうに考えてございますので、今の

ところはそこまでのご返答でございます。以上でございます。 

○住民課長（亀岡弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

〔亀岡弘住民課長登壇〕 

○住民課長（亀岡弘君） 失礼します。まず下野議員のご質問ですけど、高知県では健康パスポ

ート制度を今月から導入していると聞くが、内子町独自でこのような事業展開の考えはないかと

いうご質問ではなかったかと思いますけれども、それに対してですけれども、高知県の「健康パ

スポート制度」と同じではありませんが、内子町の今までの取り組みについて、ご説明致します。

平成２４年度に、町民の皆さんが毎日健康で過ごしていただきたい、そのためにもっと健康に目

を向けてもらいたいということで、「内子町国保健康マイレージ」事業を実施しました。６ヶ月間

に３つの取り組みを行ってもらい、全てクリアされた方に記念品を贈るというものです。対象と

なる取り組みは、１つ目には健康づくりに関する個人目標の達成、２つ目には各種健康診査を１

つ以上受診する、３つ目は健康に関する講座、行事に１回以上参加するというものでした。 実

施結果は、３６人が応募していただきましたが、１２名は非該当で、２４人が要件をクリアされ、

記念品を贈呈しました。応募者、該当者割合が、０．６％、対象約４，０００人中２４人と低く、

取り組みは、１年で終了致しました。対象となる３つの取り組みの具体的な例ですが、次の通り

でございます。まず１番目の健康づくりに関する個人目標の達成ということですけれども、各個

人が日々取り組む健康目標を立てて、３ヶ月以上継続して実践したものということで例えば、週

３日、１回２０分以上歩く。週２回以上、１回３０分以上スポーツに取り組む。毎日緑黄色野菜

を食べる。次、２つ目でございますが、各種健康診査を１つ以上受診するということで町が実施

する特定健診やがん検診など、各種健康診査を１つ以上受診する。３つ目と致しまして、健康に

関する講座、行事に１回以上参加するということで、町主催の「健康づくりと福祉の集い」や健

康出前講座、自治センター等が主催する健康ウォーキングなどに、１回以上参加するというもの
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です。以上が対象となる３つの取り組みの具体的な例でございますが、平成２４年度の内子町国

保健康マイレージ事業の取り組み以降は、内子町国保マイレージ事業は実施しておりません。そ

のような健康づくりの後押しも大切な手段の一つと考えておりますが、現在の内子町としては国

保につきましては、特定検診、個別検診に特に力を入れていきたいと考えております。特定健診

の受診率も平成２６年度、２８．２％から平成２７年度は、少しアップをしてきております。高

知県の「健康パスポート制度」は、今後、数年注視をさせていただき、内子町が、将来同様の取

り組みをする場合の参考とさせていただきたいと考えております。以上で答弁とさせていただき

ます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 景観条例に関することですけれども、総務課長言われるように町の条

例に則った中でのやれることはやってきたということだと思うんですけど、ただ、６月でも質問

したんですけど、６月の時点では基礎工事が始まっていて、それでまた上ができていないのにか

らまだこれから審査の中で話をしていく。今度今見ますと、鉄骨は６階まで出来てあって躯体が

だいたい出来あがってますよね。そういった中であとのカラーだけをどうしようかと。もう９月

ですからホームページ載っているのは、２カ月後ですよね。もう誰がみても今の技術でいくと進

みますよね、どんどんと。カラーというかデザインとそこら辺の外壁工事ですかね、そこだけ残

したままでおるのか、その２カ月の中でもそういう協議が進んでいくのか。どういった展開にな

るか考えておられますか。 

○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） 塗装の面に関しましては、工事の中でも最後の部分になってこよう

かと思いますし、それは確認してございます。当然、ホテルの完成が年内ということで予定され

ておりますので、当然こちらの方もできるだけ早く結論を出していかないといけないと思います

けれども、どちらにしてもこちら側の要求に対して、例えば屋外広告物に関する申請も出してい

ただけない状態ですので、まずそれを出していただかないことには、こちらの方も判断が難しい

というところがございます。今回の景観まちづくり条例の部分につきましてはですね、いろいろ

不具合はどちらにしろあるんですけど、ポイントとなる部分がですね、屋外広告物条例に規定す

る部分の色彩、それから高さ、広告物の高さですね、掲示する高さ、それから表示の方法、それ

から原則として壁面広告は建築物１戸につき１個までというようなそういう規定の部分に抵触し

ておりますので、この辺についてきちんと判断をしていかないことにはどちらにしても許可をす

るわけにはいかないというようなことなので、まず急いで提出をしていただいて、こちらも急い

で判断をしていかないということでございます。若干、１１月末という工期につきましては、若

干苦しい部分があるんだろうなというふうに思いますけど、これを今回譲ってしまうとですね、

これからの内子町の景観まちづくりの土台が揺らいでしまう。ここでなんとかストップをかけた

いという思いをですね、強く相手側にも伝えてまいりたいいうふうに考えています。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 
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○１０番（下野安彦君） ただいまの素晴らしい譲れない、絶対守っていくという、今回これを

許すとあとのことがいけないくなると。これは今までの建築物にも若干、前の質問でもしました

けど、整合性がとれるのかという、ところが一つを許してしまうともうどうしてもということだ

と思うんですよ。これがもっと早くからこういう言葉を聞いて実施されるべきではなかったかな

という私は反省もあるんではないかというふうに思っています。あとですね、こういったホテル

と建築、ある程度施設大きいものですから、こういった場合には一企業でございますので、なに

まりは言えないことではあるんですけど、やはりそういった企業が進出する場合にはこういう自

治体のところに打診があるんじゃないかというふうに私は思うんですけれども、例えば伊予鉄さ

んの名前も出ておりますけど、伊予鉄さんの敷地で今後ここがこういう形で更地にして何かしよ

うと思うんだけど、そこにいうて数社から手があがっているんですよということがあるのではな

いかと思うんですけど、今のホテルさんがもう進出するということは事前の協議はなかったもの

か、そういう打診はなかったものかをお尋ねします。 

○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） もちろんホテル進出の件につきましては、打診がございました。具

体的に申しますと、まず景観に関する事前協議の前に都市計画道路の協議が入ってございます。

こちらの方でホテルを建設されたい旨の打診がございました。それからそういったような都市計

画に関する協議を進めていってですね、行く途中でこういったようなホテルがくるっていうふう

なことも情報入りましたし、こういうデザインになるだろうというのもですね、分かっておりま

したので、都市計画道路に関する協議とそれから景観に関する届け出までの事前協議、これまで

にですね、いろいろと双方やりとりをさしていただいて、内子町が進める景観まちづくりの理念、

こちらあたりも十分に説明をさせていただいた中で、届け出をしてほしいというものをですね、

ずっと伝えてまいってきております。その過程におきまして、先程説明の中にもありましたよう

に、町長からの要望書もですね、届け出の前に３回提出をさせていただいているというふうなこ

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） ならば、そしたらそういった事前協議の中で、提出を内子町の景観は

こういうものでこういうふうに沿った中でやってくださいね、ということを事前に言った中で、

それでもそれに抵触するようなものが申請されたという形でよろしいでしょうか。 

○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） そのとおりです。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） その他にですね、例えば伊予鉄さんの方は他のホテル、違うホテルと

かそういった話も出てはなかったでしょうか。そういうことの協議は役場の方には入ってなかっ

たということでよろしいでしょうか。 
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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） そのとおりでございます。 

○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） それとですね、あとは総務課長言われたような、今後はちゃんと景観

を守れる、条例に従った中でのやり方をすると言われたんですけど、最終的にはどういった流れ

パターンが想定されるのでしょうか。法的な手段と言う事に関してです。 

○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） 条例で出来うる手立てというのをですね、ご説明させていただきま

す。まず、景観まちづくり条例で出来ます事はですね、先ほど言いましたように公表のみでござ

います。景観法ではですね、これ以上のことはできないです。ただ、景観法に基づく命令が出来

る場合があるんですけど、これは内子町の条例の中に特定届出対象行為に限定をする、特定届出

対象行為というのをですね、規定しておればですね、景観法に基づく命令が出せるんですけど、

当町の条例にはこの特定届出対象行為というものを規定しておりません。ので、こちらの方は、

景観まちづくり関係でいうと公表のみということなんですけど、実は内子町屋外広告物条例では

ですね、もう少し強い措置が可能です。まず、先程言いましたように許可の申請を出していただ

くんですけれども、まずそれが出なかった場合ですね、無許可で表示設置した場合は、当然、除

却を含む必要な措置を命令することができます。申請が出た場合、こちらについてはおそらくで

すが、条例第２８条に適合していないということなので、当然今のデザインのままですと不許可

ということになって、こちらについてもだめですよと言わないといけないということになります。

これにつきましても当然修正を求める、そして修正されず設置した場合は、除却を含む必要な措

置を命令するんですけれども、それにも従わない場合は、最終的には５０万円以下の罰金の措置

が課せられることもできます。それから本当に最終的な措置ですけれども、行政代執行も可能と

いうふうに考えてございます。 

○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） 詳しく私もそこまで分かりませんで、罰金刑とかはあるというふうな

中で思っていたんですけれども。ならば最悪、悪賢い表現は悪いかもしれませんけど、罰金払っ

たら済むんじゃないかというふうにとられてしまったら、これまたそのまま罰金払ったからその

まま刑に服したよ、だからその状態が残ることが起きるんだったら、これ何もならないかなと思

っているんですけど。撤去までできるということでしたら、最悪ですけど、そういう考え方であ

りますということで間違いないということですね。分かりました。そしたらこの件に関しては本

当、躯体はできておりますけど、町長の思いも強いというふうに私も聞いております。前回もそ

うでしたので、その思いで３期目に向かって取り組んでいただいたらと思います。 

２番目の職員のスキルアップとかモチベーション、それについては具体的にお聞きしました。

私は最初の一括質問の中でも言いましたように、やはり河内前町長の時にも言いましたけど、７
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期、８期となると、何も言えなくなる、また無投票で当選されると、他には誰もおらんなったら

違うじゃろうがというふうなんで、職員の皆さんが委縮するのではないかとか、そういうものが

あるんではないかというあれもあったんですけど、いろんな案の中で成功したというか、特に印

象にあるという中で、職員の皆さんからの取り組まれたことがこの議会の中でも出されていると

いうことを確信しましたので、これからもそういった形でやられるというふうに捉えておきます。 

最後の健康パスポートの制度ですけれども、これもまた高知県の事例をまたこれから注視して

いくということでございました。また前回もやったことあるけど、町民の関心が少ないというの

が実例でありますので、これせえ、あれせえとは言う気持はございませんが、やはり逆にせっか

く先程の町長が職員に対していろんな考えで事業展開している中で、私たちにもよく来るのは議

員ですから当然ですけど、この事業やるので参加者声かけて下さいね、声かけて下さいねという

のは職員さん、職員の方からの言葉なんですけど、そういった事業に参加をしていただけるため

にも、もっとそういった制度、充実していかなければ何もやっても、逆に結果が出なかったら逆

に首長から稲本町長から、これやったけど発案はあったけど全然成果につながってないじゃない

かというふうになると思うんですよ。それに対して、なぜ前回数字が少なかったから一回で断念

した、ということで捉えとったんでよろしいでしょうか。 

○住民課長（亀岡弘君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡住民課長。 

○住民課長（亀岡弘君） お答えします。基本的には数字が対象者に対して少なかった。あと２、

３年くらい続けていたら違う結果も出ていたのかもしれないですけど、その時課長の異動、交代

時期等もあってこれは少な過ぎるじゃないかということで取りやめたようにお聞きをしておりま

す。それで関連してですけど、健康あと押しの事業ということで別にですね、脱メタボ運動教室

というのも国保事業でしております。これはフィットネスクラブリュウオウへの委託事業という

ことで対象がですね、４０歳から７４歳以下の国保の加入者でメタボリックシンドローム、また

予備軍と判定された方と言う事でこれをおこなっております。目的につきましては、生活習慣病

予防、改善のために正しい運動習慣を身に付け、食生活の基本を学ぶことで日常生活の生活活動

を増やし、健康で健やかな生活が送られることを目的に実施をしております。具体的には内容と

しましては、体力測定、それから体性分の検査ということでＩｎボディ、それからスタジオとい

うことで、腰痛予防とかストレッチ等、転倒予防の体操、それから筋力増強体操、それからプー

ルでの運動、家で取り組む運動、そして個別評価ということで、実施をしてきました。これにつ

きましては、平成２２年度から平成２７年度の６年間おこないました。それで参加者ですけれど

も、平成２２年度が４１人、平成２３年度が２１人、平成２４年度が２６人、平成２５年度が３

０人、平成２６年度が２６人、そして平成２７年度が３１人という状況でございます。で、ほと

んどリピーター、だぶりの方がけっこうおられます。そういうふうなことで参加者が一応固定化

したということで、平成２７年度に終了致しまして、現在は保健センターの方で町の方で健康メ

タボ教室ということで実施をしております。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） 最後ですけど、これ３つのことに対して共通して言えることで稲本町
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長に質問したいと思うんですけど、例えばこの景観だったら、ああいう形でまだ外にカバーがあ

りますけど、あのカバーだけでも景観をみますと、急に変ったなというふうに松山から帰っても

変わるし、こっちから見る風景も変わってきましたし、これがなぜかといいますと、住民にはや

はり意識をもった住民とそうでもない住民の差があると思うんです。例えば先程の健康の運動に

ついても、意識をもった方は関心を持たれてそういった事業に参加されると思いますし、景観に

ついても景観法があるという事を知らない人は、物が建って新聞がとり立てて何が問題になって

いるんだろうかというふうに思っている住民もいると思います。職員の皆さんもそこらで共有さ

れた中で、やはり住民にいかに知ってもらって何が問題なっているか。それは議会とか議員も我々

も住民に説明する必要も十分あると思うんですけれども。それに対してやはり住民に思いとか考

えていることとかいうのをどの様に伝えていくか。そのギャップ、人によってそれぞれ違うと思

うんで、それは例えば先程言った臼杵の方であった事業を起こしたけど、臼杵の人が内子の分庁

の町並に対して、この辺に対して、景観にどのように思っているかというのは、たぶん失礼な言

い方かもしれませんけど、そこでいつも生活してなかったらあまり感じないかもしれないんです

よね。ですから、そういった共有した住民の思い、まちづくりに対する。それに対して、今度３

期目、どのように伝えて行かれるか、それを最後にお聞かせ願いたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今の下野さんのご意見は、非常に大事な問題だというふうに私は思って

おります。先般、隈研吾さんが内子座に来られましてですね、下野議員さんこられたどうかちょ

っと分かりませんけれども、大勢の皆さん方がこられて勉強されました。農村塾も３０年続いて

あそこでいろんな農業のこと勉強しています。そういう意味で、なかなか内子でやっていること

を隅々にまでですね、町民、お一人、お一人がそれを理解される。本当は理解をしてやっぱりし

てほしいんですけど、なかなか行き渡らないところがたくさんあります。町の広報誌等々を使っ

てですね、なるべく丁寧に説明しなくちゃいけないし、私が出掛けていった時もなるべくそうい

う話を意識的にするようにしているんですけど、ぜひ議員の皆さんも町がこんなことやろうとし

ている、こんなことなんだよということをいろんな席でお伝えいただければ、なおありがたいな

と思いますし、自治会長会辺りでですね、なおそういうことが徹底できればいいなというふうに、

一生懸命そういう方向で努力をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩をします。３時１５分から再開します。 

 

午後 ３時０１分 休憩 

 

午後 ３時１５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 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。 
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○９番（才野俊夫君） ９番、才野です。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） ９月定例議会にあたり、内子町が抱えている課題の中から、質問通告書

の通り「防災行政の現状と今後について」「防災士の活用について」及び「森林浴事業の取り組み

について」の３項目において一般質問を行います。今年も、９月に入り台風シーズンの季節にな

ってきました。幸い内子町における台風関連の大きな被害は、まだ聞いておりません。しかし、

全国に目をやると、本年は異常気象の連続で８月中より、連続台風などにより、特に東北地方や

北海道を始め、全国各地域で痛ましい、甚大な被害がしていると連日報道されています。まず、

被災をされました、全国各地域の皆さんに心よりお見舞い申し上げます。 

それでは、最初に「防災行政の現状と今後について」稲本町長に質問致します。平成２２年４

月、すなわち６年前に内閣府より、各都道府県知事に対して、「地震発災時における地方公共団体

業務継続計画」の策定通知があり、全国各公共団体に「業務継続計画」の策定促進を図ってこら

れましたが、平成２５年８月時点では、策定済みは１３％の市町村に留まっていたと言われてい

ます。内閣府から改めて、平成２７年５月、昨年５月に 各都道府県知事に「市町村のための業務

継続計画作成ガイド」をもとに作成要請の通知が行われたと伺っています。それでは伺います。

内子町では、大規模な災害等の発生時に、町の業務が停止しないようにとして「業務継続計画」、

ＢＣＰの策定を国もしくは県から要請された時期、その年月をまず伺います。併せて、「業務継続

計画」、ＢＣＰ策定要請を踏まえて内子町として、現在までの対応内容とその進捗状況を時系列に

説明を伺います。次に、「業務継続計画」、ＢＣＰを策定する、まだしないに当たり、現在までに

町議会や町民の皆さんにどのように周知され、広報等を含め、どのように進めてこられたか具体

的な活動・実施内容を伺います。併せて、大災害発生時を想定した「業務継続計画」、ＢＣＰ策定

の必要性を稲本町長はどのように認識しておられるか、今後の対応策と共に答弁を伺います。 

次に、昨年の９月議会で同僚議員より質問が有りました「防災士」活用について改めて質問

致します。防災士とは、「自助」「互助」「協働」を原則として社会の様々な場で、減災と社会の

防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者と

謳われています。昨年より、１年が経過した現在、内子町における「防災士資格」取得者数の

最新の総数と職業別の詳細内訳を改めて伺います。次に、内子町として「防災士資格」育成事

業を推進していると伺っていますが、現在までの実績内容及び、今後の課題等がありましたら

伺います。町内の防災士資格取得者を地域の「防災リーダー」として活躍できるよう位置づけ、

町内の「防災士」同士が情報を交換し、連携をすべく、仮称ですが「防災士連絡協議会」を町

の主導として創設すべきと考えますが、稲本町長の見解を伺います。また他に方策をお持ちで

したらあわせて伺います。 

次に、森林浴事業の取り組みについて質問致します。昨今、森林浴の効果や、森林セラピー

の効用が話題になっています。内子町の広報誌「広報うちこ」９月号の表紙に、小田深山渓谷

の五色河原でのスナップ写真が掲載されています。まさしく森林浴の醍醐味を満喫されている

様子がうかがわれました。それでは、稲本町長に伺います。小田支所管内、小田深山での「森

林浴事業」としての現在までに取り組んできた事業の内容と実績をまず伺います。併せて、小

田深山渓谷等での「森林浴事業」の今後の取り組み予定や、計画等があればその詳細内容を伺
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います。また、内子町内で「森林浴セラピー」事業を目的にした事業の実績があれば伺います。

同じく、同セラピー事業としての今後の予定や、計画があれば伺います。次に、内子町全域で

の「森林浴事業」について伺います。内子町は、面積約３００㎢のうち７７％が森林です。ま

さしく、森の中に町がある土地柄です。森林浴事業の事業推進地として、町内には多くの候補

地が挙げられています。まず、小田地区では、先ほどの小田深山渓谷周辺の他、ソルファオダ・

小田スキー場周辺、尾首の池、相野の池周辺、広瀬神社境内のイチイガシとケヤキの樹木林、

中川・上川の三嶋神社の大イチョウと上川ヨゼンサクラなどがあります。五十崎地区では、御

祓・泉谷の棚田周辺、泉ヶ峠より亀の甲に至る、龍馬脱藩の道道筋、北表のだらり権現周辺、

神南山・ふるさとの森公園周辺及び、龍王城址周辺が挙げられます。内子地区では、石畳の石

畳清流園・水車小屋周辺、弓削神社・東のシダレザクラ周辺、池田にあります、イモタネザク

ラ周辺、城廻の四季の詩公園周辺、知清の高森山石鎚神社に至る登山道道筋、上ノ山神社から

山本神社に至る遊歩道周辺等が挙げられますが、これら以外にも森林浴の候補地があれば追加

して戴き、それぞれの地域での森林浴事業の現在までの活動状況と今後の活動及び事業の予

定・見通しをそれぞれに伺います。以上の通り総括質問致します。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（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） 才野議員のご質問にお答えを致します。まず、１、防災行政の現状

と今後についての部分の（１）ＢＣＰ計画の策定のことでございます。まず、災害時の自治体業

務継続計画、いわゆるＢＣＰにつきましては多くの庁舎が被災し、機能不全におちいった東日本

大震災の教訓から内閣府が自治体にＢＣＰの策定を促しております。内閣府が市町村向けにＢＣ

Ｐの策定の手引きというものを策定しておりまして、これは先程議員ご指摘の平成２７年５月市

町村のための業務継続計画作成ガイド、こちらが具体的に示されておりまして、内子町は今年の

３月に策定をしたところでございます。現在、愛媛県内自治体においては、８市町が策定済みで

ございます。この計画のポイントですが、一つ目に首長不在時の明確な代行順位、２つ目に本庁

舎が使えなくなった場合の代替施設の選定、３つ目に非常用発電機や燃料、食料等の確保、４つ

目に防災無線や衛星電話の準備、５つ目に戸籍など重要データのバックアップ、６つ目に災害発

生時の優先業務の整理、以上６つの優先すべき要素を抽出し、具体的な対応マニュアルを示して

いるものでございます。現時点で議会、それから町民の皆様への説明につきましては、できてご

ざいませんので、改めまして議会への説明、並びに町民への周知ということでさせて頂きたいと

いうふうに考えてございます。必要性につきましてですが、大規模災害が発生した際、市町村は

災害対応の主体として重要な役割を担うことは言う間でもございません。過去の災害を振り返っ

ても、首長の不在、庁舎や電気・通信機器の使用不能等により災害対応に支障をきたした事例も

多くあることから、この計画の必要性は十分にございます。今後の対応としては、まず、計画が

出来上がっているからそれで完結というものではなく、今後におきましても特に町の防災計画と

もリンクをさせながら、想定外の事象にも機能するより完成度の高い計画でなくてはならないと

考えております。愛媛県におきましては、南海トラフ巨大地震による被害を最小限に抑えるため
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に、「えひめ震災対策アクションプラン」を平成２７年３月に策定し、県内市町のＢＣＰ策定率を

平成２９年度末までに１００％にする具体的な数値目標を明記し、未策定自治体向けに策定支援

の研修会を行っております。今後もおこなわれます。これにつきましては、策定自治体も参加で

きるものでありますので、内子町も積極的に参加し、現計画の実効性を高めていきたいと考えて

いるところでございます。 

 ２つ目の防災士の活用についてでございます。防災士の総数と職業別の人数をというご質問で

ございますが、現在の内子町の防災士数は８月の受講者数も含みまして１３０名となってござい

ます。職業ごとの人数につきましては、おおざっぱなくくりでございますけれども、会社員が４

５人、公務員４２人、自営業１８人、無職２２人、その他３人となっております。年代別に見ま

すと１０代が１人、２０代が１１人、３０代が１３人、４０代が１９人、５０代が４７人、６０

代３７人、７０代２人ということで、５０代以上の防災士が全体の６６％を占めているという状

況です。育成事業の内容と致しまして、防災士は自主防災組織の中心的な役割を担うことからも

重要課題として防災士未配備自主防災組織ゼロを目指し、愛媛県の防災士養成講座へ少しでも多

くの方が受講されるよう、自主防災組織に働きをかけ、制度を活用しながら助成制度を活用しな

がら防災士育成に取り組んでいるところです。近年、全国的に災害が多発していることや南海ト

ラフ地震等の発生が懸念されておりますことから、防災士の確保と育成には力をいれて参りたい

と考えております。これまで内子町で取り組んできております事例を一つ二つ申し上げますと、

昨年度は内子町地域防災関係者合同研修会を、これは初めての試みでございましたけれども、町

内の防災士をはじめ、町内自主防災組織の代表者、消防団の幹部、学校関係者、自治センター職

員が一堂に会して開催を致しました。また、愛媛県が主催しました避難所運営リーダー研修等に

も予算化をしていただいているような状況でございます。今後におきましてもこのような取り組

みは継続して実施をして参りたいというふうに考えています。防災士連絡協議会への創設はとい

うことでございますけれども、内子町におきまして現在、防災士連絡協議会などの内子町全体の

組織はございません。が、それぞれの地元自主防災組織において主導的な立場で訓練などを実施

しておられる自主防災組織もございます。今後におきましては消防署はじめ関係団体と連携をし、

工夫を凝らしながら地域防災力の向上のための仕組みづくり、現場で迅速・的確に対応できる防

災士のスキルアップのための研修・訓練が第一であると考えておりまして、ご提案の「防災士連

絡協議会」の創設は、防災士同士の情報連携、共に意識を高め合う場としても非常に有効であり

まして、県下でも組織化が進んでおりますので、当町でも今後の協議におきまして創設に向けた

進め方を検討して参りたいと思っております。以上で、答弁とさせていただきます。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  大森小田支所長。 

〔大森豊茂小田支所長登壇〕 

○小田支所長（大森豊茂君） 私からは才野議員ご質問の「森林浴事業の取組み」につきまして、

お答えします。 

まず、小田深山での森林浴事業・森林セラピー事業の取組み実績や現状での問題点についてで

ございますが、小田深山における森林浴事業としましては、これまで、自然の中での癒しを求め

る方たちを対象に、笠取山で真っ赤に咲いたツツジを眺めながら１．２ｋｍの尾根を散策する行
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事を春に３回、それから笠取山から貝なぎ山への尾根とブナ林の約４ｋｍの散策を秋に６回。冬

の雪道を歩く散策を冬に３回実施しています。また、イベントとしまして、小田深山渓谷沿いな

ど１４ｋｍを歩きながら自然を満喫する、春の小田深山ウォークを６月上旬に。先ほど質問にも

ございました、広報誌に載っておった写真の分ですが、小田深山渓谷の中で、自然を活かしたゲ

ーム等で楽しむ夏の小田深山ネイチャーランドを８月下旬に。冬にはスキー場での冬の自然と雪

で楽しむ、冬の小田深山ネイチャーランドを３月上旬に開催をしてきたところでございます。そ

の他学校行事としまして、町内での小学校が１泊２日でキャンプを９月に実施を致しております。

森林セラピー事業につきましては、森林浴の効果が医学的な証拠をもとに裏付けされたものとい

うことになり、町ではそういった実証、取り組みにつきましては、これまで行っていませんので、

実績としてはございません。ただ、最近は子ども、大人にかかわらず、スマホ、パソコンといっ

たデジタル機器に囲まれた生活を送る中、「自然の中で過ごす」ことで得られる「癒し」の効能が、

医療の分野でも注目されているところでございます。今後は、こういった現状を踏まえ、内子町

の自然のシンボルである「小田深山」の活用を目的に、愛媛大学医学部など関係機関との連携で

「小田深山癒しのプログラム」を作成し、森林浴事業を計画的に実践していこうと考えています。

その第１弾としまして、今年の７月に、精神医療に携わる皆様に小田深山の自然の良さを感じて

いただこうと、元小田深山小学校講堂を会場に中四国内から９０名の参加を得まして、愛大医学

部主催によるフォーラムを開催したところであり、これを機に関係機関との連携を深め、「小田深

山癒しのプログラム」作成にも協力を得ていきたいと考えています。また先ほどお答えしました

四季折々の散策やイベントに加え、新たに企業や団体を対象に「心の癒しを目的とした研修等」

の受入、そしてこれらを受け入れし、実践できるスタッフの育成にも取り組んでいきたいと考え

ています。現状での問題点としましては、受入体制を整えるための知識をもった動けるスタッフ

が少ないこと。車椅子で来られる方、お年寄りなどが容易に、安心して散策できる場所が少ない

ということ。小田深山の認知度がまだまだ低いことなどがあげられるかと思います。次に、森林

浴事業の推進地として、町内各所での取り組み事例や活動内容等についてのご質問にお答えしま

す。森林浴事業は、「樹木に接し、精神的な癒しを求める行為」であり、公園や林を散歩する程度

から登山やキャンプなど幅広くとらえることができます。そういった意味において、町内では多

くの森林浴を楽しめる場所がありますので、いくつかを森林浴事業の推進地として上げさせてい

ただきますが、先ほど議員の方からも多くの候補地がありましたが、それとだぶるところもござ

いますが、ご容赦をいただいたらと思います。まず、内子地区につきましては、石畳地区の水車

小屋や弓削神社を中心とした地区全体が候補地としてあがろうかと思います。それからフレッシ

ュパークからりから知清橋にかけての小田川沿い、知清公園ですがそこのあたり。それから長田

のお山の学校及びその周辺。それから城廻地区のふるさとの森公園、また程内には、夫婦滝公園

等がございますが、これらにつきましては、日常的に来訪者がございまして、また各種イベント

等も開催が行われているところでございます。五十崎地区におきましては、小田川沿いの河川敷

が散歩コースであったり、元気わくわく川まつりや小田川シンクロクロス内子大会を開催し、多

くの方が来訪しているところでございます。泉谷の棚田におきましては、景観保全と周囲の森林

による癒しの場となっており、来年からは、中長期での農作業体験や農家民泊を実施する予定で

ございます。他にも、龍王公園やふるさとの森公園といった日常的に来訪者がこられる場所がご
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ざいます。小田地区におきましては、先ほどの小田深山渓谷以外でございますが、スキー場及び

その周辺ということでございましたが、千年の森公園というのがございます。ここでは公園の整

備をおこないますとともに、林業体験あるいは自然観察等を定期的におこなっているところでご

ざいます。それから参川地区の神社等にある巨木、イチイガシ、ケヤキ、イチョウの木等がござ

いますが、ここらは地元住民の憩いの場であったり、イベントも開催しております。また、今年

の１１月２１日には、サイクリングで巨木めぐるということでイベントを開催予定でございます。

その他言われました立石地区の尾首池等がございます。しだれ桜の場所がございます。あと大規

模林道沿いなどにつきましても森林浴事業の候補地としてあげられるのではないかと思っており

ます。今後の取組みにつきましてですが、各推進地で活動を行っています自治会、団体等と連携

しまして、これまでの取組みを継続していきますとともに、癒しを求める住民のニーズに合った

新たな取り組みを検討していきたいと思っているところでございます。以上、才野議員の質問に

対する答弁とさせていただきます。 

○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） 私の方から先程の才野議員の質問に対する回答の中で誤りがありま

したので、１点だけ訂正をさせていただいたらというふうに思います。先程、大森小田支所長の

方から五十崎地区で開催をしている森林浴事業の取り組み、活動内容についてですが、小田川シ

ンクロクロスというふうに説明申し上げたのが小田川シクロクロスの誤りでございますので、こ

の点だけ私の方から恐縮ではありますが、訂正させていただいたらと思います。 

○９番（才野俊夫君） 議長 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） それでは、丁寧に答弁いただいてありがとうございます。何点か再質問

させていただきます。まず、ＢＣＰ策定が一応３月にはできておるということですが、我々議員

や町民に対しては、まだ公表出来るいうふうなことにはなってないということなんですが、いつ

頃の公表される予定で進められているか。一応、目処を。他の県や国からの年限というのもあり

ますからそういうふうなことを確認させて下さい。 

○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） 公表がまだというふうなことで、それから議員に対しての説明もで

きてなかったというところで、こちらにつきましてはこちら側の不手際ということですので、お

詫びを申し上げたいと思います。ただですね、この計画の趣旨、性格がですね、例えば地域防災

計画と比較しますと、地域防災計画は皆さんご存知のように、町やその他の防災基幹が連携して

実施すべき総合的な防災計画ということであるのに対して、この事業継続計画というのは役場の

内部の動き、それから応急業務の優先するべき通常業務などを定めたものでございますので、そ

の辺のこともあってですね、説明が十分でなかったという点は反省してございます。ただ、もち

ろん町民の方に公表することによりまして、町もこのような計画を立てて災害に臨んでいるとい

うことの周知は、それはさしていただくべきだろうと思いますし、さしていただくことによって
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町民の方も安心安全で過ごせることができるのではないかと思いますし、もちろん町内部のこと

が中心ではありますけれども、議会議員の皆様にもご理解をいただくためにも議員協議会等で早

急にですね、また日程を決めさしていただいて説明をさせていただこうと思いますし、町民の方

へは今のところホームページを通じて公表さしてもらいたいというふうに考えてございます。よ

ろしくお願い致します。 

○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） 災害はいつやってくるかも分かりません。ぜひですね、そういう整備が

出来次第、進めていただきいと思います。それから防災士に関してもですね、防災士連絡協議会、

これは仮称ですが、という提案に対して今後検討するということでご答弁いただいたんですけど、

これもできるだけ早く防災士同士の連携を深めるためにも立ち上げるべきだと思うので、いつく

らいを目処にされているのか。できれば早く年内とかいうふうなことも希望するんですが、いか

がなものでしょうか。 

○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、横の連携、それからお互いにレベル

アップをしていこうという、そういう意識の醸成のためにはこの組織化も必要であると認識をし

ております。ただ、上からの一方的なですね、進め方だけではなくて地域、地域でご活躍をして

いただいている方、特にリーダー核としてご活躍をいただいているそれぞれの、例えば自治セン

ター管内ごとの防災士のリーダーの方からのですね、取り組み、そういったようなところで町民

の方の盛り上がり、それから行政の積極的な指導、助言、この辺りをですね、うまく絡めあわせ

ながらできるだけ早い時期にですね、いつまでに作りますっていうことの返答は出来ませんが、

出来るだけ急いで組織化をしてまいりたいというふうに考えておりますので、また議員の皆さん

からのご助言等もいただきながら進めたいというふうに考えております。よろしくお願い致しま

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） 森林浴事業についてですね、再度お伺いします。大変いろいろと充実さ

れて実施されていると思います。冒頭にもありましたように、７７％の土地を森林で占めている

内子町ですからそういった面では内子町民のみならずですね、町外、県外からもですね、癒しを

求めて来ていただけるような状況が出来ればなおありがたいと思いますので、ぜひ今後とも進め

ていただきたいと思います。それと合わせて、森林浴セラピーというものがいろいろと医学的に

効用があるということなんですが、今の答弁ではセラピーに関しては、今後研究をしていくとい

うことでございますが、これでよろしいでしょうか。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） 今のご質問にお答えする前にですね、先ほどこちらから回答しま

した中にちょっと訂正がございますので、訂正させていただいたらと思います。２番目の質問の
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中で、回答の中で、サイクリングで巨木巡りをおこなうイベント１１月２１日と申し上げました

が、１１月の１３日の日曜日でございます。申し訳ありません。それからただ今のご質問の中で

町外からの来訪者をということでございましたが、１番目の回答の中でですね、小田深山の癒し

のプログラムというものを作成したというところでございます。これを作成してですね、来られ

る方がどういったところへ行ったらどういった効果があってということをお示ししてですね、こ

れまでの来られる方のこちらが受け身というところであったんですが、これからはこういった森

林浴の場所があります。こういった効果がありますというようなところをですね、お示しして攻

めの方法でやっていったらと思っております。それから、森林セラピーということでございます

が、セラピーにつきましてはですね、医療という言葉につながって参りますので、また今の森林

浴セラピーという言葉がですね、商標登録をされております。もし、森林セラピーという言葉を

出してですね、やっていくのであれば、森林セラピー基地とか森林セラピーロードといった施設

の整備とか場所のですね、整備をおこなっていかなければならないし、また公にやっていくので

あれば、そういったセラピー基地ということで認定なども受けていかなければなりませんが、そ

ういったものに１，０００万ほど認定を受けるようになってまいります。またこれがですね、林

野庁の方で出している分でもございますが、認定を受けることによって、当然ロードとか施設の

整備もおこなっていかなければなりませんので、たちまちはですね、森林浴ということで癒しの

空間ということで小田深山を中心に売り出していったらと思っておるところでございます。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） これも最後の質問ですが、稲本町長も３期目を目指されるということで、

こういう事業に対してですね、思い入れを一言お願いしたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 複雑な現代社会でございますので、やっぱりストレスがたまったりです

ね、少し気持ちが落ち込んだり、いろんな精神的なものをたくさんお持ちの方がいらっしゃると

いうふうに思うんですね。そういう人達がこういう森林、森の中に入ってやっぱりそれが少しで

も癒されるとすればですね、それはすごくいいことであって、幸い内子町小田深山があったり、

全面積の８割が山でございますので、そういうもののために有効に活用できるとすれば、それは

それでまたいいんではないかなというふうに思っているところでございます。 

○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） 以上で終わります。 

○議長（池田洋助君） 以上で本日の一般質問を終わります。 

 ３名は明日おこないます。 

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 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
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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６ 請願受理第３号 公契約条例の制定による適正賃金・労働

条件の確保と地域経済の振興を求める請願」を議題とします。この請願は３月定例会において産

業建設厚生常任委員会に付託し、引き続き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の結果報告をお願い致します。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） それでは、３月定例会から継続審査となっておりま

す、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。７月２２日に会議を開き、建

設デザイン課長から公契約制度の現状と課題について説明を受け、意見交換をおこないました。

協議において、「公契約が憲法やその他の法律と併せて合法なのかどうか。実際に下請け等に支払

われている労務賃金等について実態調査をやるべきである。」「指定管理や委託業務などについて

の実態についても調査研究すべきである。」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、配付致しております申出書の

とおり、お認めいただきますようお願い申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） ただ今の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。山本委員長、席にお戻り

下さい。 

 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に付

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、「受理第３号」は、引き続き閉会中の継続審査に付することに決定しました。 

 

日程第 ７ 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 

             （総務文教常任委員会付託のもの） 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 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。この請願は６月定例会にお

いて総務文教常任委員会に付託し、閉会中の継続審査となっていたものであります。総務文教常

任委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

泉 浩壽委員長、ご登壇願います。 



平成２８年 ９月第８５回内子町議会定例会 

‐ 58 ‐ 

○総務文教常任委員長(泉 浩壽君) 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長(泉 浩壽君) ご報告申し上げます。総務文教常任委員会に付託されまし

た、請願受理第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 について、７月２９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、伊方原発の耐震安全性評価を巡る審査を見直すよう政

府・原子力規制委員会・愛媛県に要請すること。伊方原発３号機の再稼働に伴って発生する放射

性廃棄物処理・処分、避難計画、事故収束等の問題について、伊方原発３０キロ圏自治体の住民

に対し、政府・原子力規制委員会、愛媛県、四国電力は説明会を開くように要請することです。

討論におきまして、「原子力発電所が、日本の国益にかなうものかどうか、住民一人ひとりが、再

度考え研究する必要がある。」との意見。また、「設置自治体の伊方町や愛媛県が方向性を決めた

ので、経過を見ていくことが必要である。」との意見。「有効に使える３号機は再稼働し、地球温

暖化を少しでも止めて欲しい。」との意見などがありました。採決を行った結果、平成２８年請願

受理第４号は「不採択とすべきもの」と決定しましたので、ここに、ご報告申し上げます。 

○議長（池田洋助君） ただ今の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） １点お聞きします。９月１３日に再稼働されてですね、先般、電力が各

家庭にいくようになったということは報道で伺っております。その前に愛媛県が主催で伊方原発

からの避難計画がございました。その中で伊方原発から西の方が三崎港へ行って本来ならば船に

乗船して九州へということの予定でしたが、当日ちょうど台風でそういう計画が中止になりまし

た。災害というものは台風も何もお構いなしに来るんですが、そういう事に対してですね、実際

に避難訓練が中止になるというようなことがあってはならないことだと思うんですよ。そういう

ことに関して委員長としての今回の毅然としたご意見を伺います。 

○総務文教常任委員長(泉浩壽君) 委員会におきまして、そういった討論がなされませんでした

ので、私の発言は控えさしていただいたらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） １点お伺いを致します。委員会審査の中で専門家から出された熊本地

震の振動域、四国電力は１，０００ガルの地震に耐えうる設計になっておるという説明が我々も

聞いておるわけですが、熊本地震では１，４００ガル近くの揺れがあったと伺っているわけです。

そのような中で日本最大の活断層である中央構造線の間近にあるあの伊方原発、特に四国電力や

県は硬い岩盤の上に建っているから大丈夫なんだというような見方をしておられますが、ある専

門家の意見によればそういう硬い岩盤であればあるほど縦揺れが来た時には非常に弱い、もろい

構造ではないかというような意見も付いているわけでありますが、その辺の審査はどうなされた

のかお伺いを致します。 

○総務文教常任委員長(泉浩壽君) 委員会におきましては、それも規制委員会が認めたものであ
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るという討論だったと思います。 

○議長（池田洋助君） 以上で、質疑を終結します。 

泉委員長、席にお戻り下さい。 

 これより討論に入ります。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。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 私はこの請願に賛成するということで発言させていただきます。先程も

委員長にもご質問したら、想定外のことは分からないということであしらわれたんですけど、や

はりですね、こういった事案はですね、何が起こるか分からない。原発の周辺でですね、中央構

造線が走っておる、それが南海トラフ地震等の振動でですね、いつ大ごとになるか分からないと

いうことが控えとる中でですね、やはり私は原発に頼らない国づくりを目指すことにおいてです

ね、こういった説明責任を十分に果たして町民・県民がこぞって納得するまではですね、やはり

再稼働しないようなことで進めていくべきだということで賛成致します。以上です。 

○議長（池田洋助君） 次に請願に反対者の発言を許します。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 私はこの請願に反対の立場で討論致します。伊方原発再稼働に関する

請願は平成２７年９月定例会、引き続いて平成２７年１２月定例会、平成２８年３月定例会にそ

れぞれ東日本大震災において莫大な被害を受けた福島原発。そのような事故が起こらないために

どのように原子力発電所が被害を受けないような形にもっていくかというふうな国、電力会社

等々が研究している中で進展し続けるように、それを追いかけるように停止、住民説明会、多種

の請願が出されて参りました。そのたびに不採択と決定致しております。そして、本年６月定例

会に提出された請願は委員会付託として先程、泉委員長から報告がありましたように７月２９日

に才野俊夫議員に請願の趣旨及び内容の説明をしていただきました。平成２８年４月１４日に発

生した熊本地震において先程、宮岡議員からありましたように地方の地震計では１，５８０ガル

の地震が観測されましたが、現実的に同地点の地中に設置された地震計の観測値は、最大約３０

０ガルでございました。そのため、基準地震動は震源となる原発周辺の活断層やプレートの状況、

地下地質構造などをよく調査した上でそれらを元に作成することとされており、特性の異なる他

の地点での観測値をそのまま比較したり、適応すべきものではございません。伊方原発の基準地

震動は原子力規制委員会による審査の過程で従来の５７０ガルから６５０ガルに引き上げられ、

地震等の影響にある不確実さも考慮して適正に設定されております。また、伊方原発３号機は硬

い地盤の上に立地していることも加え、重要な機器は１，０００ガルの揺れに対する耐震性が確

保されております。平成２３年先程申しました、福島第一原発事故発生後、４月２９日に伊方３

号機運転停止以来、規制委員会の新規制基準をクリアしながら安全最優先、第一に取り組んでき

た事が本年９月３日の営業運転開始につながったと考えております。以上の理由により、現時点

では耐震性評価の再調査の必要はないと考えております。２点目、重要な問題であります、２点

目で出されておる、避難計画等々の問題でございますが、重大事故に備え原発から約３０キロ圏
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の自治体に策定が避難計画が義務づけられております。県内では７市町の約１２万人が対象とさ

れております。７市町からは地震などの複合災害時の避難に対する不安や、避難に直結する社会

資本整備の必要性を訴える声が上がっております。大部分が４０キロ、５０キロ圏内にかかる内

子町の稲本町長は、福島第一原発事故の実態を踏まえて、３０キロ圏外の住民の避難を想定した

避難計画が必要で、国の積極的な関与も求められております。避難計画は、各自治体の地理的要

因や社会資本の整備状況によって差異がありますので、それぞれの自治体が避難訓練を通して問

題点を見出しながら、住民の生命を守るための計画の必要性がどこにあるのか。このような問題

を政府原子力規制委員会、愛媛県、及び四国電力に説明を求めるものではなく、自ら自治体が制

作しながらそういう団体に協力を求める案件であると私は考えております。以上のような考え方

から今回の請願に対しては反対を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） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 私はこの請願に賛成の立場で討論に参加を致します。まず、この請願

に賛成する第一の理由でありますが、それは５年前に起きたあの福島第一原発の事故原因、それ

すら何も解明されていないそういう状況の中で、９月３日営業を再開された四国電力が国県の後

押しによって強行的に再稼働をされてきた。特にそんな中ではこの請願の中でも言われておりま

す地域住民が果たして避難ができるのかどうなのか。特に先の避難訓練では伊方原発より西側に

あるところに住んでおられる５，０００人の方々、これは完全に逃げ場を失うんではないかとい

う懸念が広がっております。そして私どもの住んでおりますこの内子町においても、偏西風など

の影響によってあの福島原発でも５０キロ圏域の飯館村ですら、全村避難しなければならないと

いうような状況でありました。そういう問題についてなんら検証されることもなく再稼働をされ

るこの国や県、そして四国電力の在り方、これは非常に住民を無視した問題ある対応ではないか

と思うわけであります。私はそういう点と合わせて、先程の報告でもありました、規制委員会が

認めたのだから安全なんだというそういう対応というのは、我々は住民の暮らしや命を守る立場

からすれば、非常に無責任な責任の取り方ではないかと思うんであります。特にこの内子町でも

私、稲本町長に町民のこの問題に対する意識というのはどう受け止めておられるかと問いました

時に、稲本町長は議員の皆さんが再稼働に賛成をしたのだからそれが住民の意志だというご発言

がありました。私は、こういう発言があった以上、我々は何もこの伊方原発の再稼働を認めると

言って選挙をやったわけではありません。この問題を選挙の争点にした事はございません。そう

いう中でこういう重大な問題が住民から出された請願に対して国が認めたから、専門家が認めた

からというような形での否決をしていく、その姿はやはり住民の暮らしや、命を守っていかなけ

ればならない我々の責任からすれば、非常に無責任ではないかと感じるわけであります。私はそ

ういう立場から今の原子力行政の在り方や、それからまた国民の命や暮らしよりも電力会社の経

済性を優先するような形でのこの原発再稼働に対する方向付け、これはやはり再度検証をすべき

であると考えております。そういう立場からこの請願は採択すべきと考えて賛成の討論を致しま

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） 私はこの請願に反対の立場で討論を致します。この請願は伊方原子力発

電所の運転阻止を目的としたものではないかと理解をしているところです。伊方原子力発電所の

再稼働にあたっては先程から皆さん言われていますが、原子力規制委員会が大変厳しい規制基準

に基づき、あらゆる角度で検討、検査をおこない、それに基づき適合していると認め、それに伴

い、県、立地自治体、伊方町ではさまざまな視点、角度で議論がされ、対策も取られて来たわけ

です。周辺自治体においてもそれぞれの立場で議論がなされ、意思表明をされたわけです。また、

四国電力の再稼働にあたっての対応が十分であるかどうかも何度も現地調査をおこない、確認の

上でそういったことを元に再稼働が容認されたわけです。請願にあります地震動において専門家

が周辺の地形、地下構造を元に評価をなされました。そして、安全性をクリアしているとのこと

です。説明会においてもおこなわれていると私は認識をしています。また四国電力では伊方原発

周辺住民に訪問対話活動を１０月から始めるとしています。避難計画も策定され、それをもとに

避難計画訓練も実施されているところです。また、そういたところで問題点も洗い出され、今後、

改善されていくものだと思います。安全に関しては、県は営業運転がゴールではなく、国の基準

や愛媛方式での安全運転の確実を求め、四国電力も安全対策に終わりはないとし、再稼働にあた

って取り組んできた経験を活かし、さらに安全性の向上を求め続けるとコメントを出しています。

我々もその局面、局面で議論をしてきました。私自身は、過酷な事故が起きれば、コントロール

できない、原子力発電所施設は現存するわけであります。再稼働しなくてもリスクはあります。

廃炉の処理技術は、安全な運転技術が確立してこそ、構築されるものだと思います。放置するよ

りは、逆に目に見えるところで完全に隔離し、安全な管理が的確に出来るのであれば、原子力発

電事業を推進するわけではありませんが、再稼働は現状ではやむを得ないのではないかと考えて

おります。以上から、私はこの請願に反対を致します。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 これより、委員長報告のあった「受理第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」の採決に入ります。この請願に対する委員長

報告は不採択です。「請願受理第４号」を採択することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立少数であります。 

 したがって、「請願受理第４号」は、不採択とすることに決定しました。 

 

  日程第８ 請願受理第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８ 請願受理第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。この請願は６

月定例会において、総務文教常任委員会に付託し、閉会中の継続審査となっていたものでありま

す。総務文教常任委員長から、審査結果の報告をお願いします。 

泉 浩壽委員長、ご登壇願います。 

○総務文教常任委員長(泉 浩壽君) 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉委員長。 
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〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長(泉浩壽君) ご報告を申し上げます。総務文教常任委員会に付託されまし

た、「請願受理第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

る意見書についての請願」について７月２９日に当委員会を開催し審査をおこないましたので、

審査の結果をご報告申し上げます。本請願事項は、政府に対して、全ての国の核兵器の使用・実

験・研究・開発・生産・整備・貯蔵の一切を禁止する「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」が締結

されるよう、努力し行動することを求めるものです。討論におきまして、「平成１８年９月２２日

に同様の意見書を提出しており、再度強く求める。」との意見がありました。採決をおこなった結

果、「平成２８年請願受理第５号」は、採択すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上

げます。 

○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。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） この委員会の討論の中で、今日本がおかれとる立場、例えば北朝鮮のミ

サイル発射とか先日おこなわれた核実験等々のですね、脅威、そういったものの議論がなされた

のかどうかお聞きします。 

○総務文教常任委員長（泉浩壽君） 委員会審議ではその点については出ませんでした。 

○議長（池田洋助君） これにて質疑を終結します。 

泉委員長、席にお戻り下さい。 

これより討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 これより委員長報告のあった「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」の採決に入ります。この請願に対する委

員長報告は採択です。「請願受理第５号」を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

したがって、「請願受理第５号」は、採択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１３日は、午前

１０時から本会議を開きます。日程は一般質問と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２３分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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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 ９月第８５回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２８年 ９月１２日（月） 

○開会年月日   平成２８年 ９月１３日（火） 

○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８号） 

平成２８年 ９月１３日（火）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 一般質問 
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日程第 ４ 報告第 ６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書類の

提出について 

日程第 ５ 報告第 ７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

日程第 ６ 報告第 ８号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の提出

について 

日程第 ７ 報告第 ９号 健全化判断比率の報告について 

日程第 ８ 報告第１０号 資金不足比率の報告について 

日程第 ９ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

日程第１０ 議認第 ６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議認第 ７号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議認第 ８号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１３ 議認第 ９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１４ 議認第１０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１５ 議認第１１号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１６ 議認第１２号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第１７ 議認第１３号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１８ 議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１９ 議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第２０ 議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関す

る条例の制定について 

日程第２１ 議案第５３号 内子町農業委員会委員等選考委員会条例の制定について 

日程第２２ 議案第５４号 内子町地区集会所の指定管理者の指定について 

日程第２３ 議案第５５号 内子町農村交流施設の指定管理者の指定について 

日程第２４ 議案第５６号 内子町農村公園の指定管理者の指定について 

日程第２５ 議案第５７号 内子町たばこ共同育苗施設の指定管理者の指定について 

日程第２６ 議案第５８号 内子町道路線の認定について 

日程第２７ 議案第５９号 内子町道路線の変更について 

日程第２８ 議案第６０号 第５９号平成２８年度社会資本整備総合交付金事業内子運動公園テ

ニスコート整備工事に係る工事請負契約について 

日程第２９ 議案第６１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第３０ 議案第６２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２号）

について 



平成２８年 ９月第８５回内子町議会定例会 

- 67 - 

日程第３１ 議案第６３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第３２ 議案第６４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第３３ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第３４ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３５ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３６ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

○追加日程（第８号の追加１） 

追加日程第 １ 議案第６６号 第６０号 田ノ口地団地１号棟改修建築主体工事に係る工事請負

契約について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３６、追加日程第１ 

 

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、１番久保 美博議員、

２番森永 和夫議員を指名します。 

 

日程第 ２ 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８号のとおりであります。 

 

日程第 ３ 一般質問 

○議長（池田洋助君） 日程第３ 昨日に続き、一般質問をおこないます。 

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） それでは通告書に基づき、寄附採納について質問を致します。大瀬葉た

ばこ共同乾燥施設寄附採納受納について。６月定例議会において内子町大瀬葉たばこ共同乾燥施
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設基金条例制定の議案が上程され、平成２８年４月１日付けで大瀬葉たばこ共乾利用組合より施

設の寄附がなされたとの報告があり、私を含め６名の議員が内容等について質疑をおこない、一

定の説明を受けたわけですが、理解や納得のできないところがあり、もう一度寄付者の思いを含

め、経緯、受納理由、目的を町長に伺う。 

○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。 

○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、大木議員のご質問にお答えを致します。大瀬葉たばこ共

同乾燥施設の寄附採納につきましては、大瀬葉たばこ共乾利用組合から平成１８年に土地の寄附

採納を受け、建物につきましては、補助事業の対応年数が終了する平成２８年度に寄附採納する

ということで合意し、本年建物の寄附採納を受けております。一連の寄附につきましては、葉た

ばこ栽培の将来の不安を払拭し、もって耕作者の所得増進につながり安定経営が図られるとの理

由・目的で寄附を受けたものでございます。以下、時系列でご説明を致します。まず、本年４月

に「共同乾燥施設」の寄附を受けた経緯と致しましては、１０年前に「大瀬葉たばこ乾燥利用組

合」より寄附採納願いが提出をされました。戦後より、内子町の主要な農作物であった「葉たば

こ」は、時代の「禁煙思考」により喫煙者が減少したことにより、大瀬の「葉たばこ組合」耕作

者は、昭和５９年発足時１７９名であったのが、平成１７年には４１名と８割近く減少しており

ました。このような状況の中、近い将来「共同乾燥施設」の管理運営ができなくなるという不安

が募り、「施設」の土地を「葉たばこ組合」の出資金の内、１，６００万円を取り崩して土地を買

収し、その後「内子町」へ寄附されることとなりました。その際、建物につきましても同時に寄

附したい旨の意向がありましたが、補助事業により建設したものであったため寄附ができず、建

物の対応年数が終える１０年後の平成２８年度に寄附採納することになっておりました。この過

去の経過によって、今回再度「内子町」と「葉たばこ組合」と「ＪＡ」３者で協議した結果、３

者共に異議が出なかったため、予定どおり、４月に建物の寄附を受けたということでございます。

その際の所有権移転については、平成１７年に「ＪＡ」所有から「葉たばこ組合」へ無償譲渡す

るという「覚書」があり、「葉たばこ組合」は「内子町」へ寄附の意向があったため、今回３者の

「覚書」により「ＪＡ」から「内子町」へ直接、所有権移転をしたということでございます。ま

た、寄附採納願については、覚書により実質的所有者である「葉たばこ組合」から提出をしてい

ただきました。今回、１０年前の約束通り建物を寄附採納した目的としては、建物を確認し協議

をした結果、将来「葉たばこ組合」が使用しなくなった後も、「内子町」の施設の倉庫等として使

用できる他、民間で借りたいという方や、団体がいれば、有償で賃貸借できるという見解に至り、

有効活用できると判断したからでございます。１，２００万円の寄附については、最終目的は解

体時の費用に充てるということですが、町としても当分の間は「解体」する意向はございません。

有効活用をしていく予定でおります。この１，２００万円の寄附に関しては、今回の建物分の賃

貸借料も含めてという意向もあり、賃貸借契約金としては、従来どおり据え置きの年間２０万円

とさせていただいているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○５番（大木 雄君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 大木 雄議員。 

○５番（大木 雄君） それでは再質問に入ります。今、大瀬葉たばこ共同組合さんには所有権

がないという報告がありました。なぜ、所有権者からの採納願いを受けされたかということは詳

細について今、ちょっと説明があったわけですけれども、私は所有権者である愛媛たいき農協さ

んからなぜ直接採納願いを出していただき、シンプルな事務としなかったかということが不自然

でならないんですが、これはどうしても葉たばこ組合さんから採納を受けなければならなかった

という理由があるんでしょうか。 

○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） まず、大瀬葉たばこ共乾利用組合というものが法人格でなく登記が

できなかったということもございます。大瀬葉たばこ共乾利用組合と愛媛たいき農業協働組合と

の覚書の中では、実質的に所有者は大瀬葉たばこ共乾利用組合ということですので、そのまま農

協の方から直接、形としては町の方に寄附をしていただいております。ですが、先ほど申しまし

たように、実質的所有者は覚書によりまして、大瀬葉たばこ共乾利用組合でございますので、寄

附採納書は大瀬はたばこ共乾利用組合から出していただいております。この件につきましては違

法性はないものと解釈をしてございます。 

○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） 私もこれは３者協議ができておるので違法性はないと思うんですけど、

やはり違法性はないと言えども、我々としては不自然だという感じは否めないわけです。もしで

すよ、これが農協さんのように健全な経営がなされて、利益もしっかりとあげられている企業で

あったり、他のそういった団体からの寄附採納であった場合は、受けられたわけでしょうか、ど

うでしょうか。 

○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） この場合に限ってはですね、先ほど説明した理由によるものでござ

いまして、また別の寄附採納があった場合というご質問につきましては、その都度の判断をさせ

ていただくしかないかなと考えております。 

○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） そしたらですね、自治体から寄附を受けるにあってはですね、公共性が

あり、公的使用とか利用目的がある場合であって、寄附者にそれも任意性があり福祉の向上に利

用してほしいというような意図がある場合は、私は受けても構わないと思うんでありますが、し

かし今回のようにですね、寄附を受けることによる将来多額の維持管理、財政負担が必要になる

ものとか、寄附の目的が施設の維持管理を町に負担させるといったような寄附は、公益性も公共

性もまったくなく、受けるべきでないと私は思いますが、町長の見解を伺います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） あそこの場所っていうのは立地場所からしてもですね、非常にいいとこ

ろにありますし、建物もまだ大丈夫でございます。そういう事からすれば、もし耕作組合の方で

ですね、もう辞めたということであればですね、またいろんな使用目的が使いたいという人があ

ればですね、検討していけるような立地場所であるところではないかなと思っています。あのま

まで老朽化させるということは非常にもったいないというふうに私自身は考えているところでご

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） そしたらですね、先ほど倉庫を賃借して利用するというような目的があ

ると言われておるんですけど、契約、一応葉たばこ組合さんからの賃借契約がなされているわけ

ですけれども、さらにですね、転貸しを営農組合さんですか、それと農協さんにされておるわけ

なんですけど、なぜこれ直接、町との契約をしてですね、いかなかったのか。私は直接契約をし

てですね、賃料で一般財源を一応確保していくというのが普通ではないかと思うんですが。 

○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） これまでの経緯を申しますと、これまでも農協さんとそれから葉た

ばこ共乾さんが共同して施設を使っていた事例がございます。それから、万福営農組合さん、こ

のちょうどこの地域の方々で組織をする農業の団体でございますけれども、こちらにつきまして

も、この葉たばこ共乾さんと機械をともに貸し借りであったり、共同作業をおこなっているとい

うふうなところで特に転貸の覚書で十分ではないかというような判断。これまでの経緯もあった

りそういったような地元の密着した転貸であるなら、問題はないというような判断で転貸の覚書

をかわしているというところでございます。 

○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） そしたらですね、これ賃貸、２０万円ですかね。そして転貸しをされた

相手先さんの方はですね、葉たばこ組合さんの方に事業料とか賃貸料とかは発生してないんでし

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） お答えします。愛媛たいき農業協働組合さん、２棟乾燥施設を転貸

しをされております。こちらにつきましては、１、２カ月の利用のために無償でお貸しをされて

ございます。それから万福営農組合さんは年間５万円の使用料ということで転貸しをされてござ

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） それでは、視点を変えて質問致します。私は負担付き採納寄附であると

こう理解しているですけれども、負担付き採納は地方自治法第９６条の１項において議決しなけ

ればならないとしているわけですが、この寄附はそういったものに該当しないのでしょうか。 
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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） 議員ご指摘のように負担を伴う寄附ということにつきましては、地

方自治法の第９６条第１項に規定をされてございます。その時には議会にお諮りして、受けると

いう形になろうと思いますけど、繰り返して申しますが、当該寄附を受ける際にですね、反対給

付的意味において地方公共団体の負担を伴う一定の条件が課せられ、その条件に基づく義務を履

行しない場合は、当該寄附が解除されるような条件が付されている場合を負担付き採納というふ

うに考えてございます。分かりやすく申しますと寄附はするけれども、こういったような条件で

使ってほしいというような、そういう寄附というのは、いろいろ往々にしてあるわけでございま

すけど、その寄附の条件として例えばもし要望が通らない場合はその寄付金を返還してほしいと

かですね、返還されたいとか、この寄附はなかったものにするとか、そういったような条件が今

回の寄附採納にはまったく付されてございませんので、こちらの寄附につきましてはただ単に覚

書では要望書ではですね、寄附採納後も貸してほしいというようなお願いは書かれておりますけ

れどもただ、そのお願いが履行されない場合でも、そういったような寄附をしないであるとか、

そういったような条件も付されてございませんので、これは負担付き寄附ではないというふうに

判断しておりますし、これまでの行政実例も見てみましても、負担付きの寄附ではないというふ

うに判断をしてございます。 

○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） ただ今の負担付きでないと言われたわけですけど、私は逆にですね、１

０年前寄附にあたっては１０年間以後、独占的に賃借料は払うけれども土地を貸してほしいとい

うことで事前協議がなされ、その通りにですね、契約をして貸し出しているということ自体が反

対給付であると認識をするわけなんですけど、これ見解の違うかもしれませんが、そういった部

分、もう一度説明をお願いします。 

○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） 今年の３月までは土地を賃貸借契約によりお貸しをして使っていた

だいた。今年の４月から建物を寄附採納していただいて、土地と共に新たに賃貸借契約を締結さ

していただいて、お使いをしていただいているというふうなところで、なんらこれ負担付きの寄

附にあたるという解釈ではないというふうに考えてますし、負担付き寄附とはという考え方につ

きましては、先程申しましたような理由でございますので、これは負担付き寄附ではないという

ふうに判断してございます。 

○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） それではですね、他の自治体においてはですね、寄附採納を受けた後で

すね、土地をそのまま利用さしつづけるということが負担付きであるという解釈をしてですね、

議決をしている自治体もあるようなんですが、同じ法の解釈において違いがあるようですが、見

解をもう一度求めます。 
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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） 寄附採納という部分で特に負担付きかどうかという判断につきまし

ては、どういったような契約書面が交わされたかというのを実際に十分に検討する必要があると

思います。今回、この葉たばこにつきましては、そういう負担付きあるという事実が記載をされ

ておりませんので、これは何度も申しますけれども、負担付きではないという判断をしておりま

す。それから、３月３０日付けで大瀬葉たばこ共同利用組合の組合長より提出をされました寄附

採納願い、こちらにつきまして寄附の条件ということにつきましてはですね、寄附後の管理等の

条件は不さない。また、権利移転後、町において他の用途に使用することや処分することも制限

しないというふうな記載がございます。これをもって寄附採納につきましては、負担付きではな

いというふうな判断もできようかと思います。 

○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） それでは、負担付きでないということですので、そしたらもう一度前に

帰るかも分かりませんけれども、そしたらこれ使用済みになった場合、解体を余儀なくされると

思うんですが、１，２００万で解体費用に充ててくれと言われて、寄附がなされたわけですけれ

ども、どの程度の解体費用が必要か試算されておるようでしたら、教えいただいたらと思います。 

○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） 現時点のですね、単価等を用いて解体費用を積算を致しました。こ

ちらにつきましては、町内の業者１業者、町外の業者１業者ということで、見積もりをとらせて

いただきました。この見積結果によりますと建物の取り壊し、それからコンクリート等の撤去を

含めて、約１，１７０万くらいの試算が出てございます。一部飛散性のないアスベストも含まれ

ておりますけれども、このアスベストの解体につきましては水を掛けながらアスベストが飛散し

ない手による工法で取りはがしをおこなうという、そういったような内容で試算をしていただい

た結果でございます。 

○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） 今試算された金額を提示されたわけなんですけど、これ下のコンクリー

トだけの使用料はいかほど使ってあると思いますか。お答えいただいたらと思います。 

○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） いかほどといいますのは、どれだけのコンクリートが使われている

ということでしょうか。詳細な数値をですね、手元に資料がないので詳しい報告はご回答できま

せんが、４，８９４．７４㎡の部分にコンクリートが施工されているという内容は、把握をして

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。 
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○５番（大木 雄君） 今の４，７００㎡ですかね、コンクリートが打ってあると。これ土間コ

ンが１０セン程度打ってあると想定します。建物の２，０００㎡分が２０セン基礎ですからね、

打ってある。これすべて鉄筋コンクリートであろうと推測するわけですけど、そうしたら約６０

０ ㎥くらいなコンクリート量があると思うんですが、それを一般公共土木の積算に当てはめます

と、約１，０００万近くの費用が発生してこようと思うんですが、これ上物はですね、先程言わ

れた飛散レベルのアスベスト解体ということになるんですけど、実際にそういうものを手がけ解

体された私の知り合いの業者がおりまして、アバウト的にどのくらいかかったんですかって聞い

たら、実績なんでなんとも言えないんですけど、３万から４万円、㎡当たりかかりますよ。これ

はですね、飛散防止とかそういった足場とか除いた分ですよということを伺っておるんですけど、

これえらい乖離があるんですけど、どうなんでしょうか。 

○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） 私どもで見積もりをとった内容につきましてはですね、ちゃんと現

場もみていただいてきちんと更地にしていただくための解体費用を見積もっていただきました。

当然、鉄骨工場の１号棟から４号棟、それから鉄骨の事務所、軽量鉄骨の倉庫、全部で６棟あり

ます。当然、その解体に要する足場、養生シート、こちらの方もちゃんと積算にのってございま

す。雑費等も含めてですね、建物だけの撤去費用でございますと、７４０万程度の見積をいただ

きました。それ以外ですね、先ほど言いました１，１７０万申しましたけれども、その差額４０

０万程度が土間コンクリートの基礎解体撤去費用ということで、見積もりをいただいております

ので、これ以上のことは私の方からは申し上げることはありません。 

○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、建設課長に伺います。今言われた土間のコンクリートですけ

れども、一般的に見積もりをする時に、鉄筋コンクリートであれば大型機械でやっていくわけな

んですけど、それの費用、私達積算する上にはだいたい㎥あたり１万５，０００円程度をみてお

るんですけど、町の方ではどれくらいな積算をなさっているんですか。ちょっと教えていただい

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） 町の方の一般的な見積は今、議員さんが言われました通り

だと思いますが、この見積内容については私も今日初めてみさしていただきますので、内容的に

はちょっと把握しておりませんので、詳しい事についてはご答弁を控え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） ありがとうございます。１万５，０００円くらい、私が提示した額とほ

ぼ同じですよね。そうした場合に先程いいましたように、コンクリートの量が㎡からいったら約

６００万ですよね。それをかけていただいたら１，０００万くらいになるんですけど、どうして

そんなに乖離があるのか。ちょっともう一度お願いします。 
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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） 先程もお答えしましたように、その業者につきましては、ちゃんと

現場を見ていただいた上での見積をいただいたというふうなことで、今の時点ではこの数字で解

体費として考えるのが妥当かなと言うふうに私どもは考えてございます。ただ、今の時点ですぐ

に取り壊すっていう考えは当然ございませんし、当然１０年後もし仮に葉たばこ組合の方が使用

をやめたいといった場合につきましても、先程町長言いましたように、この施設はまだ十分に利

用価値が高いというものであるということで考えておりますし、解体する考えは今のところは持

ち合せてございませんので、そういう考えということでお答え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） そういうことを私は尋ねておるんではなくて、コンクリートの量が今上

物と土間で別々にいかほどかかると言われたわけですので、コンクリート量いかほど打ってある

から４００なんぼの分が発生したとか、７００万が発生したとかいうことが言えるんであって、

コンクリート量は今どの程度使用されていたか。ボリューム等をお聞かせ願ったらと思います。

今一度。 

○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） 先程ちょっとお答えしましたように、量を正確にですねこの場でお

答えすることが資料ございませんので、控えさしていただきます。ただ㎡につきましては、先ほ

どご回答をさしていただきましたけれども、４，８９４．７４㎡の施工がコンクリートでされて

いるというような事実しか確認をしてございません。 

○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） それでは積算にならないじゃないですか。コンクリート量がいかほどあ

ったからその単価をかけていくらになりますというのであって、それでは見積も何もとったうち

に入らないですよね。現場みてもらってもコンクリート量が分からないのに、試算出来るわけが

ないと思うんですよ。もう一度お願いします。 

○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） この場ではですね、何回もお答えしましたように、これだけの積算

資料しか現在のところ持ち合せておりませんので、これ以上の回答は控えさしていただきたいと

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） それではこれ以上追及できないわけなんですけども、ここが明確になら

ないと次の質問に入っていけないんですが、これ見積とられた業者さんはコンクリートボリュー

ムがいくらあったからいくらになったんだというようなことがあると思うんですよ。見積書はな
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いんでしょうか。 

○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） 今いただいている見積書の中にはその記載がございませんので、回

答ができないということでございますので、なおですね、確認をさせていただいて、またこの議

場でご報告をさせていただきたいというふうに考えます。 

○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、これ休憩とっていただいても構いませんので、そこを調べて

いただいたらと思うんですが、議長どうですか。 

○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） 大木議員にお願いしたいのは質問通告の中でですね、私どもが通告受け

ているのは、経緯、理由、目的を伺いたいという質問の通告なんですね。解体費用がいくらくら

いかかりますかというそれを質問の中にはないわけなんですよ。そのことがもし質問の意図とし

て大事なことであれば、通告をしていただけておったら私達もきちんとその辺は調査をし、丁寧

に回答できるわけなんですけれども、そこのところはご理解をいただきたいと私は思うんですね。 

○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） 私は負担付きであるという、これが負担になるということで関連性があ

ると思って質問をしておるんですけど。 

○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） 施設の取り壊し費用ということで１，２００万の寄附採納を受けて

ございます。ただこの最初の目的は先程いいましたように、施設の取り壊し費用にあてるという

ことでございますけれども、これからこの賃貸借契約によって賃貸しをしていくわけですけど、

年間２０万の予算につきましては、わずかではございますが、基金として維持管理費、解体費用

に積み立てて行くという考え方もございます。それから、将来的に渡って解体費用という負担が

生じるのではないか。これが負担付きではないかというようなご質問でございますけれども、こ

れにつきましてもですね、私どもの方につきましては、この契約、寄附を受けた時の契約、覚書

につきましてはそれを見る限りではですね、負担付きでないというふうに判断をさしていただい

ておりますし、重ね重ね申しますけれども、この施設は今後とも有効利用を図っていきたいとい

う考え。これは有効利用を図るということは、町に取っても有益であるという部分もございます。

いろんな方法でこの施設は活用できるというような考え方もできようと思いますし、特に将来に

渡って負担が伴うものばかりでもないという判断をさして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） そしたらですね、もう一度視点を変えます。内子町議会の議決に付すべ
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き契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条に地方自治法第９６条１項の８号の規定に

より議会にふさなければならない財産の取得処分は１，０００万以上の不動産、もしくは動産借

入、もしくは売り払い、土地においては５，０００㎡以上にかかるものに限る。また不動産の信

託、受益権の借入、または売り払いとするとあるわけですが、今回はこれ寄付行為であったから

議決をしなくてもよいとの判断であったんでしょうか。 

○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） そうでございます。 

○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） そしたらですね、この建物のですね、資産価値をちょっと伺ってから次

に入りたいと思います。 

○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） 建物の資産価値ということで、これは税務課の固定資産台帳の評価額

ですね、こちらの方をもって資産価値というふうに考えます。合計の評価額がこの建物、６棟全

部の合計額が２，６７４万９，６６１円という資産価値でございます。 

○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） 今、約２，６７０万というような資産評価をいただいたわけですけれど

も、これがですね、寄付行為であるならば数億単位、５億である、１０億であった場合にはです

よ、議会に報告義務とかそういうものはないでしょうか。 

○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） 条件が違いますので、この場でじゃあそうだったからそうだという

判断はできない。やっぱりそれぞれここの事例一つ一つ判断しながら、寄附採納であるか負担付

きであるかというそういったような判断をしていくべきでございますので、その質問につきまし

てはですね、答弁を控えさしていただきたいと思います。 

○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） 議決しなければならない場合が１，０００万以上とあるわけですけれど

も、寄付行為であってもこれ以上の多額の寄付がなされた場合、受納した場合等はですね、やっ

ぱり住民に知らせていただきたい。また議会にもちゃんと知らせていただきたいと思います。こ

れ私まったく、こう議会軽視ではないかという気持ちでならないわけなんですけど、今後そうい

ったことが起きた場合、議会に報告あるいは、なんらかの広報等で住民に知らせていくというお

考えはありますか。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 
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○総務課長（山岡 敦君） これも個々の事案をみながらですね、一つ一つ検討していくべきで

あろうと思いますけれども、今回の件につきましては、これまで縷々ご説明申し上げたとおり、

議会の議決を得なくてもいい、寄附採納であったと判断しております。ただ、やはり寄附を受け

るにあたってはですね、それらの個々のケースというものを十分に検証しないといけないという

ふうに考えておりまして、その結果に基づいて議会の皆様にも相談する必要がある物件であれば、

相談させていただきたいと思います。これからもですね、こういう事例は出てくるものと思いま

すので、十分に慎重に対応して参り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） それではまた視点を変えます。今回の寄附を受けるにあたってですね、

どのような基準に基づいて判断されたのか。そこをちょっと伺ったらと思います。 

○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） 私どもが考える寄附採納の事務につきまして、基本となっておりま

すことはですね、いくつかございます。それをあげますと、まず冒頭にありましたこれが負担付

きではないかどうかというような法令等に違反しないかということ。それからこれからこの事例

が引き金となって悪例とならないような事例であるのかどうかということ。それから他の施設等

との均衡を著しく逸していることにならないかというところですね。それから寄附申し出に付さ

れた条件が適正なものであるかとか、あと諸々、町が管理することが適切か、不適切でないかと

いうそういう判断も総合して受けるべきだと判断しています。ただ、この寄附採納につきまして

は、葉たばこの振興、それから安定的な経営を図るための寄附採納であるという認識もあります

ので、そういう産業振興にも十分寄与してそういうふうなところも判断をしております。 

○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） 今、判断基準はいろいろとこう、そういうことを基準として判断してい

きたいということを言われたわけですけど、今回はそしたらそういうものにあてはめて判断、可

否をしたわけではないわけですよね。 

○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） 今回につきましてもですね、寄附採納を受ける際にはやはりこうい

ったものが根底にあるというような判断で受けてございます。 

○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） そしたらそれで良しとしましてですね、条例、内子町財務規則の中で第

１４０条の中で少し謳われているんですけど、今言われたことをですね、寄附採納事務規程ある

いは要綱として別途制定をして、今後一切、疑惑を受けないというようなはっきりとしたものに

基づいて寄附を受けていただきたいと思うんですが、そういったものの制定についてはどうお考

えでしょうか。 
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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） 他の自治体の例を見ますと、こういったような事務の取扱規程とい

う部分できちんと明記をされている部分が往々にしてございます。当町におきましてもですね、

議論はしないといけないと思いますが、そういう寄附採納の事務の取扱いの基準というものはで

すね、定めて参りたいというふうに考えてございます。 

○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） 私は最後になりますけどこの寄附はどうしても負担付きであったりや、

受納をしてはいけなかった寄附であるということを払しょくできないわけなんですけど、今後こ

ういうことが絶対に起きないようにしていただくことを申し添えまして、私の質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 次に、山上芳子議員の発言を許します。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） ８番、山上です。 

〔山上芳子議員登壇〕 

○８番（山上芳子君） ９月定例議会通告に従いまして質問させていただきます。はじめに、防

災対策から２点の質問を致します。まず、１点目は被災者支援システムの導入についてでありま

す。被災者の支援には、多岐に渡っての取り組みがあろうと思いますが、全国自治体で導入が諮

られている「被災者支援システム」に対する町の考えについて再度お尋ね致します。大震災をは

じめ、全国的にも自然災害が頻発する中で安心、安全に対する住民の関心が高まっております。

もしも、大規模な自然災害に見舞われた時、直ちに被災者を救護、支援し迅速かつ的確な復旧、

復興策をおこなっていくことは可能でしょうか。地方自治体には大きな責任と期待がかかってい

るわけであります。ご存知のように１９９５年の阪神・淡路大震災では壊滅的な被害を受けた兵

庫県西宮市が独自に開発した「被災者支援システム」の最大の特徴は家屋被害ではなく、被災者

を中心に据えている点であります。住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、これ

を基に罹災証明書の発行、支援金や義捐金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退居など被災

者支援に必要な情報を一元的に管理できるシステムであります。これによって支援の業務の効率

化が図られます。システム導入にあたっては、厳しい財源の中、なかなか情報システム経費まで

手が回らないとか、いつ起こるか分からないことに労力をかけられないとか、もしそのようなお

考えがあったとしたら、同システムは西宮市の職員が災害時にまさに被災した住民のために開発

したことを再度申し上げます。必ずしも高いＩＴ能力のある職員がいなければできないわけでは

ありません。また、導入にあたって、地方自治体からの求めに応じて、被災者支援システム全国

サポートセンターから講師派遣することも可能であります。仮に民間企業に導入支援を委託した

としても、２０万から５０万円弱程度、そんなにはかからないようです。大洲市では民間企業に

委託をされております。平成２８年５月時点で９１０自治体が導入をされておりますが、現在は

もっと増えているかと思っております。自然災害の多い今、平時からの災害時に住民本位の行政

サービスが提供される体制づくりをぜひ、進めていただきたいと思います。そこで、このことに
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ついては以前にも質問致しましたが、答弁は少し時間をかけて調査、研究したいとのことであり

ましたが、どう検証され、導入についての考えはどのように進まれたのか。お聞かせ下さい。 

 次、２点目は学校施設の防災機能の充実についてお伺い致します。災害発生時、学校施設は地

域住民のための応急的な避難場所となります。そのために耐震性の確保はもちろん、食料、生活

必需品等を提供できるように備蓄や資機材など、避難生活に必要な諸機能を備えることも求めら

れております。東日本大震災をはじめ、過去の大規模地震の際にも学校施設は多くの住民を受け

入れ、避難場所として活用された実績は多々あります。その一方、当然のことながら学校施設は

教育施設であるため、防災機能の整備が不十分なため、避難場所としての使用に際して、不便や

不具合が生じたことも事実であります。学校施設で避難生活をしていく上で防災機能に関する

様々なニーズが存在するのが現状です。内子町においても耐震化工事、非構造部材の強化はもち

ろんですが、避難場所としての防災機能を備えた学校施設として一層の充実強化を図る体制作り

が必要であるかと考えます。新居浜市では、このほど食料品の備品や学校機能を高めようと市内

全２９の小・中学校で発電機やＬＥＤ型投光器、ポータブルトイレ、ガソリン携行缶などで南海

トラフ地震の被害想定に基づく避難者数に応じて配備をされました。本町におきましても避難所

の充実に力を入れておられると思いますが、いざという時に住民の避難場所として十分機能でき

るよう、町内の全小・中学校を含め学校施設の防災機能を向上させる取り組みについてお聞かせ

下さい。 

 続きまして、孫育て応援について質問を致します。孫の育児に積極的に関わる祖父母「イクジ

イ・イクバア」と呼ばれ、注目されております。共働き世帯の増加や核家族化の進展により、子

育てへの応援を求める母親たちは少ないようです。祖父母が頼もしい助っ人として育児をサポー

トする機会が広がっております。現在は育児に関する情報が多く、祖父母が子育てしていた時代

に比べ、育児方法が変化しております。孫育ては親の負担軽減だけでなく、祖父母の新たな生き

がいになり、子どもにとっても情緒豊かに育つことが期待されます。祖父母が育児に積極的に関

わるといってもその主役はあくまでお父さん、お母さんであり、祖父母はサポーター、手助役だ

ということです。私の子育て当時は、そんなに祖父母との子育て論の違いはあまり感じなかった

ため、ずいぶん助かった気が致します。しかし、ここ数十年間で育児の方法も一変しているよう

に感じます。祖父母がお父さん、お母さんの意向を踏まえなかったり、押しつけがましい育児を

してしまい、ぎくしゃくした関係に陥ってしまうケースも決して珍しくないようです。寄りそう

姿勢が大事になります。昔ながらの知恵が役立つ場合もあるでしょうが、昔と今で育児の常識に

違いがあることを認識しなければなりません。育児を手伝う祖父母にとっても、今の子育てがど

う変化しているかを知ると、自信をもって子育ての手伝いができるようになるのではないでしょ

うか。祖父母の手助けを求める人や、どうすれば上手に祖父母の応援を受けられるのかと思って

いる人がおられるのではないか考えます。また、役に立ちたいと思う祖父母の方もおられるので

はと思います。某経済研究所の調査、２０１４年によると、母親に頼まれて孫の面倒をみた経験

は祖父で５９．８％、祖母で７３．０％に上り、孫の育児に関わる祖父母は少なくないようです。

今、祖父母の育児を応援するため、必要な知識を伝える手引書、祖父母手帳を発行したり、孫育

講座を開催する自治体も相次いでおります。本町におきましても孫育てのための講座を開催し、

子育てのサポートする機会を広げてはどうでしょうか。お考えをお聞かせ下さい。以上、よろし



平成２８年 ９月第８５回内子町議会定例会 

‐ 80 ‐ 

くお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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） それでは、山上議員のご質問に答弁をさせていただきます。まず、

被災者支援システムの導入についてでございます。被災者支援システムは、現在、愛媛県内の６

市で導入されております。このシステムは、自前構築する事も可能で、被災地経験を盛り込んだ

システムとして、現在は、地方公共団体情報システム機構が全国の地方公共団体に無償で公開・

提供されているものでございます。まず、システムを運用するためには、専用サーバーの構築、

システムのセットアップ、ネットワークの構築、初期データの作成などの作業が生じてまいりま

す。これらを総合的に考えた場合、実際の導入にあたり業者委託で対応している自治体もござい

ます。内子町の場合ですが、これらを総合的に調査・研究する中でシステムの導入について検討

しました結果、カスタマイズも自由に許容するオープンシステムということもあり、職員が既存

のシステムにセットアップすれば、コストはほとんどかからないために、空きサーバーを利用し

既存の基幹系端末で運用するのが最善の方法であると結論付けております。被災者支援は、第一

に人命が最優先でございます。それから、いかにその後の生活をきちんと支援していくかという

事も大事になってまいります。現在、担当職員が検証をしておりますので、今年度末までの導入

に向け作業を進めたいと考えております。 

 次に学校施設の防災機能の充実についてというご質問にお答えをさせていただきます。大規模

な災害がおこった場合、学校施設が避難所としての役割を担うことは当然のことでございます。

施設の整備面及び運営面における防災機能の向上を図ることが重要であり、施設の耐震性など安

全性の確保、避難所として施設に必要な諸機能の確保などの整備が必要でございます。内子町に

おいては、学校施設の安全性確保のため、耐震補強工事や老朽化に伴う改修工事を順次計画的に

実施をして参りました。また、これら耐震補強工事等にあわせて、電灯の落下防止、落下の恐れ

のある吊り天井の排除、バスケットゴールの補強、窓ガラス等の強化ガラスへの変更など学校施

設の機能強化を図ってまいりました。今年度の取組みと致しましては、大瀬小学校体育館横に備

蓄倉庫を設置致します。このことにより、迅速な食料・生活用品の必要物資を供給できる拠点と

いうことで整備を致します。また、今後のことにはなりますけれども、防災行政無線のデジタル

化工事に関連して、学校施設や自治会館等避難所には戸別受信機を設置する事と致しております。

更に、今後の課題と致しまして、特に自治会館等の施設と比べ、学校の体育館は長期避難時ので

すね、プライバシーの確保が非常に問題になって参ります。また今のような夏場ではなくて、冬

場での避難も十分に考えられますことから、寝具や暖房器具の充実などもございます。様々な状

況も想定して対応しなければならないと考えております。非常時の際の避難所は、被災者を受け

入れる施設のみならず、地域住民に必要な情報を収集・発信するとともに、食糧・生活用品等の

必要物資を供給する重要な拠点となるなど、さまざまな役割を果たす施設となることは今更申し

上げるまでもございません。避難所となる学校施設も同様でございます。防災機能向上について

は関係各課と密に連携をとりながら取り組んで参りますので、ご理解のほどよろしくお願い致し

ます。以上で答弁にかえさせていただきます。 
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○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からは、孫育て応援に関する質問にお答え致します。

内子町では３歳以上の幼児を養育する３１７世帯のうち、１８７世帯が両親共働き世帯でござい

ます。この１年半で３９世帯増加しております。昨年４月本格的に施行された子ども・子育て支

援制度により、長時間保育や土曜日一日保育など、子育て支援事業の充実が後押しをする形とな

って、今後も共働き世帯は増加するものというふうに考えております。子育て中の若い父母にと

りまして、祖父母は一番身近な支援者でございます。また、祖父母世代にとっても孫育て、地域

の子どもたちとのふれあいは生きがいや日々の活力にもなり、孫にとっても豊かな人間関係を通

して社会性を養うことができるものと考えておるところでございます。そういった考えのもとで

内子町では、内子、そして五十崎それぞれの児童館で『子どもと高齢者と地域のふれあい事業』

を実施をしております。また、各保育園におきましても、敬老参観日であるとか、地域の伝承遊

びでお年寄りの皆さんにご協力いただくとか、そういった日を設けまして、祖父母世代の方々と

の子育て参加を促す交流する事業をおこなっておるところでございます。また昨年９月には内子

町子育て支援センターが中心となりまして、祖父母や地域の方々まで幅広い年齢層の方を対象と

致しまして『内子町子育て・少子化対策セミナー』を開催を致しました。子どもとの関わりや地

域の子育て支援について啓発をさしていただいておるところでございます。参加者は１７０名程

度でございました。今後におきましても、祖父母が若い子育て世代の夫婦や地域の子育て世代の

良き相談相手となって、地域社会で全体で子育てを応援していくことができるように、現在実施

しております児童館、保育園での交流事業を中心に、関連事業を充実させてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 今答弁をいただきました。被災者システムの導入についてでございます

が、今年度に導入をされるということでありますので、私はこの同システムの目的の一つなんで

すけど、発生時にですね、自治体職員に求められる、職員も被災をされているわけですけど、そ

ういった職員にもとめられる身体的、精神的負担がかなりあると思うんです。災害時の時には。

ですから、この避難の情報システムの導入でですね、少しでも事務にかかる職員の負担をですね、

軽減出来れば、職員の過労など二次災害も防ぐことが出来るのではないかなというのが私の考え

る一つの導入の目的であります。県下６市が導入されているということを今お伺いしましたので、

導入をされている近隣のそういった情報を聞きながらですね、早速に導入をしていただきまして、

導入の運用がスムーズにいくことを期待しておりますので、またよろしくお願い申し上げます。

でも今、本当に異常気象による災害が多い昨今でございますので、未然防災という言葉をよく耳

にしておりますが、災害は大変な状態でありますので、本当に平時からの導入を入れていただい

て、それをうまくですね、運用していただきたいと思います。その運用についてなんですけど、

これは奈良県の平群町というところですけど、人口１万２，０００人ほどの小さな内子よりはち

ょっと小さなまちではありますけど、ここは導入しておりますが、この中にですね、被災者支援
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システムは地域防災計画に定める職務をおこなうすべての職員の業務を助けるものであり、実際

にはほぼすべての部署で使用するという前提で導入を検討すべきであるということで、それを実

行されているわけでありますので、内子町におきましてもですね、その被災者システムは防災担

当者の人が担当者がやればいいのよというんではなくてですね、全職員の中でいろいろと研修も

されながら、おこなっていただきたいということをここでお願いをさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 

 それから学校施設について、防災機能の充実についてでありますが、今現在に内子町に避難場

所として何カ所指定をされておるんでしょうか。その内、小・中学校は１１校ありますが、すべ

てにおいて避難場所になっているんでしょうか。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 現在内子町において避難所指定しております７１箇所ございま

す。小・中学校全て指定させていただいております。以上です。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 小・中学校すべてが避難場所指定ということでございます。小・中にお

いてですね、私調べていないものですから、お聞きするんですが、防災倉庫は全て小・中学校に

設置されているんでしょうか。 

○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） 小・中学校にはですね、例えば非常用の非常食とかですね、毛布等

は備え付けてございません。ただ、安定ヨウ素剤はですね、配布をさしていただいている状況で

ございます。そういったような緊急物資につきましては、主に町内４カ所に分散をさせていただ

いていろいろなものを配備をさせていただいている状況でございます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） ということは、小・中学校には防災倉庫がないということですね。以前

にですね、同僚議員が質問されておりましたが、防災倉庫は先程も言われましたように大瀬の小

学校に設置をされとるということですが、これ他に内子地区は前の質問をされた方の答弁を見さ

せていただいた時に内子知清、五十崎地区は平岡、小田地区は小田支所の車庫で。こういうふう

に答弁されているんですけど、ちょっとあまり簡略過ぎて全然分からないんですよね。設置場所

が。これやっぱしっかり住民にも周知しておかないといけないわけですけど、今後どうされます

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） 非常に抽象的なお答えだったと思います。具体的にお答えさしてい

ただきますが、まず五十崎地区につきましては、五十崎小学校、それから内子地区につきまして

は、内子東自治センター、それから大瀬地区は大瀬の米蔵、小田地区は小田支所にそれぞれ備蓄
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品を配備をしてございます。ただ、各地区のですね、小学校、中学校が災害現場となった場合は、

そちらの方から職員が搬送するということになります。それから、町民の周知につきましてもで

すね、不十分なところがございますので、こちらの方につきましては、十分な対応をとって参り

たいと思います。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） それとですね、先程も申しましたように新居浜市ではですね、資機材に

おきまして、小・中学校の発電機やＬＥＤ型の灯光機、ポータブルトイレ、ガソリン携帯缶など

避難するのに応じてですね、配備をされたということでございますが、今までの大きな東日本大

震災におきましても阪神淡路大震災におきましてもですね、そういった資機材が特にですね、す

ぐ用意が出来ていなければなかなかですね備蓄の食料品についてはですね、毛布とかそういうの

はちゃんとしてあると思いますけど、そういった資機材についてですね、今後計画はどうなんで

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） 当然、学校施設が避難所となることはですね、先ほど避難所に指定

しているという回答からもですね、当然ありえます。大規模な災害になるほどそういう学校施設

っていうのは利用される可能性は非常に高いということですので、これから一度には無理ですが、

先ほど申しましたようなですね、冬場での対応であるとか、あとプライバシーの確保の面もあわ

せてそういった防災資機材の充実を少しずつですが、図ってまいりたいと思います。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） よろしくお願い致します。次にですね、孫育ての応援についてでござい

ますが、内子町もいろいろと祖父母との交流、地域の皆さんとの交流で子ども達の子育ての交流

をされておりますが、先ほど質問の中にもありましたように各自治体ではですね、祖父母のため

の手帳とかそういったものを作成されましてね、無料でほしいといわれる方についてでしょうけ

ど、差し上げておられるようです。いろいろこれ見てみますとさいたま市ではですね、出産から

３歳児くらいまでを対象としてですね、子育ての今と昔が対比になっている冊子みたいです。熊

本県の保健の方ではですね、妊娠から中・高生、高校生くらいまでの方を対象に孫の対象年齢が

広い冊子であり、Ｑ＆Ａ形式で孫との関わりを解説しておられるようです。また横浜市におきま

しては、出産から学童期、地域の子育て世帯の役に立ちたいと思っている方にすすめておられる

手帳のようですが、こういった内子町での祖父母手帳の作成なんかはどうなんでしょうか。考え

られませんか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 祖父母手帳につきましては現在今のところ発行する予定はご

ざいませんが、子育て支援センターを中心におじいちゃん、おばあちゃん方に現代の子育ての状

況を分かっていただく、理解を深めていただくような情報発信はしっかりとさせていただきたい
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と考えております。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 今、即結論ということもありませんので、またいろんな自治体を参考に

しながらですね、考えていっていただきたいと思っております。ＮＰＯ法人の孫育て日本の棒田

明子理事長がですね、社会全体で子育てを応援する体制作りはその支えとしてイクジイ、イクバ

アを増やして行く支援が欠かせないと言われておりますので、また内子町におきましてもそうい

った支援づくりをお願いしたいと思っております。で、また内子はこういう子育てをこんなこと

もしているんだというようにね、若いお母さん、お父さん方がね、感じてもらえるような子育て

支援をこれからもどんどんと進めていっていただきたいなと思っております。以上、一般質問を

終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩をします。１１時２５分から再開します。 

 

午前１１時１４分 休憩 

 

午前１１時２５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、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） ９月議会にあたりまして、私は内子町教育委員会の点検評価報告書に

関わる教育行政について質問致します。内子町におきましても子どものいじめ問題や、教育力の

向上の問題など、教育行政は難問を抱えながらも、未来を担う子ども達の健全な成長を図る大き

な責任が教育行政にかかっていると考えるわけであります。社会情勢の大きな変化による子ども、

保護者の変化が学校現場の先生方の悩みの要因にもなっているとも聞く昨今であります。学校現

場では過労死ラインを超えて働いても、授業準備や子どもと直接ふれあう時間がとれない多忙化

や、国や自治体のおこなう学力テストへの対応で、肝心の授業の創造性がなくなる等が言われて

おります。一方、子どもと親はこの２０年間、家庭の生活条件が悪化しつづけ、その暮らしに余

裕がなくなり、貧困と格差が拡大し、中流層の解体の過程の中で親たちの雇用と営業が大変不安

定となってまいりました。企業ではリストラの嵐が吹き荒れており、法律の改悪で派遣労働が多

くの分野で合法化をされ、若者の二人に一人が非正規雇用となっております。内子町でも給与所

得者の７０％は貧困ラインとも言われる所得２００万円以下にあり、パート労働をして子育てを

しておられ女性は、２つ３つの職場で働きながら子育てをしておられる姿がみられるわけであり

ます。子どもと過ごす時間の減少が強まっていることなどにみられるように、家事や育児に向か

えない親が増え続けております。一方経済的に恵まれている家庭においても、格差が広がれば広
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がるほど、我が子を勝ち組に育てなければという圧力が強まり、勝つ者は努力の結果であり、負

けた者は努力が足りなかったからだという自己責任論が跋扈する分、優しさがなくなり、とげと

げしさや攻撃性が生まれると言われております。この様な社会情勢の中で注意欠陥、多動性、高

機能自閉症などの発達障害、あるいはそれに似た状態の子どもが急進に増えていることによって

従来の教育活動が難しくなっているとの声を聞くわけであります。以前は、少しユニークな子ど

も達を受け止めて育てる社会や教育や、家庭の余裕がなくなったことが大きな背景としてあるの

でないかと言われております。この様な状況は、内子町においても言えるのではないでしょうか。

そこでお伺いを致します。一点目は、内子町学力向上推進プランの取り組みで小学校と中学校で

結果に差が出ているとの報告でありますが、これはどこに原因があるのか。この学力推進プラン

は、全国学力テストや県や町のテストと多くのテストの平均点を上げる事が強く求められる内容

になっているのではないでしょうか。このことは授業が小テスト、事前の過去問の練習などに流

れまして、みんなでじっくり考え合いながら学ぶなどの子どもに本当に力のつく学習がやりづら

くなっているのではないかと考えるわけであります。その事が中学校での低下傾向となって表れ

ているのではと危惧するのであります。学校での学力低下の要因がどこにあると認識しておられ

るかこのことについてお伺いを致します。 

 次に学力向上を目的として学習教室「学び舎」を町内の１１校中６校で実施をしておられます

が、どの様な基準でこの設置を決められているのか伺いを致します。昨日の同僚議員への答弁で

希望者がこの教室へ出席をしているとのことでありましたが、現在、何名くらいの参加になって

いるのでしょうか、そのことについてもお伺いを致します。家庭環境が複雑になっていることが

あげられ、子どもと共に保護者への支援が必要との報告でもあります。この保護者への支援内容

はどのようなことを考えておられるのか、このことについてもお伺いを致します。また、こども

や保護者が持っている不安等の相談を受け支援する、ハート何でも相談員が昨年度は内子中から

内子小に配置替えになっているようでありますが、どの様な理由から配置替えをされたのか。ま

たこの様な相談員は、他の学校には必要性がないのかどうなのか。またこの報告書では、平成２

６年度の取り組みの課題としてあげられておりました、予算面についての改善は、どのように図

られたかについてもお伺いを致します。最後に、いじめ問題についてお伺いを致します。いじめ

は、子どもの成長過程で誰にでも生じうるものでありまして、教育の営みとして解決することが

基本で、法律で禁止すべき性格のものではないとも言われております。法律で定めるべきは、子

どもの義務ではなく、子どもがいじめられずに安心して生きる権利を保障し、その権利を守るた

めの大人社会の取り組みだとも言われておるわけであります。いじめに毅然と対応することは最

重要であり、いじめを受けた被害者の人権を守ることを最優先にしながらも、いじめをおこなっ

た子どもにいじめに走った事情を丁寧に聞き取り、いじめをやめさせるとともに、子ども自身が

人間的に立ち直れるように支えることが大切であるとも言われております。それは懲戒を強調す

るようなやり方は子どものうっ屈した心をさらにゆがめ、いじめ対策には効果がなく、悪影響を

及ぼすとも言われておるわけであります。この様ないじめが当町でも発生をし、いじめによる学

校への登校ができなくなり、転校を余儀なくなったという事例が当町でも複数件、発生している

ことを聞くわけでありますが、当町でのいじめの実態とその原因と解決への取り組みがどの様に

なされているかについてお伺いを致しまして、私の質問を終わります。 
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○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。 

○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） それでは今、ご質問にありました教育行政について４つの質問

からまず、１番目から答弁をさせていただきたいと思います。まず、「内子町学力向上推進プラン」

に基づいた学力向上への取組みについてお答えを申し上げます。内子町の教育の充実、進展に資

することを目的に、小・中学校及び幼保に所属する教職員をもって構成する内子町教育研究所の

中の学力向上委員会において、毎年実施される全国学力･学習状況調査結果の分析を行っておりま

す。議員が申されましたように平成２７年度におきましては、小学校におきましては全国平均を

上回っているものの、中学校は全国平均を下回っておりました。その要因と致しまして、子ども

の置かれている教育環境、教科がより専門的になることで得意・不得意科目ができたり、学習習

慣の違い、また授業力・指導力なども考えられますが、最も大きな要因は、中学校１年生になっ

た時の先輩･後輩の人間関係や、部活などによる生活リズムの違いにより、中学校生活に馴染めな

い「つまづき」だと考えております。教育委員会では、この「つまづき」を重視して「学力向上

推進プラン」を定め、学習教室「学び舎」などを開設しながら学力向上に取り組んでいるところ

でございます。２つ目の学習教室「学び舎」に関する成果と問題についてお答え致します。「学び

舎」につきましては、「つまづき」の解消と学力向上に取り組むため、平成２３年度に大瀬小学校

をモデルにスタートし、平成２７年度には小学校４校、中学校２校で実施しておりますが、放課

後に希望者での実施となっております。小学校は参加者が安定しておりますが、中学校は３年生

が中心で、部活や生徒会活動が終わる２学期以降、高校受験対策として増えてくるのが現状でご

ざいます。成果と致しましては、小規模校ではほとんどの児童が「学び舎」を利用しまして、成

績向上というのが現れております。その一方で中学校では、通学に時間がかかるため利用時間が

少ないとか、先ほど申しました部活動や生徒会活動などで３年生が落ち着く２学期以降の利用と

なるといったことが課題となっております。３つ目でございます。 

その他問題解決への取り組みに関する事務事業点検･評価の報告についてお答え致します。まず、

一つ目でございますが、ハートなんでも相談員事業につきましては、生徒・保護者が持っている

不安などの相談を受けていただく相談員を配置しております。県の補助で平成２７年度より内子

小、五十崎中、小田中の３校に相談員を配備しております。２６年度までは、内子小ではなく内

子中学校に配置をしておりましたが、内子中学校により専門性の高いスクールカウンセラーを配

置致しましたので、その相談員を内子小に配備させていただきました。２つ目でございます。ス

クールソーシャルワーカー活用事業につきましては、週２回開催している適応指導教室、ふれあ

いルームのことでございますが、学校に行けない不登校の児童・生徒の指導を実施しております。

個々に応じた自立を促し、適応指導や学習指導等の援助をすることにより、集団生活への適応と

学校生活への復帰ができるように保護者を含めて支援している事業でございます。３つ目でござ

います。就学援助につきましては、経済的に困窮している保護者に対しまして、就学に必要な経

費の一部を支給･援助しているものでございます。支給・援助する項目ですが、平成２６年度まで

は学用品費、それから通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒の学用品費、学校給食費、医療
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費、体育実技用具費でございましたが、平成２７年度より新たにクラブ活動費とＰＴＡ会費を追

加を致しまして保護者の経済的不安の軽減に取組んでいるところでございます。以上、３つの事

業を含めた取り組みにより、それぞれの児童･生徒の教育環境が整いつつあると思っておりますが、

多様化する現代社会の中で、時代に合った教育環境への対応を今後とも心掛けてまいりたいと思

います。４つ目のいじめ事案に関する原因と解決への取り組みについてお答えを申し上げます。

文科省が、平成２６年度にいじめの認知件数の再調査を指示した以降、学校がいじめと認知する

件数が増加しております。認知した事案がいかにいじめ解消に結び付けるか、いかに解消件数を

認知件数に近づけることができるかが重要であり、学校、ＰＴＡ、教育委員会が連携をして早期

発見、早期対応することで、いじめが起きにくい学校づくりに取り組んでいますが、残念なこと

にいじめによって校区外通学を余儀なくされたという事案が３件発生しております。主な要因と

致しましては、冷やかしや、からかいなどから、エスカレートしたことによるいじめでございま

す。今後の対策につきましては、今までのいじめ事案を検証しながら、子どもたちにとって学校

が楽しい環境となるよう、教育委員会と学校、保護者が連携しながら取り組んでまいりたいと考

えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） それでは順次、１点ずつ再質問をさせていただきます。学力向上の問

題で小学校と中学校での成績の問題が取り上げられております。私は先程も申し上げましたよう

にこの学力をどう上げるかという点で言いますと、テスト中心の取り組みでその平均点をいかに

上げるかと、そういう視点に走っていくならば、それはゆっくりと一人一人がみんなの力で学び

合うというような余裕がだんだん薄れて行くのではないかと。この事を強く感じるわけでありま

すが、この点についてはどの様に受け止めておられるのでしょうか。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） テストにつきましては、学力だけが問題ではございません。ど

こに問題があるのかということの調査をするためのテストでもあるのではないかと考えておりま

す。○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） その調査から見えてくる問題点はどのような点でありましょうか。先

程のお話では中学校になると環境が変わるとか、部活等によってなかなか時間が取れないという

ようなことがあげられておったようでありますが、肝心の問題がどこにあるのか。私はちょっと

理解しにくい部分があるんでありますが、再度お答えをいただきたいと思います。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 学び舎の関係で申し上げますと放課後のサポート事業でござい

ますから、中学生におきましては、やはり中学校３年の高校受験対策に関するので、受講する子

どもが多いということでございます。以上です。原因はですね、先ほど申しましたとおり、中１

によるつまづきが一番ではないかと考えております。 
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○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 中学校に入ってつまずきがあると。そのつまずきの原因がどこにある

んでしょうか。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） どこにつまずきがあるのかということなんですけど、やはり小

学校から中学校への一番の生活のリズムの違いであったりとかするのが原因ではないかと考えて

おります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） たしかに小学校から中学校へ行った場合にそういう生活環境が変わる

というのは、理解できるんでありますが、ただ、いろんな状況を聞いておりますと、環境が変わ

ったと言われる小規模校から大規模校へ入っていくとか、いろんな状況があるわけでありますが、

私はそれもあるけれども問題は小学校時代からテストづけになって、いかに学力テストの平均点

を上げるかというような教育が、小学校の段階でずっと続けられていたのではないかと推測する

わけであります。そういう中でやはり実際に力をつける余裕のある教育といいますか、先生方自

身も非常に多忙化の中で、余裕を失った中での授業がずっとやられているというようなことも伺

うわけでありますが、そういう点についてはどのように受け止めておられるのか。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 今、議員が申されましたとおり、学校の先生の非常に負担は増

えていると考えております。ただ、学び舎で先程ご説明しましたとおり、やはり本人がやる気が

あれば学校側に申し出があれば、学び舎ということで放課後の授業に取り組んでおりますので、

そこら辺を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） この問題は非常に難しい問題も含んでおると思うわけでありまして、

私自身もこの問題については素人でございますから、これ以上深くは追求できませんけれども、

ぜひそういう環境の変化やそれに合わせた教育。やはり余裕を持って本当にみんなが力を合わせ

て学びあっていくというような気風のある学校をぜひ作っていただきたいなと。このことを強く

求めておきたいと思います。 

次に学び舎の問題、先ほどから課長いろいろご説明をいただいておりますが、この学び舎、小

規模校には今の段階では設置はされておりませんで、特に中学校では参加が出来ない理由として

通学に時間がかかるというような点があげられたわけでありますが、特にそういう点での解決策

というのはどう見ておられるのか。この学び舎は、私の推測する所では豊後高田市の学びの２１

世紀塾からヒントを得て始められたんではないかなと推測するわけでありますが、あこでは非常

に市全体が教育の町づくりということで大きな取り組みがなされておるようでありますが、こう
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言う問題について内子町でもただ単に特定の学校ではなくて、町全体でそういう取り組みが出来

るような仕組みは作るお考えはないでしょうか。 

○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） 議員が言われますように、大分県の豊後高田市のところで、あそこも

学力が低下しとったというところで、市全体を挙げてからに学力向上に向かって取り組んだ事例

がございます。それが内子町が取り組んでおります学び舎というところですので、そういったと

ころを４年前ですか。研修を、教育委員の研修を深めながら、今回内子町として２３年に大瀬小

学校をモデルとしてこれだったらいけるだろうということで、学び舎というところを今取り組み

をさせていただいているような状況です。で、ここは先程課長が申しましたように小学校が４校、

中学校が２校ということで全校では取り組んでおりません。あくまでも希望する学校、希望する

生徒がいる学校というようなところで現在取り組みをさせていただいております。今後そういっ

たところもありますので、今年ですが、内子中学校、夏休みですけれど、愛媛大学との連携協定

も内子町結んでおりますので、そういったところで愛媛大学の教育学部に学ぶ学生を内子町の方

に来ていただいて５日間ではありますけれど、ちょっと試験的に中学校で補習ですか、そういっ

たところをやらせていただきました。その参加者としましては、非常に勉強になったですとか、

中学校１年生というのはやっぱりつまずきというところが良く分かったので、そこらに向けて対

応していきたい。３年生については高校受験という所をにらみながら、やっぱやっていくのには

効果があるんじゃないかというようなコメントもいただいてますので、こういったところを踏ま

えながら、来年度内子町としてどういった環境を整えれるか取り組んで参りたいというふうに考

えております。ご理解いただいたらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 次に、保護者への支援に関わる問題でありますが、特別支援教育就学

奨励費について、仕組みが変わったので９月になって非常にそれの受給者が減ったというような

報告がなされておるようでありますが、これの改善についてはどのようなお考えを持っておられ

るでしょうか。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 就学援助につきましては申し出、申請に基づいてまた判断をさ

していただきますので、ちょっと件数はどうだったかというのがちょっと手元の資料ございませ

んが、先ほど、２６年度から２７年度に内子町はですね、この就学援助で保護者の負担を少しで

も減らそうということで追加した項目もございますので、ご理解をいただいたらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） ２７年度の取り組みとして、教育諸条件の整備及び事業という項目の

中にこういう課題・問題点として報告を受けているわけであります。特別支援教育就学奨励費の

学用品等購入費で限度額小学校５，７１０円、中学校１万１，１６０円を支給したのは３４人中
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２３人であったと支給申請時に領収書の提出が必要となり、手続きが煩雑になったことが原因と

考えられる。就学奨励費の趣旨からも以前のように低額で支給すべきであると考えるが、国庫補

助のため難しい状況であり、今後簡素化の要望等をおこなっていきたい、と報告をされているわ

けであります。この点についてこの援助であったのかどうなのか。ちょっと私も定かではないん

ですが、ある新聞報道によって入学時の援助費について自治体が支払って、その後、領収書なん

かを受けとっていくというような取り組みがやられておる自治体があったように記憶しておるん

でありますが、この問題についてのこれはやはり知恵の出しどころではないかなと思うんであり

ますが、そういうような問題についてのご議論がなされていたのか、どうなのかちょっとお伺い

をしておきたいと思います。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 今、議員ご指摘のように国庫補助でございますので、いろんな

手続き関係については、そのように手続きをさせていただいているんですけど、今後ですね、最

後にこの評価にもまとめておりますように、簡素化の要望をですね、県、国の方にも出して参り

たいと考えております。学校教育委員会で特別これに対する対応というのはまだできてないとい

うことでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 教育委員会法が変わりまして、町長が教育に関わる権限、法的にも認

められる部分が大きくなってきたと思うんでありますが、そこで町長にお伺いをするわけであり

ますが、先ほど申しましたような入学時とかそういう時の費用については、これは入学前に買わ

なければなりませんから、これは就学援助やそれに関わる領収書が出せないということからこう

いう問題も生じておるんだろうと思うんでありますが、そういう実態を見て町が立替えて払って

おいて領収をなしでも支給ができるような取り組みについて町長がどういうお考えを持たれるか。

ちょっとその辺、町長の見解をお聞きしておきたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 町長が教育行政に関与出来るというのは細かいところはですね、関与は

しておりません。方向性のだけのところではございますけれども、そう今、議員が言われました

運用の面でですね、多少そういうことが可能なのか。これは国費が入っている話ですからどうい

う取扱いになっているかっていうのは、私はちょっと細かいところは分かりませんけれども、運

用の面で可能であれば、それはそれで対応すべきものではないかなというふうに思ってますけれ

ども、実態はよく見ないといけない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） ぜひそのようなご検討もお願いをしておきたいと思います。最後のい

じめ問題についてお伺いを致します。内子町でもいろんないじめなどによってその学校でずっと

授業が受けられないと。転校を余儀なくされるというような事案が３件というようにご報告をい
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ただきました。私はその一つ一つの事例、いじめの原因として、からかいやそこから出発してい

ったというような報告でありましたが、ただ、この問題、いじめの問題は非常に初期の段階で問

題を把握をして対処をしていくなら、それは非常に解決も早いと思うんでありますが、転校を余

儀なくされるような事案というのは、何年間もそういういじめが続いていることからの転校へ発

展していったのではないかと思うんでありますが、なぜ初期にそういういじめが把握できなかっ

たのか。この点について教育委員会としてはどのように把握をしておられるか。その点について

お聞きを致します。 

○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） 残念なことにいじめによってからに校区外通学を余儀なくされた事案、

先ほど課長が申しましたように３件ほどあります。で、そのような状況を今見ておりますと、や

っぱり初期の段階のそういった対策というのが少し足らなかったかなというふうに認識をさして

いただいております。やっぱりいじめというのは、いつどこでどの学校でも起こるか分かりませ

ん。そういった所に教職員がどう児童、生徒と向き合うか。そういった小さなところに向き合う

姿勢というのが必要ではないかなというふうに思ってます。そういったところの向き合い方とい

うのが少しおろそかになるとそういうのが長期化になったりとか、学校にいけなくなったりとか、

場合によってはこういう校区外通学というような形になって現れてくるんではないかなというふ

うに思ってますので、昨日、寺岡議員のご質問にもお答えさしていただきましたけれども、そう

いった教育委員会、学校、保護者等々も交えながら、そういったいじめ事案、子ども達が楽しい

学校を送れるような仕組みというのを今後作っていかなければならないかなというふうに考えて

おるところでございます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 先程の答えの中のいじめのおおもとであった、からかいというような

問題出ておるようでありますが、そのからかいからいじめに発展していくというのは、私どもも

６０年前の体験でありますが、そういう部分は経験をしてまいりました。やはりからかわれなが

らそこからいじめに発展すると。いじめられた本人にとっては非常につらいというか、本当に死

にたいという思いすら感じたことを経験しているわけでありますが、そういう実態をやはり早く

見つけて行くと。それをただ単に担任だけの責任とせずに、やはりこれは学校全体の問題として

どう取り組んでいくかというところにあるんではないかと思うんであります。今、学校ではやは

りそういう問題が起きた時には、何か担任の自己責任的な見方があるんではないかなと。これは

私の独断の見方なんですが、もしそういう事があるならば、これはなかなかいじめと言うのは無

くならん、見つけられん状況があるんではないかと思うんでありますが、そういう点で学校の仕

組みの中に教職員全員でそういう問題を話し合うような体制が出来ているのかどうなのか。この

点についてお答えをいただきたいと思います。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長。 
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○教育長（井上淳一君） ２０１１年だったと思うんですが大津で悲しい事件が起こりました。

そのきっかけにいじめ対策防止推進法というのが定められてからに撲滅というかそういったとこ

ろを対応さしていただいているというような状況でございますけれど、必ず各学校でいじめ対策

の基本方針を定めることとなっております。それに基づきまして、いじめということが分かりま

したら、各学校でそういった対応に取り組む、これは管理職だけが、担任だけが、というのでは

なくて、学校全体で取り組んでいくような形となっておりますので、そういったところを踏まえ

ながら、もう一度教育委員会の中では校長会ですとか、そういった委員会等々では常にお話をさ

していただきながら取り組んでいくような状況ですので、ご理解をいただいとったらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 昨日の同僚議員の質問の中で重大事態と重要事案という言葉が出たわ

けでありますが、私もこの辺の重大事態と重要事案のどう違うのか。これちょっと教えていただ

きたいと思うんですが、これはどこで区分けをされているのか。 

○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） 重大事態というのが昨日もご説明させていただいたんですけど、いじ

め防止対策推進法の第２８条第１項に１号と２号というところに定められております。１号とい

うのが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を生じた疑

いがあると認めた時。２号で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

席することを余儀なくされている疑いがある時というような定めがございます。重要視すべき事

案というのは、どういうことかというご質問だったと思いますが、この法律には該当しないけれ

ど該当する学校においていじめ対策委員会を開いたりですとか、関係者のケース会議、ＰＴＡで

すとかいろんな役員の方が集まる会議を開いたような場合については、そういうことを重要視す

べきいじめ事案という形でご答弁をさしていただいておりますので、ご理解をいただいとったら

と思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 重要事態については実際に起きている状況からこういう対応になるん

だろうと思うんですが、重要事案という点については、そういういじめが明らかになってから作

るものなのか、そういう問題を調査するための事案なのか、その点についてお伺いを致します。 

○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） いじめというのは、被害者がいじめと認識すればいじめということで

学校側等は対応しなければならないということになっております。そこらを含めましていじめが

起きてからそういったまず担任になりますか、発見者等々になりますか、そういったところでそ

ういったいじめがどういったいじめなのか。というところを調査をさしていただきながら、そこ

を学校全体、ＰＴＡが入ったりとか、そういったところに広げて行くというような形になろうか

というふうに思ってますので、ご理解いただきたいと思います。 
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○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） どちらに致しましても、いじめ問題と言うのは当事者にとりましても

大変被害者は辛い思いをしますし、いじめる側から見ましても、その子どもがおかれた状況、そ

の中で非常にうっ屈した精神状態がずっと続いている所からいじめいうのは、拡大をするんでは

ないかと思うわけでありますが、そういう点でのいじめた側の子どもに対する教育的な配慮、そ

れについてはどのように受け止めておられるのか、その点だけお聞きをして私の質問を終わりた

いと思いますが。 

○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） いじめた側、加害者ということになろうかと思いますけど、このいじ

めというのは絶対にあってはならない。人権にかかわる重要な問題だということで必ずそのいじ

めた側の方についても適切な指導を学校現場等ではしているというふうに認識をしているところ

でございます。 

○議長（池田洋助君） 以上で、一般質問を終わります。 

 午前中の審議は以上とし、午後１時１５分から再開します。 

 

午後 ０時１５分 休憩 

 

午後 １時１５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから議事日程に従って提出議案の審議に入ります。 

 私語を止めて下さい。 

 

日程第 ４ 報告第 ６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書

類の提出について 

○議長（池田洋助君） 「日程第４ 報告第６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営

状況を説明する書類の提出について」を議題とします。提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第６号、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明す

る書類の提出につきましては、その内容を産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議

の程、お願い致します。 

○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。 

〔山本真二産業振興課長登壇〕 
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○産業振興課長（山本真二君） それでは、株式会社フレッシュパークからりの経営状況につい

て説明させていただきます。資料ナンバー２の１ページをお開き下さい。会社全体のところから

入らせていただきます。総売り上げについて７億２，５００万円を目標に営業展開をして参りま

したが、対前期比９．５％増の７億５，３４９万円と会社創立以来、最高の売り上げとなりまし

た。特にレストランの収支について初めて黒字に転換することができました。各部門の売り上げ

は全部門で前年比を上回っており、売上目標では特産物直売所とあぐり部門がわずかに目標額に

届かなかったものの、他の５部門は目標を達成することができました。売上の増加に合わせて新

規雇用や昇給などによる人件費の増加や設備投資により販売費及び、一般管理費が増加しました

が、税引前当期利益は５５６万円となっております。部門ごとの営業内容につきましては、３ペ

ージから８ページにかけて部門ごとに載せておりますが、主なものを申し上げますと、特産物直

売所については、出荷商品の販売額が平成２４年度から減少しておりましたが、来場者の増加に

より、３億９，５６７万円と４．７％増加しました。販路拡大とからりへの誘導を目的に８月に

松山市内に椿店を開設しました。ＱＲコードで販売管理するシステムへの切り替えを１月におこ

ない、本格稼働しております。また１０月にはからり出荷者運営協議会が愛媛農林水産賞を受賞

し、直売所運営について会社との連携強化がはかられております。レストランは、ＪＲ四国の伊

予灘ものがたりのお弁当が好調なこともあり、売上、利用者ともに増加しております。シャーベ

ット工房は店頭売りや業務用ジェラートの販売が順調であることと、新たに１２月から東急浅草

にある丸ごと日本で販売する業務用ジェラートの卸売りが始まっております。新商品開発として

愛媛農商工連携ファンド事業を活用して７種類の内子町産農産物を使用したギフトセット、四果

三菜を開発を致しました。パン工房、燻製工房ともに売り上げを伸ばしており、前年度に製造機

器の整備や作業場の拡張をおこなった燻製工房では、増産体制が整った事から、技術力社員の採

用を計画しております。農産加工場も前年度以上の売り上げがあり、目標が達成できましたが、

じゃからシリーズとして刷新したじゃばら、もち麦なども引き続き販促活動をおこなってまいり

ます。次に決算内容について説明させていただきます。 

１４ページからの決算報告書をお開き下さい。１５ページの期末の貸借対照表でございますが、

資産の部から説明させていただきます。まず右側の流動資産ですが、現金預金、売上債権、棚卸

資産、その他の流動資産をあわせまして、中段の流動資産の合計が１億２，００２万８，６７６

円でございます。その下の段、固定資産でございますが、有形固定資産、無形固定資産、投資等

を合わせた固定資産の合計が２，９７３万２４６円、流動資産、棚卸資産と併せまして資産の部

合計が１億５，０５９万１，２２２円でございます。次に右側の負債の部について説明させてい

ただきます。流動負債の部の合計が５，３０７万４９７円でございます。次に資本金等の純資産

の部合計が９，７５２万７２５円、負債純資産の部の合計が１億５，０５９万１，２２２円とな

っております。 

続きまして、１６ページの損益計算書について説明させていただきます。売上高でございます

が、上の方からレストラン売上、直売所売上などそれぞれの売り上げを含めました売上高計が中

段にございます。４億４，１５４万７，４９３円でございます。次に売上原価でございますが、

中段から下でございます。期首の商品棚卸高が２，６０７万７，０４２円、レストランの原材料、

シャーベット材料仕入れ、燻製工房仕入れなどの当期商品仕入れ高が１億８，６１４万７，３９
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９円でございまして、合計が２億１，２２２万４，４４１円でございます。これから期末商品棚

卸高２，４５７万２，８９８円を差し引きました、売上原価計が１億８，７６５万１，５４３円

でありまして、売上高から原価を差し引いた売上総利益は、２億５，３８９万５，９５０円でご

ざいます。これから販売費及び一般管理費計、２億５，９５１万６，３３６円を差し引きました

売上営業利益はマイナスの５６２万３８６円でございます。これに１７ページの営業外収益、１

３３万５８７円を加え、営業外費用、１万２，９０６円を差し引きました形状利益はマイナスの

４３０万２，７０５円でございます。補助金収益の特別利益９８６万６，３９９円を加え、法人

税及び住民税を差し引きました当期利益は４０６万９４円となっております。また、先程申し上

げました販売費、及び一般管理費の内訳につきましては、１８ページのとおりでございます。 

１９ページは株式資本と変動計算書で、当期におこないました余剰金の配当により当期純剰余

金の期末残高は、２，７５２万７２５円となり、株式資本の期末残高は９，７５２万７２５円で

ございます。なお、配当に関する事項は２９ページの注記表に記載しておりますのでお目通しを

お願いします。以上で、説明を終わらさせていただきますが、第２０期の会社全体の売上目標と

して７億６，０００万円を掲げ、現在売上増に鋭意努力をしているところでございます。議員各

位におかれましても、からりの売上や営業にぜひとも協力いただきますようお願い致しまして、

経営状況の報告とさせていただきます。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○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） ちょっとお尋ねをしたいんですけど、私もからりに出荷をさせていた

だいている一人なんですが、最近は全然分からんのですが、朝行ったらどこに持って行くのか、

どこに送るのか、品物が分からないというような状況の中で、ちょっとお尋ねをしたいのは、広

島の方にも送りよったと思うんですが、だいたいどことどこに送りよるのか、ちょっとそこだけ

教えていただきませんか。松山に会社、支店を出したというのはだいたい分かるんですけど、場

所も分かるんですが、あとがどこに出されとるのか。だいたいでかまんのですが、人に説明のし

ようがないんですよ。お願いします。 

○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） 現在ですね、お尋ねの広島については現在おこなっておりませ

ん。現在常設展の松山の椿店と週に１回の高砂店、それとフジ内子店となってございます。 

○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） この決算報告書を見るとですね、一般管理費が今まで２３、２４、２５、

２６年度のこれまでの金額と比べて３，０００万ほど一気に増えておるその原因と、松山の椿店

の個別の収支報告というか、収支が分かればそれを教えていただきたいのと、今回特別に補助金

として９８６万６，３９９円というのが今までにはないんですけど、２６年度は１９万２，００

０ということですが、今回９８０何万なにがしの補助金と言うのは、どういうものなのかをご説

明いただきたいと思います。 
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○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、一般管理費についてなんですけど、主に人件費でござい

ます。現在ですね、社員が６７名で昨年から６名増員をしてございます。全体的に売り上げが伸

びている部署があって、当然時間外費用であったりとか、もろもろの人件費の部分が増加をして

いるというふうなことでございます。それから松山の椿店については、特産物直売所の部門と言

うことで、一緒に合算してですね、やっておりますが、昨年の８月から常設店ということで開設

をしております。資料の４ページの下段の方にですね、椿店の参考資料というふうなことで入れ

さしていただいております。９カ月営業をやっておりますが、２，５６０万あまりの売り上げに

なってございます。それから最後のご質問にあたりました、今年度実施した補助事業の内容でご

ざいますけれども、資料の８ページにどういうことでやったというのは入れてございます。椿店

開設に基づくところの設備、ＰＯＳ関係のものと、あとジェラートの関係の製造関係の機器の整

備をしてございます。椿店関係については物作り、そこにあります国の事業でございます。ジェ

ラートについては、愛媛農商工ファンド事業を活用してというふうな事業でございまして、全体

で３分の２の補助金を受けているものでございます。 

○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） 営業利益で言えばマイナス５６２万ですよね。ですから、これまで２３

年度は４４５万の赤字になっておりますが、２４、２５と順調に利益を出されておるのがここへ

きて一気に赤字になっておるというこの原因と、さっき私がお聞きしたのは椿店の収支が分かれ

ばということじゃったんですが、収支分かればお願いします。 

○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） 椿店、個々の部分は出してないといいましょうか、合算でとい

うことで、今、会社の方は一年目というふうなこともあるのでというふうなこともあるので、合

算でやっております。当然、売上、今後はですね、その辺精査をしていただきたいと思ってござ

います。それと、今回ですね、補助金については特別利益というふうなことで、前期については

営業外収益というふうな部門でですね、入れてございました。そういうことで昨年とみるとです

ね、経常利益については、マイナスになっているというふうなことなんですが、今回特別利益に

ついては、主に国庫補助金の収入というふうなことなので、特別利益ということで入れさしてい

ただいた決算になってございます。 

○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） 今回、特別利益という形で計上した。これまでであればこの営業外収益

の中に含まれるから営業利益もプラスな計算になるわけですけれども、個々の部分ということは

これからも特別利益として計上して行かなければいけないということですか。 

○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。 
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○産業振興課長（山本真二君） 議員おっしゃるとおりですね、このような形で決算書を作成し

ていきたいと思っております。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 森永議員の質問に関連するんですが、当然、一般的な会計処理上は、補

助金は特別利益で計上して処理をするのが一般的だと私も把握しておるんで、こういうやり方を

続けてほしいんですが、前期までは営業外収益ということで処理をしとったという答弁ですが、

そういうことであれば、営業利益がマイナスになっておるという森永議員の質問だったように私

は記憶しておるんですが、それをどう対応するのかということを改めて質問したいと思うのと、

もう一点は５ページにあるレストランの収支の中で、経常利益の昨年対比の数字が私は勘違いを

されておるんじゃないかなというふうに思います。努力によって去年まで赤字をずっと出してお

ったものが今年度は黒字に転換をされたと。相当大きな昨年度比進捗であろうと思うんですが、

ここに対比としてはマイナス数字が出ておるんですが、ここらの解釈を質問をしたいと思います。 

○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） ご指摘いただきました、ですから２６年の分、３ページの収支

の経緯のところにもございます。昨年、２６年については営業利益については、マイナスの１６

万ということになっております。経常利益について５０８万円。今回については、特別利益とい

うふうなことで会計処理をおこないました。そういうふうなことで。営業ベースについては、マ

イナスになってございます。営業利益については、今年度はマイナスの５６２万になってござい

ます。レストランの収支についてでございますけれども、いただいた資料の方で計算上、今年は

プラスになって、昨年まではマイナスの２５０万でございました。計算上マイナスの数字になっ

てございます。大きくマイナスではございません。プラスに転換をされているということでござ

います。すみません。申し訳ございません。 

○議長（池田洋助君） 訂正ですか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） ５ページの経常利益は、訂正する必要があるという把握をさしてもらっ

たらと思うんですが、先ほど質問したんは、補助金は関係ないと思うんですよ。私が質問したん

は、補助金を除いた営業利益、これがマイナスの幅が広がっているんで、今後これを解決するた

めにどう対応する考えがあるかということを質問さしていただいたんで、そこらが分かるようで

あれば答弁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） 今回設備投資といいましょうか、椿店とかシャーベット工房に

設備投資をやりました。それに基づいて補助金を国の方にいただいております。当然、もろもろ

の設備投資がかなり老朽化してございまして、それと人件費も増やしているというふうなことで、

経常利益については人件費等もありますけれども、営業ベースについてもですね、マイナスにな
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ってございます。すみません、申し訳ございません。営業利益について人件費、それとか修繕費

等の経費が延びてございます。一般管理費についてもですね、３，０００万近く増加したという

ふうなことで営業利益については。すみません。そういうことで申し訳ございません。 

○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） 処理上ですね、こういうふうな処理に補助金はなるんですけれども、そ

れはご存知のとおりなんですけど、実質的に赤ということでございますので、やっぱり一般管理

費を抑えるとかですね、いろんな諸経費を見直していくというふうなことで先般の役員会にもそ

ういう話をしておりますので、時期においては黒字が出るように、営業ベースで黒字が出るよう

にですね、きちんと努力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ので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（池田洋助君） 他ございませんか。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） レストランの売り上げなんですけど、伊予灘ものがたりだけで２，１

１６万６，０００円ですか。いつも株主総会などに行ってもレストランの分が相当赤字で全体の

決算に大きくマイナスの面が出よったわけですけど、２３年度に６６１万円という大幅な赤字が

出ておりますが、これが本年２７年に１９６万という黒字になって差額から言えば８５７万ほど

の差額になるわけですけど、このような素晴らしい販売策を見つけていただいて黒字にされたと

いうのはよく努力されとるというふうに私は思っております。それと従業員も６７名という内子

町にとっても一大企業に成長したなという感覚を受けております。そういう意味で内子町に雇用

が少ない半面、少しでも若者を雇用していただいて、貢献していただきたいというように思って、

今後ともいろんな面にいろんな分野に進出をしていただいたらこの様に黒字にもなると。全体の

営業そのものでは赤字も出ておりますけれども、雇用の面などについて貢献もされておりますし、

今後この伊予灘ものがたりじゃないですけど、レストランの大幅な赤字が黒字に転換するような

方向でいろんな部門でよく勉強されてがんばっていただきたいというように思っております。以

上です。 

○議長（池田洋助君） これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第 ５ 報告第 ７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 報告第７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明す

る書類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 報告第７号、小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出

につきましては、その内容を小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  大森小田支所長。 

〔大森豊茂小田支所長登壇〕 

○小田支所長（大森豊茂君） それでは小田まちづくり株式会社の経営状況につきましてご報告

を致します。説明資料２の黄色い表紙からになります。小田まちづくり株式会社の第１５期の経

営状況につきましては、去る８月２６日に定時株主総会が開催され、承認されたところでござい

ます。 

１ページをお開き下さい。第１５期の営業報告でございますが、事業期間は平成２７年７月１

日から平成２８年６月３０日となっています。今期は、愛媛いやしの南予博の開催や地域商品券

の発行もあり、地域経済の活性化に好影響を得ています。また、地域おこし協力隊の協力により

地域の特産品を活用した商品の開発をおこない、オダメイドとして製造販売を始めているところ

でございます。小田の郷せせらぎの管理運営業務としまして、特産品販売施設せせらぎの利用客

数、８万４，１９９人。対前期比１０７％。売上額６，７９３万３，１８９円で対前期比、１０

８％となっています。また、軽食堂、かじか亭の来客数、１万５，０６１人。対前期比、１１０％。

売上額１，０７７万７，５５０円で対前期比１１１％と増加しております。これらはすべてこれ

までで最高の利用客数、また売上額となっております。 

２ページをお開き下さい。せせらぎへの農産物の出荷者は１２７名。売上額別の出荷者数は、

表のとおりでございます。年間の一人当たりの売上平均は５３万５，０００円となっており、対

前期比１０８％と増えております。 

次に、３ページ事業報告でございますが、本年度はせせらぎデーの開催、町内外のイベントや

小田深山でのイベント等に参加しまして、商品販売とあわせて小田の郷せせらぎのＰＲ活動をお

こなっております。また、今期取り組み開発をしました、オダメイドのＰＲをおこなうため、千

葉県の幕張メッセで開催された食品飲料専門展示会、フーデックスジャパン２０１６での試食販

売をおこなったり、各種イベント時にオダメイドの商品販売や試食によるＰＲをおこなってきた

ところでございます。決算状況につきましてご説明致します。 

５ページの貸借対照表をお開き下さい。まず、資産の部でございますが、流動資産が現金及び

預金、売上金、棚卸資産等あわせまして、２，０９７万５，４２３円でございます。次に固定資

産の合計が１，０９９万８８３円。その内訳は有形固定資産、１，０６５万１，５３３円。無形

固定資産、３３万９，１５０円。投資その他の資産として２００円でございます。次に、繰延資

産としまして、１６８万３，１７１円を計上致しております。これはオダメイドの研究開発に要

しました費用の一部を繰延資産としたものでございます。資産の部の合計は３，３６４万９，４

７７円となっております。次に負債の部ですが、流動負債は買掛金、未払金などあわせて５０７

万２，６２５円となっております。固定負債はございません。次に純資産の部につきましては、

資本金３，５３５万円に利益剰余金のマイナス６７７万３，１４８円を加えた純資産の部合計が

２，８５７万６，８５２円となっています。負債純資産の部の合計が３，３６４万９，４７７円
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でございます。 

続きまして、６ページの損益計算書です。売上高の合計が２，８３６万４，５８２円。売上原

価の合計、１，１８４万７，５９４円を差し引きまして、売上総利益は１，６５１万６，９８８

円でございます。販売費及び一般管理費が１，６３６万８８７円で売上総利益からこの販売費、

一般管理費を差し引いた１５万６，１０１円が今期の営業利益でございます。この営業利益に預

金利子等の営業外収益、７，００８円を加えて繰延資産償却の営業外費用、１２万２２６円を差

し引きました経常利益が４万２，８８３円でございます。これに第１５期は特別利益としまして、

オダメイドの研究、開発に要しました費用への補助金収入、１７８万円がございます。また、オ

ダメイドの研究開発に要した費用から補助金を引いた残りの自己負担分、１３５万１，７１２円

を特別損失として計上致しております。法人税等の税額１８万３，３８２円を差し引きました２

８万７，７８９円が当期の純利益となっております。 

次に７ページには、先程申し上げました販売費及び一般管理費の内訳、下の表が期末棚卸資産

の内訳となっております。８ページ、９ページは株主資本等変動計算書、資本剰余金及び利益剰

余金の内訳でございます。１１ページからは第１６期の事業計画及び収支予算書となっておりま

す。内容につきましては、お目通しをいただいたらと思います。第１６期につきましては、せせ

らぎ施設全体の売上を前期比３％増を目標として、収益を伴うイベントの開催、地域農産物を使

った加工品開発、オダメイドのブランド化を目指すとともに、材料となる農産物の栽培を奨励し

ていくことと致しております。また取締役会、生産出荷組合、町と意思疎通を図りながら一体的

な取り組みによりまして、地域への来訪者増を図りながら健全経営に努めていくことと致してお

ります。以上、簡単ではございますが、小田まちづくり株式会社の経営状況の報告とさしていた

だきます。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○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） 小田まちづくり株式会社のこの決算の仕方とからりのと若干違うような

気がするんですけど、というのが最初の説明でせせらぎの売上高、６，７９３万３，０００円。

かじか亭が１，０７７万。この損益計算書の売上高は２，８３６万４，０００円なんですが、直

売所の分はこれには入れてないということなんですか。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） 最初に申し上げましたようにせせらぎ、あるいはかじか亭の売り

上げと言うのはその店全体の販売額をやっております。その後の損益計算とかで出て参りますの

は、そのうちからですね、生産者にお返しせんといけませんので、１５．５％の手数料をいただ

いておりますのが小田まちづくり株式会社の収入ということになりますので、１５．５％プラス

小田まちづくり株式会社独自で販売しているような商品、それらを含めたものが損益計算書に出

てきておる数字です。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 
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○２番（森永和夫君） からりの場合はその売り上げも含めて計上してあるんですよね。手数料

の分だけが入っておるんですか。すみません、私の勘違いでした。 

○議長（池田洋助君） 他ございませんか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 小田まちづくり株式会社、せせらぎの運営を含めて頑張って今までにな

い売り上げ金額も出していただいておるんで、地域おこし協力隊員の導入が功をさしたかなとい

うふうな捉え方をさしていただいたんですが、この中に第１６期の経営目標として前年比３％増

の運営をしていきたいということを掲げておられるんですが、これは前年比というのは前年の目

標に対して３％増でしょうかね、売上に対して３％増なのかということをちょっと教えていただ

きたいのと、もう一点は、先ほど報告があったように、６００数十万円の欠損金がずっと残って

おるんですが、これに対して株の評価が１万弱減って、現在減っておろうと思うんですが、そこ

らに対して株主総会でご意見があったものかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(池田洋助君)  大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） 前年比３％増というのはせせらぎのですね、販売額に対して３％

増を目標ということでございます。それから株主総会で今の欠損金と言うか、資本金ですね、一

株当たりの分が１万円近くしているということでございますが、株主総会の中ではそういった意

見は出なかったかと思っております。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。よって、報告の通り受理すること致します。 

 

日程第 ６ 報告第 ８号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 報告第８号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況

を説明する書類の提出について」 を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第８号、公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書

類の提出につきましては、その内容を自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 

○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〕 
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○自治・学習課長（亀沖明義君） 報告第８号、公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況に

つきましてご報告申し上げます。ナンバー２のオレンジ色の次のページをご覧下さい。まず、事

業報告でございますが、平成２７年度におきましても町民一人一人が国際理解感覚を持ち、将来

を担う人材を育成し、国際的な視野と実践力をもつことを目指し、各種事業をおこなっておりま

す。まず大きい１の促進交流事業についてでございますが、意識啓発情報発信事業につきまして

は、機関紙ゆうてぃあ、毎月広報うちこの方で掲載をさしてもらっている他、ホームページ等で

発信をさしていただいております。右の各種講座運営につきましては、ＡＬＴ、ＣＩＲによりま

す、外国語活動や国際交流活動をおこなっており、幼稚園、保育園では国際理解教育をおこなっ

ております。 

２ページをご覧下さい。３、交流イベント体験事業につきましては、国際交流の集い事業とし

てこのフェスティバルへの出店であったり、３ページの上段になりますが、凧合戦や駅伝大会を

通して異文化に触れる活動をおこなっております。（３）のホームステイの受け入れ事業としまし

ては、３月２１日から２６日までの日程で来町されましたローテンブルク訪問団３１名の内１５

名を受け入れをおこなっております。また、財団設立２０周年記念事業としまして、６月１１日

に町内中学生を対象に戦場カメラマン渡邊陽一さんによる講演会を開催しております。 

 次に４ページをご覧下さい。中段の大きい２、助成事業と致しましては、第２１回青少年海外

派遣事業を１０月２６日から１０日間の日程で１３名の中学生をローテンブルク、イギリスのエ

ディンバラへ派遣を致しました。なお、ライオンズクラブから１名分の派遣費用をいただいてお

ります。 

次に５ページをご覧下さい。大きい３、法人管理につきましては、１、理事会及び評議員会か

ら４の職員の状況につきましては、ご覧のとおりになっております。６ページ、７ページの役員

につきましてはお目通しをいただいたらと思います。 

次に８ページでございます。収支決算書についてご報告申し上げます。貸借対照表、本年度、

（Ａ）の欄をご覧いただいたらと思います。科目の大きい１、資産の部で１の流動資産の合計が

２８９万８，９０２円でございます。２の固定資産の特定資産合計が２億３，３６１万５，１８

１円。流動資産と固定資産を合わせた資産合計が２億３，６８５万７，５２３円でございます。

大きい２、負債の部で１の流動負債でございます。未払金と預り金を合わせた負債合計が１０万

５，７０５円。大きい３、正味財産の部で、１の指定正味財産の合計が２億３，３６１万５，１

８１円。２の正味財産の合計が２億３，６７５万１，８１８で一番下の負債及び正味財産の合計

が２億３，６８５万７，５２３円となっております。 

次に９ページの正味財産増減計算書、真ん中所、当年度（Ａ）の欄をご報告さしていただきま

す。まず大きい１、一般正味財産増減の部、１計上増減の部(計上収益の特定資産運用益)でござ

います。２９５万４，７４０円で事業収益の外国語講座、及び各種事業会費等の合計が１４６万

８，４１５円。内子ライオンズクラブ寄付金を含めます、受取寄付金等が５４２万７，２６０円

など経常収益合計が１，２０２万７，７３３円になります。次に（２）経常費用の事業費の主な

ものとしましては、人件費が２９６万２，４２５円。青少年海外派遣事業等の助成金の合計が３

０５万１，０００円。経費の内、報償費、１４７万５，４３２円におきましては、２０周年記念
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事業として開催した後援会の謝礼等が含まれております。経常費用計が１，２４４万５５８円と

なっております。 

１０ページをご覧下さい。一般正味財産期末残高が３１３万６，６３７円となっております。

次に大きい２、指定正味財産増減の部、特定資産評価損益、一般正味財産への振替により当期指

定正味財産増減額がマイナスの７４５万６，２５０円となっております。以上のことによりまし

て、大きい３、一番下の正味財産期末残高は２億３，６７５万１，８１８円となっております。

続いて１１ページにつきましては、財産目録を記載しております。これにつきましては貸借対照

表にあります、資産並びに負債の内容になっておりますので、お目通しいただいたらと思います。

続きまして、最後に、１２ページから１５ページにかけましては、平成２８年度の事業計画。ま

た１６、１７ページにつきましては、２８年度の収支予算書を付けておりますので、お目通しい

ただいたらと思います。以上、報告第８号の報告とさしていただきます。よろしくお願い致しま

す。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 細かい点を言って申し訳ないんですが、７ページに評議員さんの名簿が

掲載されておるんですが、当議会には文教厚生委員長という肩書はありませんので、ご指摘を申

し上げます。 

○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） 申し訳ございません。総務文教常任委員長の誤りでございま

す。大変失礼しました。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） ちょっと一点ですけど、国際交流の一時剰余金があった時に株という

か、証券を買って運用したらという形で、その時にはけっこう株自体も順調に上がってきた時だ

ったんですけど、現実的に今の経済状況の中で、おそらく２万円は超えてたやつが今日の株価が

どうなっているか分かりませんけど、１万６，０００円、なかなか１万７，０００円台に乗らな

いというような状況の中で、こういう状況の中でこの持っている証券をどういう方向で国際交流

という協会では考えておられるのか。その辺をあんまり損する前に売ろうとか、上がってくるか

もしれないからもう少し持っておこうとか、いろんな考え方、それは株の話ですから、その辺の

考え方がやはり協会を運営する上では大事な基金ですので、その辺をどのような話が会合で出て

いるのかどうかいうことだけちょっと確認さしていただいたらと思います。 

○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） お手元の資料１１ページのところにありますものがですね、

国際交流協会で持っているのは投資信託というもので、資金を運用しております。株じゃなくて

投資信託でございます。議員さんご指摘の通りですね、昨年度においては運用益というのがあま
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り見込まれなかったものでございます。おととしに比べたらかなり半減しているものでございま

す。ただ、これは値動きというか、かなり動きがございましてですね、本年度につきましては、

８月末までの計算で２８０万ほどの収益が上がってきておりますので、昨年の分くらいはクリア

出来ているので、本年度予算額くらいはできるのかなというふうに思っております。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて質疑を終結します。本件は報告事項であります。よって、報告

のとおり受理することとします。 

 

日程第 ７ 報告第 ９号 健全化判断比率の報告について 

日程第 ８ 報告第１０号 資金不足比率の報告について 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 報告第９号 健全化判断比率の報告について」及び「日程第

８ 報告第１０号 資金不足比率の報告について」以上の２件を一括議題とします。提出者の報

告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第９号、健全化判断比率の報告について及び、報告第１０号、資金

不足比率の報告について、この２つの報告案件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律の規定により議会に報告するものでございます。その内容につきましては、総務課長

に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○総務課長（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、報告第９号、健全化判断比率の報告と、報告第１０号、資

金不足比率の報告についてご説明致します。地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、

財政の健全化判断、財政の早期健全化判断、財政の再生判断を示す指標につきまして監査員の審

査に付し、その意見をつけて議会への報告及び公表が義務付けられておるものでございます。 

まず、議案書１の９ページをご覧下さい。健全化判断比率、すなわち実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の４つの指標を報告第９号の一覧表で示してございま

す。企業会計は１０ページの報告第１０号の一覧表に示しているように、資金不足の比率を示す

指標ということになります。これらの５つの指標によって財政運営の健全化を示すことになって

ございます。報告第９号、健全化判断比率の報告について。地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律、第３条第１項に規定する平成２７年度の実質赤字比率、及び連結実質赤字比率は黒字と

なっているため、該当ございません。実質公債費比率は６．４％でした。実質公債費比率が１８％

を越えますと新たな財政計画や起債発行にあたって県との協議が必要となって参ります。それか

ら将来負担比率も該当なしということで前年度と同様に基準値内ということになっております。

また、それぞれの項目にあるカッコの数字はイエローカードにあたる早期健全化基準の数字とな
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っております。報告第１０号資金不足比率について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律、

第２２条第１項に規定する平成２７年度の資金不足比率は、３つの事業会計において資金不足は

発生しておりません。なお、参考数値として、イエローカードにあたる経営健全化基準の数値が

入ってございます。以上、報告第９号及び報告第１０号は、７月２６日役場本庁会議室において

片岡代表監査委員、下野監査委員の審査を終えましたので、別冊資料８の８月２６日付け、審査

意見を付して本日、内子町議会９月定例会に報告するものでございます。よろしくご審議の程、

お願い致します。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第 ９ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提

出について」を議題とします。提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１１号、内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につきまし

ては、その内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げま

す。 

○学校教育課長（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） それでは、報告第１１号、内子町教育委員会の点検・評価の書

類の提出についてご説明申し上げます。内子町教育委員会では、平成１９年６月地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の改正を受けまして、毎年、教育行政の管理、執行状況について自己

点検及び報告をおこない、その結果に関する報告書を作成しそれを議会に提出するとともに公表

をしているところでございます。点検評価の対象と致しました事業でございますが、平成２７年

度中に実施致しました学校教育課関連の１９事業、お手元の資料ナンバー３の５ページから２３

ページでございます。また、自治・学習課関連につきましては、１８事業、資料ナンバー３の２

４ページから４１ページでございます。内容につきましては、去る８月１９日に開催されました

議員全員協議会で説明させていただいた通りでございますので、省略をさせていただきます。今

後におきましても、学校教育の方針と施策、社会教育の方針と施策、人権同和教育基本方針を元

に教育や文化、スポーツの振興に努めて参りますので、なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。

以上、内子町教育委員会の点検評価の報告とさせていただきます。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） これに穴が空くほど読んでもいじめの問題があったと、それから校区

外通学の子どももあったと、それから２７件かなんかの問題点があったと、２件はまだ話がつい

てないという報告があったんですけど、これどこみても全然問題点、課題のところに一言もそう

いう事が書いてない。これはなぜ書かないのか。実際にこの月にはこういうことがあったよ、こ

の月にはこういうことがあったよと、議会にあげてくる以上は本当のことを書くのが普通じゃな

いんですか。全然書いてない。なぜ書かないのか。本当のことを書いてみんなで協力しあってい

かなんだら、私は前に向いていかないと。これはマニュアルだ。私はこれは間違いだと。マニュ

アルを出されても本当のことが書いてない以上何も分からない。今までも全部そうです。この課

題、問題点のところにそういう問題があれば必ず書くのが普通じゃないんですか。ちょっとお尋

ねしときます。なぜ書かないのか。なぜ書いてないのか。それをお尋ねしときます。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） ただ今のご質問でございますが、学校教育に関係致しました、

平成２７年度事業は１９事業です。これ主な事業ということであげさしていただいておりますの

で、決していじめ事案を隠すとか、おろそかに考えているものではございません。ただ、今、議

員のご指摘をいただいて２８年度始まっておりますが、そこら辺の事業をもう一度精査致しまし

て、検討をさしていただきたいと思います。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） それだったら検討するんじゃなしに、今説明をしていただきたい。１

月にはこういうことがありました。２月にはありました。私はそれを聞きたいんです。どこまで

把握をされて、どこまでやって来られたのか。今その評価を聞きたい。だめでしょうか。 

○議長（池田洋助君） 暫時休憩します。 

 

午後 ２時２０分 休憩 

 

午後 ２時２１分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 再開します。 

○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） この点検評価につきましては、教育委員会が毎年、学校教育及び社会

教育におきまして方針と施策、方針と目標というのを定めさしていただいて、その中で各種事業

を展開さしていただいているものでございます。そういった方針や施策に基づいたものを町民の

外部評価委員さんにお諮りをしながら評価をいただいたというものでございますので、寺岡議員

が言われました詳細なところの部分につきましては、そこらの部分が抜けている部分があるかと

思いますが、事業としての評価というふうに受け止めていただいて、それを外部評価委員さんが
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評価をいただいたというふうにご認識いただいたらと思いますので、よろしくお願致します。 

○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） そしたら何も話をしないということなんでしょうか。ちょっとおかし

いんじゃないん。自己評価はＤになっておるし、課題、問題のところなんかいろいろ書いてある

けど、ここら辺に書くのが普通じゃないかと思うんですが、私の考えが間違っているんでしょう

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） いじめ、不登校、虐待等につきましては、お手元の資料の１４ページ

のところの教育諸条件の整備及び事業、スクールソーシャルワーカー配置事業等々のところでそ

こで書かせていただいてます。詳細なところ詳しくは書いておりませんけれども、そういったと

ころを含めながら、事業としては取り組んでまいったというようなところを書かせていただいて

おりますので、ご了解をいただいたらと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 教育長言われるようなことは理解出来るんですけれども、この評価委員

さんに対して今、寺岡議員も言われたようないじめの実態といったものの説明はなされた上での

この評価委員さんの評価ということで理解してよろしいんでしょうか。 

○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） ここのお手元の資料をお配りしながら補足としてそういった件数とか

そういったものを入れながら説明をさしていただいたということでございますので、ご理解いた

だいたらと思います。 

○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） 一点確認したいんですけど、２２ページなんですけど、インクルーシブ

教育についてですね、これは点検評価ですから今回で完了ということだったんですけど、確認と

いうことで、これは補助事業ということでやってこられたと思うんですが、新年度からも町独自

でやられているのかどうか。そこらのところをお答えいただいたらと思います。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 只今のご質問でございますが、インクルーシブ事業は平成２５、

２６、２７年で３年間で終わっておりまして、このモデル事業はやっておりませんけれども、最

終年度に実施成果を報告書にまとめさしていただきまして、今後のインクルーシブ教育システム

の構築につなげていこうということでございます。既存の発達支援巡回指導員がですね、支援活

動を継承して引き続きインクルーシブ教育の環境を整えているような状況でございます。以上で

ございます。 
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○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 再度言います。新たな年度からもこの事業、これに見合う事業を町単独

でやられる考えはあるのかどうか。やられているかどうかということを確認します。 

○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。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 先程言いましたように、３年間でモデル事業をやっております

が、引き続いて事業に取り組んでいるということでご理解願ったらと思います。 

○議長（池田洋助君） これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。よって、報告の通り受理することとします。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。４５分から再開します。 

 

午後 ２時３５分 休憩 

 

午後 ２時４５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に引き続き、再開します。 

 

日程第１０ 議認第 ６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議認第 ７号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１２ 議認第 ８号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１３ 議認第 ９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１４ 議認第１０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１５ 議認第１１号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１６ 議認第１２号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１７ 議認第１３号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１０ 議認第６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算

の認定について」「日程第１１ 議認第７号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について」「日程第１２ 議認第８号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」「日程第１３ 議認第９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」「日程第１４ 議認第１０号 平成２７年度内子町介護保険サー
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ビス事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１５ 議認第１１号 平成２７年度内子

町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１５ 議認第１２号 平成２７年

度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１７ 議認第１３号 平

成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上の８件を

一括議題とします。 

本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について、

議認第７号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第８号 

平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第９号 平成

２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１０号 平成２７年

度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１１号 平成２７

年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１２号 平成２７年度内

子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１３号 平成２７年度内子町

後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、一般会計が歳入額で１１１

億１，００９万１，３９３円。歳出額が１０５億１，０３８万６，８７２円となっております。

特別会計を含めますと、全会計では歳入総額が１７４億４，８９４万８，８１０円。歳出総額が

１６４億６，００２万５，４５８円となっております。その内容につきましては、会計管理者に

説明致させますので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○会計管理者（安川 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 安川会計管理者。 

〔安川 徹会計管理者登壇〕 

○会計管理者（安川徹君） それでは、議認第６号から議認第１３号まで平成２７年度内子町一

般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の認定につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。議認第６号か

ら１３号までの議案書につきましては、資料ナンバー１の１２ページから１９ページまでに議案

書がございますが、説明につきましては、資料ナンバー４、平成２７年度内子町一般会計歳入歳

出決算書、資料ナンバー５、平成２７年度内子町特別会計歳入歳出決算書、及び資料ナンバー７、

平成２７年度決算資料によって行いますので、宜しくお願いを致します。それでは、まず議認第

６号の一般会計歳入歳出決算について説明を致します。資料ナンバー４、平成２７年度内子町一

般会計歳入歳出決算書をご覧いただきたいと思います。 

まず、２ページ、３ページをお願い致します。歳入です。１款の町税の収入済み額、３ページ

の左の欄でございますけれども、１４億３９３万３，４９４円です。この金額の歳入総額に占め

る割合は、１２．６％、前年度比２，２５２万円余りの減となっております。税目ごとに見ます

と、町民税、固定資産税が減少し、軽自動車税、町たばこ税が増加しております。その右側に不

納欠損額が３６６万円余りございますが、１０５人分を処理したものです。次に収入未済額の３，
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２９５万円余りは、１，０９７人分の滞納額で、前年度と比較して６１万円余り減少しておりま

す。また、町税の調定額に対する収入率は、９７．５％で、前年度と比較して０．２％上昇して

おります。これらの詳細につきましては、資料ナンバー７の決算資料６ページから８ページに載

せておりますので、後ほどご覧いただいたらと思います。２款から７款につきましては、収入済

額、記載のとおりご覧いただいたらと思います。 

８款の地方交付税の収入済額は５４億５１７万１，０００円で、前年度と比較致しますと、７，

１１１万５，０００円の減少となっております。また、その歳入に占める割合は、４８．７％で

ございます。 

１０款の分担金及び負担金の１項、分担金の収入未済額１００万７，０００円は災害復旧費分担

金の事業繰越によるものでございます。２項、負担金の収入未済額の３８１万８，０６０円は保

育料等の未納額でございます。 

１１款の使用料及び手数料の収入未済額、１，１８２万２，０１８円は町営住宅使用料等の未

納額です。その詳細につきましては、決算資料の１０ページに掲載しておりますので、後ほどご

覧をいただきたいと思います。 

次に、４ページ、５ページをお願い致します。１２款、国庫支出金の収入未済額３億３５万６，

６００円は、社会資本整備総合交付金、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、社会保障・

税番号制度通知カード・個人番号カード関連事業交付金、地域公共団体セキュリティ強化対策費

補助金、地方創生加速化交付金、臨時福祉給付国庫補助金、美しい森林づくり基盤整備交付金、

伝統的建造物群保存対策費、学校施設環境改善交付金事業に関する事業繰越によるものでござい

ます。 

１３款、県支出金の収入未済額、８，４５５万５，０００円は、林業施設費県補助金、河川及

び防災費県補助金等に係る事業繰越によるものでございます。 

１５款、寄附金、収入済額、２，４２４万７，２８５円につきましては、４，０４３名からい

ただいた、ふるさと納税寄附金によるものでございます。 

１８款、諸収入の３項、貸付金元利収入の収入未済額１，８０２万３，６１２円につきまして

は、住宅新築資金等貸付金と奨学資金の未収分でございます。その詳細につきましては、資料ナ

ンバー７、決算資料の１１ページから１２ページに掲載しておりますので、後ほどご覧をいただ

いたらと思います。 

１９款、町債でございます。収入済額８億５,８０８万３，０００円で、前年度比４億１，２２

８万３，０００円の増となっております。収入未済額２億５，９４０万円につきましては、農林

水産業債、土木債、教育債で事業繰越によるものです。歳入の合計でございます。収入済額が１

１１億１，００９万１，３９３円で、前年度比１億６，８６３万円余り、率にして１．５％の増

加となっております。 

次に６ページ、７ページをお開きください。歳出に移ります、その主なものを説明させていた

だきます。まず、１款の議会費、支出済額は、９，３９５万５，２２４円で前年度と比較して、

４４８万円余りの増になっております。 

２款の総務費、支出済額は、１２億１，７６５万７，０２７円で前年度と比較し、１億５，１

８９万円余りの減となっております。総務費の翌年度繰越額につきましては、情報セキュリティ
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強化対策及び通知カード・個人番号関連事務事業の事業繰越によるものでございます。 

３款の民生費、支出済額は、２４億６，５７０万８，０１１円で前年度と比較し、９０万円余

りの減少となっております。民生費の翌年度繰越額につきましては、年金生活者等支援臨時福祉

給付事業の事業繰越によるものでございます。 

４款の衛生費、支出済額は、８億２，２８８万７，１６７円で前年度と比較し、８，３５０万

円余りの増加となっております。 

６款、農林水産業費ですが、支出済額は７億１，５０５万４，８９９円で前年度と比較し、１，

５８１万円余りの減少となっております。翌年度繰越額は、林業施設費・林業振興費の委託料・

工事請負費等の事業繰越しによるものでございます。 

７款の商工費、支出済額は１億５，５０１万４，３８６円で前年度と比較し、６，６８５万円

余りの増となっております。 

８款、土木費、支出済額は９億２，１２７万１，１１０円で前年度と比較して、１億６，１４

６万円余りの増加になっております。また、繰越額につきましては、道路橋梁新設改良費、河川

及び防災費の事業繰越によるものでございます。 

９款、消防費、支出済額は、４億９，７５０万１，１００円で前年度と比較し、４，４６４万

円余りの増加となっております。繰越額につきましては、防災行政無線整備事業の事業繰越によ

るものでございます。 

次に、８，９ページをお願い致します。１０款教育費、支出済額は１６億２，２４０万２，６

０１円で前年度と比較し、７，８５８万円余りの増加となっております。繰越額につきましては、

小学校危険校舎改築事業の事業繰越によるものでございます。 

１１款、災害復旧費、支出済額は、１億８０９万４，０９０円で前年度と比較し、１，２３０

万円余りの減少となっております。また、翌年度繰越額につきましては、農林業施設及び公共土

木施設災害復旧工事請負費等の事業繰越にかかるものでございます。 

１２款、公債費、支出済額は、１２億５，８０５万６,３０３円で、前年度と比較し、６，９０

４万円余りの減少となっております。なお、歳出総額に占める割合は１２．０％です。１３款、

諸支出金の基金費は、６億３，２７８万円余りで、減債基金、公共施設整備基金、「エコロジータ

ウン内子」ふるさと応援基金などに積み立てを行っております。 

１４款、予備費の支出はございません。そして、一番下の歳出合計の支出済額ですが、１０５

億１，０３８万６，８７２円で、前年度比、５，３７５万円余り、率にして０．５％の増加とな

っております。なお、各款の委託料、工事請負費、補助金等の主なものにつきましては、資料ナ

ンバー７、決算資料の２８ページ以降に記載しておりますので、後ほどご覧をいただいたらと思

います。以下、１１ページ以降の事項別明細につきましては、説明を省略させていただきます。 

この資料の最後の方、１６４ページをお願い致します。実質収支に関する調書でございます。

平成２７年度の一般会計、歳入歳出差引額は、５億９，９７０万４，５２１円、翌年度へ繰り越

すべき財源は、１億３，６２４万円で、実質収支額は、４億６，３４６万４，５２１円になりま

した。 

次のページは公有財産ですが、これにつきましては、別の資料で後ほど説明させていただきま

して、１６９ページをお願い致します。出資による権利です。ご覧のとおり平成２７年度中の増
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減額はございません。 

次に、１７１ページをお願い致します。物品の異動でございます。表の一番下のパーソナルコ

ンピューターが３台増加となっております。 

次に、１７３ページをお願い致します。奨学資金の貸付による債権でございます。返済の状況

につきましては、枠外の備考欄にありますように、２７年度中の貸付額は１，０８４万８，００

０円。返済は７０８万２，０００円で度末の貸付現在高は、６，２６９万１，０００円になって

おります。 

次に、１７５ページをお願い致します。基金の決算でございます。利息以外に異動があったも

のを主に説明させていただきます。表中左側２番、減債基金、２，７０９万１，６２７円を将来

の起債返済財源に積み立てております。表中左側の番号７番、公共施設整備基金ついては、債権

部分、２億３，４９８円を預金に変更し、５億７，５７５万円余りを平成２７年度中に積み立て

てございます。１４番、小田まちづくり基金は、１００万３，９１７円を小田深山観光施設の管

理に関する協定書に基づき積み立てを致しております。 

次に、１７６ページをお願い致します。１８番、介護給付費準備基金は、新たに２，５００万

円余りを積み立てております。 

２０番、「エコロジータウン内子」ふるさと応援基金は、ふるさと納税の寄附金を基金として管

理運用するもので、２，４６３万８，３６４円を積み立て、決算年度中減少額の１，７６８万円

余りの内１００万円は各幼稚園、小中学校の上杉文庫図書購入費に。１，６３０万円余りは、ふ

るさと応援寄付金のお礼の経費に充てております。 

２１番、農山漁村地域マネージメント支援事業基金は、愛媛大学農学部農山漁村地域マネージ

メント特別コースに進学する町内学生への奨学金として管理運用するもので、２名分４８万円を

充てております。 

２２番、文化創造基金は、３５０万７，７４１円を文化創造事業に活用するため積み立ててお

り、３４０万円を内子座創建１００周年記念事業に充てております。以上、２５の基金の平成２

７年度末の現在高は５億４，３９７万円余り増加し、５９億８，６０１万６，３３５円になって

おります。なお、この基金にかかる利息合計は、５０７万円余りとなっております。 

それでは先ほどの公有財産の異動につきまして、資料ナンバー７の決算資料、１２７ページを

お開きいただきたいと思います。公有財産の異動一覧表でございます。異動のある主なものを説

明させていただきます。まず、左半分の土地の異動です。公共財産その他の施設で、護国団地の

駐車場用地など、８３８㎡が増加しておりますが、その内、地目変更と記載しております、護国

団地駐車場用地７４２㎡については、地目が畑になっていたために公有財産に入れてなかったも

ので、今回地目を変更し公有財産として入れたもので、新規の土地の取得ではございません。宅

地においては、麓団地、分譲地２区画売払うなど、４８２㎡が減少し、合計致しますと、３５６

㎡の増加となっております。次に、右側の建物でございます。公営住宅中組団地など９４１㎡が

増加し、学校で大瀬小学校の旧校舎解体などで３，１１２㎡が減少し、合計で２，１７１㎡の減

少となっております。以上で、一般会計の決算についての説明を終わります。 

次に、議認第７号から第１３号までの各特別会計歳入歳出決算を説明致しますので、資料ナン

バー５をご覧下さい。 
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まず２ページ、３ページをお開け下さい。小田高校の寄宿舎特別会計でございます。まず、歳

入です、１款の寄宿舎事業収入の収入済額、５６０万７，０００円は、寄宿舎の使用料収入でご

ざいます。その使用料は、１部屋が月２万６，７００円で、利用者は２１名です。３款の諸収入

１３１万１，０７３円は、利用者から徴収した各部屋の光熱水費を受け入れたものでございます。

歳入の合計は、一般会計からの繰入金２６８万３，７９５円を含めて、９６０万１，８６８円で

ございます。 

次に、４ページ、５ページをお願い致します。歳出です。１款の寄宿舎事業費のみで、９６０

万１，８６８円になっております。その内訳は、寮長ほかの人件費等２６０万円余りと、寮生の

給食費４８０万円余り、施設の管理費２１９万円余りとなっております。 

次に１２ページをお願い致します。実質収支に関する調書です。ご覧のように０円となってお

ります。 

次に、１４ページ、１５ページをお願い致します。国民健康保険事業特別会計です。まず、歳

入です。１款、国民健康保険税、収入済額が４億３，５１８万７，８９０円で、前年度比４，０

７０万円余りの増加となっております。また、調定額に対する収入率は、９０．０％で、前年度

と比較して２．９％上昇しております。不納欠損額は、４２人分の２８３万６，６８１円です。

収入未済額は、４，５４６万３７６円ですが、その内容につきましては資料ナンバー７、決算資

料の６０ページに記載をしておりますので、後ほどご覧いただいたらと思います。次の３款国庫

支出金以下、７款共同事業交付金までは、保険給付費に対するそれぞれの負担率による支出金、

交付金の収入でございますので、お目通しをいただいたらと思います。歳入合計は、２７億９，

８４１万９，１１１円で、前年度比で３億１，０９９万円余り、率にして１２．５％の増加とな

っております。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願い致します。歳出でございます。２款、保険給付費１５

億８，７６２万６，２１０円が主なもので、前年度比５，２４９万円余りの増加となっておりま

す。項の欄に明細がございますが、４項の出産育児諸費、６７０万４，０００円は、出産育児一

時金１６人分でございます。５項の葬祭諸費７０万円は、葬祭費で１人当たり２万円の３５人分

です。歳出合計でございますが、２６億７，０８６万３，０７０円で、前年度比３億２，７２９

万円余り、率にして１４％の増加となりました。 

次に、４２ページをお願い致します。実質収支に関する調書でございます。ご覧のように１億

２，７５５万６，０４１円です。実質単年度収支につきましては、１，６１７万円余りのマイナ

スとなっております。 

次に、４４ページ、４５ページをお開きください。介護保険事業特別会計でございます。まず、

歳入です。１款の保険料収入済額は、４億６７３万２，４８０円で、その保険料を納めておられ

る第１号被保険者の数は、平成２７年度末現在で６，５２２人です。また、不納欠損額が７０万

５，０００円、収入未済額は、１，３１４万円余りになっております。その詳細につきましては、

資料ナンバー７、決算資料の７２ページに載せておりますので、ご覧いただいたらと思います。

以下、４款からは、それぞれの負担率による収入で、金額は記載のとおりでございます。１０款

の繰入金は一般会計からの繰り入れで、３億５，２５０万円余りとなっております。歳入の合計

が、２４億９，５１３万２，０１７円で、前年度比２，７２１万円余り、率にして１．１％の増
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加となっております。 

次の４６ページ、４７ページが歳出でございます。歳出の主なものでございますが、２款の保

険給付費で２３億７２４万８，４７１円になっております。なお、２７年度末の要支援・要介護

者数は１，３６９人、そのうち居宅サービスの利用者が７６９人、施設入所者が３０７人、地域

密着が１７２人です。認定を受けたがサービスを受けていない方が１２１人です。歳出の合計は、

２４億３，４７７万１，２２１円で、前年度比４，４０８万円余り、率にして１．８％の増加と

なっています。 

次に、８０ページをお願い致します。実質収支に関する調書でございます。ご覧のように６，

０３６万７９６円です。 

次に８２ページ、８３ページをお願い致します。介護保険サービス事業特別会計です。まず歳

入の１款サービス収入は、２３３人、２，８７７件のケアプラン作成にかかる収入、１，２６７

万６，６８０円で、２款の繰入金は記載の通り、一般会計からの繰入金、９１４万４，５０９円

で、歳入合計は、２，１８２万１，１８９円でございます。 

次に８４ページ、８５ページをお願い致します。歳出です。１款、総務費の支出済額は、１，

１３５万９，３０９円で、ほとんどが人件費でございます。２款、事業費は、ケアプランの外部

委託等の経費で記載の通り１,０４６万１，８８０円で、歳出合計は２，１８２万１，１８９円で

す。 

次に、９４ページをお願い致します。実質収支に関する調書でございます。ご覧のように０円

となっております。 

次に、９６、９７ページをお願い致します。簡易水道事業特別会計でございます。簡易水道事

業特別会計につきましては、今年度より上水道事業会計に統合し、一部飲料水供給施設について

は一般会計に移行しておりますので、平成２８年３月３１日で打ち切りの決算となっております。

まず、歳入でございます。２款の使用料及び手数料の１項使用料、５，３０２万１，４３５円は、

各簡易水道施設の水道使用料で、その徴収率は９８．８％、不納欠損額９，１２６円、収入未済

額は１５８件の６５万８，６２５円です。その詳細につきましては、資料ナンバー７、決算資料

の９２ページに記載しておりますので、後ほどご覧いただいたらと思います。その他、３款国庫

支出金が１億４５４万６，０００円、５款、繰越金が４，１２４万８，２５２円、６款、繰入金

が１億５４５０万円となっております。そして、歳入の合計は、５億１，８１２万４，９８９円

になっております。 

次に、９８、９９ページをお願いします。歳出でございます。１款の簡易水道費は、２億２９

６万４，７４５円です。２款、公債費は、１億１，７４９万６，１８５円で、歳出合計は３億２，

０４６万９３０円です。 

次に、１３０ページをお願い致します。実質収支に関する調書でございます。ご覧のように１

億９，７６６万４，０５９円となっております。 

次に、１３２ページ、１３３ページをお願い致します。公共下水道事業特別会計でございます。

平成２７年度の公共下水道事業の状況でございますけれども、受益戸数は２，１３６戸、５，１

４６人の普及率が２９．６％、水洗化率は、８３．９％となっております。それでは、まず歳入

でございます。１款の分担金及び負担金の１６１万８，２５０円は、受益者の負担分でございま
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す。 

次に、２款の使用料、手数料は、６，５８１万７，１４６円で、不納欠損額６，８７７円、収

入未済額２４万２９３円は、２２人分です。４款、繰入金の２億８１９万６，０００円は、一般

会計からの繰入金で、歳入に占める割合は７５．５％、歳入合計は、２億７，５６３万２，８０

５円です。 

次に、１３４、１３５ページをお願い致します。歳出でございます。主なものは、１款の管理

費９，３７２万６，９９４円で、維持管理委託料等でございます。３款の公債費は、１億８，１

６０万９，７８６円で支出に占める割合は、６５．９％となってございます。そして、歳出合計

は、２億７，５６２万８，３８０円でございます。 

次に、１５０ページをお願い致します。実質収支に関する調書でございます。ご覧のように４，

４２５円となっております。 

次に、１５２ページ、１５３ページをお願い致します。後期高齢者医療保険特別会計でござい

ます。７５歳以上の方々を対象とした医療保険制度の創設によるもので、その事務は県下で統一

した広域連合で行われ、町としては、保険料の徴収が主な業務になります。まず歳入でございま

す。 

１款の後期高齢者医療保険料ですが、収入済額が１億２，５２５万６，６５０円で、年度末の

被保険者数は、３，８９６人です。収入未済額は２２万６，７５０円です。 

３款の繰入金８，７６８万５，３５８円は一般会計からの繰入れで、歳入の合計は２億２，０

１２万５，４３８円です。 

次に１５４ページ、１５５ページをお願い致します。歳出です。その主なものは、２款、後期

高齢者医療広域連合納付金で、２億１，５１９万５，７７３円で、歳出の合計は、２億１，６４

９万１，９２８円です。 

では、最後に１６６ページをお願い致します。実質収支に関する調書でございます。ご覧のよ

うに３６３万３，５１０円となりました。以上で、議認第６号から議認第１３号までの平成２７

年度一般会計及び、特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご認

定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。なお、お手元の資料の中に、「わが町の家計簿」

という資料があると思います。これは、資料ナンバー７の決算資料に加え、より具体的に説明す

る資料として、作成したものでございます。こちらも、あわせてご覧いただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） 監査委員から審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君） それでは、平成２７年度における一般会計･特別会計の歳入歳出

決算審査についてご報告申し上げます。審査は、会計課作成の決算資料を中心に、行政監査の考

えを取り入れ実施致しました。その結果、各会計の決算書及び関係調書等は、予算並びに関係法

令に準拠し作成されており、誤りのないものと認められました。全体を通しての具体的意見は、

ナンバー８ピンク表紙ですけれども、皆さん持っておられます意見書関係８号ですが、これのピ
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ンク色の表紙ですので、そこを見て頂いたらと思います。３１ページに私どもが意見書を書いて

おりますので、そこの総括意見というところを見て頂いたらと思うわけでございます。これの３

１ページです。総括意見と書いてあります。安川管理者とだぶる点もあるかもしれませんが、そ

の点はよろしくお願いします。 

Ⅱ総括意見、今回の決算審査は、行政監査の考え方を取り入れて実施しました。その結果の具

体的意見を申しますか見解は、次のとおりであります。下に小さい字を示しておりますが、これ

は行政監査の根拠法令と、それから今回の行政監査における着眼点ということで、これ地方自治

法の２条に書いてあるんですけど、それの１４項と１６項のことを抜粋しております。私が日頃

から言っておりますように、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果と、

それから１６項には、法令に違反して処理をしてはならないというような事が書いてあります。

まず１の一般会計予算額に対する不用額についてでございますが、不用額は、歳出予算から支出

済額それから翌年度に繰越額を控除した残額であり、今後、支出を要しない額であります。この

不用額の原因は、①でございますが、事業の効率的な執行や経費節約、②競争入札による入札･

見積減少金、③事業実績減、④予見し難いため余裕を持たせたなど、そういう予算ですが、それ

などが理由でありまして、多様な理由があるというわけでございます。ただこの理由が、①予算

編成時の調査･検証不足による過大見積もり、②計画と執行実績による執行管理不足、これはつま

りチェック不足です。③住民サービスの抑制等が原因とならないよう、留意して頂きたいという

ことで、いろいろ住民から出てくると思いますが、それを抑制するようなことがあってはならな

いというようなこと。また、抑制することによって、また不用額が増えてさらに基金などに回る

場合もありますが、これはまた基金のところで触れたいと思います。また、もしも、年度途中に

想定していないような高額な不用額が生じた場合は、補正予算を含め、適切に対処され、財源の

有効な活用に努めて頂きたいと思うわけでございます。 

 次に、２の工事請負費及び委託料についてでありますが、３点申し上げます。１点目の（１）

でございますが、工事請負費、委託料等は、減資が税金であることに鑑み、全体的には、競争性

の理念を取り入れた競争入札、比較見積等による適切な執行が行われ、評価できます。申すまで

もなく、自治体の発注や調達の基本は、より良いものをより安く、これが基本であります。（２）

に工事契約による落札業者の決定に当たっては、新たな評価項目を設けるなど、価格以外の要素

を加味した総合的評価による総合評価落札方式というものが取り入れられていることは、これに

つきましては、私は評価できると思います。発注者にとっては、事務的手間はかかりますけれど

も、良質で有利な方式であり、ケースによっては委託業務などにも採用できるのではないかと思

うわけでございます。ここに記載しておりませんけど、価格面の業者選定で逆転する場合もあり

ますので、取扱いには細心の注意が求められると思います。この価格面に関連して、もう少しお

話致しますと、公共工事は、より良いものをより安く、これが基本でありますので、価格のみに

先行するというか、また執着しますと、粗雑･手抜き工事とか、それから元請け･下請業者の給与、

福利厚生の抑制に繋がるなど、結果的には、建設業全体の健全な発展にはならないと私は思うわ

けでございます。それからここの下に小さい字で総合評価方式ということで、それを説明を入れ

ております。それからそれが出来るというような根拠法令は地方自治法施行令の抜粋として１６

７条の１０の２というところに書いております。これは抜粋ですので。それから（３）工事契約
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では、多くの変更契約が行われております。抽出による工事審査の結果、変更理由、変更時期・

期間、変更金額については、適正に執行されておりました。今後とも執行にあたっては、目視で

きたり、予測できる事項は、十分な調査と準備により適正な変更に努められたいと思うわけであ

ります。なお、私が日頃思っている一般的な変更理由としては、①としてですね、自然現象、②

として地元要望･調整、③として目視で確認困難な推定岩盤･地質、④として地下埋設物等が挙げ

られるのではないかと思っております。それ以外にちょっと県道とか国道と接する場合も多いで

すからそことの協議、調整。それから土地改良課とか、水利組合とか、それから山へ行けば保安

林などもありますから、法律の網もたくさんありますので、そこら辺りのことを考えましたら、

公共工事はほとんどの工事に変更契約、なんらかの変更があるのではないかなというのが私の考

えであります。 

 次に、３の滞納についてでありますが、町税をはじめとした貸付金、負担金、使用料等の滞納

は、次の滞納額の推移のとおり２２年度以降減少傾向にあり、２７年度は、対前年度比で６８万

５，０００円の減少となっております。これは先程、管理者が言われましたが、昨今の厳しい経

済と高齢化状況を考えますと、職員の皆様方が日々頑張られた成果であり、また、税務課主導の

内子町債権管理対策会議等による連携と適切な指導によるものと思うわけでございます。私も税

務課が作られたような資料は大変監査の時にも助かりました。それから徴収事務は、①ひも付き

でないような自主財源の確保と、それから②公平な負担、③行政への信頼に繋がる、この思いで

今後とも滞納減少に努めていただきたいと思うわけでございます。この審査を通じまして、過年

度から先に徴収するというような意見もありましたが、私の監査委員としての経験から申しまし

たら、通常は現年度分の徴収を最優先に取り組むことが滞納減少と債権放棄ともいえる不納欠損

の減少に繋がり、結果的には徴収事務の軽減となるのではないかと思うわけでございます。ここ

に滞納減少と滞納額の推移というのを書いておりますが、ちょうど真ん中あたりに、ちょうど真

ん中あたりに増加から減少に転じると。ここから金額、大きい、小さいありますが、転じており

ます。そして、２７年度にも先程申しました６７万５，０００円減少しておりますが、２７年度

の額、つまり２１年度の額から２７年度の滞納額を引いたらですね、これは滞納約４，０００万

円減少していることが分かります。 

それから、次に４の利子収入についてでありますが、これは見ていただければ分かると思いま

すので、説明を省略します。要は先に購入しておる国債の投資関係が左右してですね、利子が増

えていったと。今は低いものですから先程議員さんから言われました、利子が安いと言っておら

れましたが、そのとおりでございます。これは過去のものが左右したということです。 

それから、次に５の基金の管理と運用についてでありますが、基金は目的を持った預金であり、

主に運転資金としての財政調整基金、それから借金の返済の減債基金、計画的大型事業をおこな

うような特定目的基金と基金の趣旨から言うたら大きく区分できると思います。基金の保管・管

理・運用については適正・適切であると、行われていると思います。基金の中には、当面、運用

計画がない基金、あるいは一般会計予算で対応できるのではないかと思えるような少額な基金、

それから公共施設整備基金が２７年度は６億円を積み立てまして、年度末にはですね、２２億円

と高額となっております。今後、大型事業がありますのでそれを勘案すれば理解はできますが、

今後を見据えた基金積立枠、どれだけ必要なのかという大きな枠ですね、それから、取り崩して
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いくための年次計画的なものが策定されておれば、非常に分かりやすいなということをここに書

いております。ただ大切なことは、基金の原資の捻出が、計画的積立、日頃の行政の効率性、経

済性、節約等の取り組みによるものであって、住民サービスへの支出を抑えることにより捻出さ

れたものであってはならないと思うわけであります。これはそういうことは今のところないんで

すけど、今後将来、基金がどんどん膨れ上がるということがありますし、不用額が増えれば基金

も増えるかもしれませんし、そこらあたりを総合的に注意して下さいと。いうたら注意喚起みた

いに捉えてもらったらそれでいいと思います。なお、加戸病院の誘致は、正に基金の有効活用の

見本と言えるのではないかと私は思います。 

 次に、６の簡易水道事業についてでありますが、先ほど説明がありましたけれども、これは監

査委員の視点でちょっと説明しますと、上水道事業との統合する簡易水道事業決算では、多額の

不用額が生じております。その主たる原因は、先ほど安川管理者が言われましたように、平成２

８年３月３１日付での打ち切り決算によることであります。また、もう一つは日々の生活におけ

る水道水の大切さと、各地の簡易水道事業ごとの会計処理、決算、これを勘案し、予算額に余裕

を持たせたとそういうことであって、これは過大な見積によるものではありません。なお、この

不用額は先程説明がありましたが、翌年度に、上水道会計と一般会計にそれぞれ繰り越されると

いうものであります。 

 終わりに、内子町は近隣の自治体から注目されていると私は思います。今後とも多様化する地

域課題に取り組みながら、内子町の良さと個性が生かされた内子町形成と更なる進展に、一層努

めていただくことを望み、決算審査報告と致します。 

○議長（池田洋助君） 「議認第６号」から「議認第１３号」までの平成２７年度各会計歳入歳

出決算認定についての説明と報告は終わりました。 

これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 それではお諮りします。「議認第６号」から「議認第１３号」までの決算認定８件は、予算決算

常任委員会に付託し、開会中に審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議認第６号」から「議認第１３号」の決算認定８件は予算決算常任委員会に付託し、

開会中に審査することに決定しました。 

 

  日程第１８ 議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１９ 議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１８ 議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について」及び「日程第１９ 議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認

定について」以上の２件を一括議題とします。 

本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５１号、平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分について

及び、議認第１４号、平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定につきましては、その内容を

建設デザイン課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご決定、ご認定賜りますよう、

お願い申し上げます。 

○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） 議案第５１号、平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について、議認第１４号、平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定につきましては、関

連がございますので、一括して説明させていただきます。資料につきましては、議案第５１号は

議案資料１の２０ページから。また、議認第１４号は、資料６の決算書となっておりますので、

ご用意をお願い致します。 

議案資料１の２０ページをお開き下さい。平成２７年度内子町水道事業会計では、利益剰余金

が生じましたのでその処分につきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

次の２１ページをお開き下さい。水道事業剰余金処分につきましては、地方公営企業法第３２

条２項によりまして、毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除く他、条例の

定める所により議会の議決を得ておこなわなければならないこととなっており、未処分剰余金５，

２３９万７，７８９９円を処分額と致しまして、その処分先でございますが、企業債の償還に充

てる目的の減債積立金に４，２３９万７，８９９円。欠損金を埋める目的の利益積立金に１，０

００万円を積み立てまして処分するものでございます。 

次に、議認第１４号、平成２７年度内子町水道事業会計決算認定についてご説明致します。資

料につきましては、別冊の資料６でございます。 

２ページをお開き下さい。まず、収益的収入でございます。１款の事業収益が２億７，５６０

万８，８３４円。前年度に比べ、５．３％の増額となっております。まず１項の営業利益におき

ましては、２億１，８６３万１，００５円で昨年度より７．０５％の増となりました。要因と致

しまして、五十崎地区の料金緩和措置が終了したことに伴い、給水収益が増加したものでござい

まして、給水件数、有収水量とも大きな変化はなく、現在安定した状況となっております。２項

の営業外収益は一般会計補助金、雑収入等で５，６９５万１，８２９円となりまして、昨年度と

比較し、０．３６％の減少となっております。 

次に、３ページの支出でございます。１款の水道事業費用におきましては、２億２，１７４万

１，０１１円で対前年度比０．３５％の減少となっております。１項の営業費用におきましては、

１億８，１３３万８，２８７円で、配水及び給水費で修繕費などは減少しましたが、総合経費に

おいて簡易水道事業から上水道への統合にともない、システムの構築費等が増額となり、前年度

比と比較致しますと１．４２％の増額となっております。次に２項の営業外費用は４，０４０万

２，７２４円で対前年度比５．９８％の減額となっております。 

続いて４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございます
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が、１款資本収入におきまして総額で６，２５６万６，６２９円でございまして、対前年度比４

６．８３％、金額で１，９５４万４，０３９円の増となっております。これは平成２７年度事業

で実施した富中地区の配水管敷設工事にかかる受益者による工事負担金等の発生によるものでご

ざいます。 

続きまして、５ページの支出でございます。１款、資本的収支総額、２億２，１０７万３，０

４２円で対前年度比、１４．４３％。２，７８８万９，９５８円の増額となっております。これ

は富中地区の配水管敷設工事の実施が主な原因でございます。結果、収入総額から支出総額を差

し引きました、１億５，８５０万６，４１３円につきまして、過年度分損益勘定保留金、減債積

立金、当年度消費税等資本的収支調整額で補てんしております。詳細につきましては６ページに

記載しておりますので、お目通しをお願い致します。 

続きまして、７ページをお開き下さい。損益計算書です。まず、営業収益でございますが、給

水収益からその他の営業収益まで併せまして２億２４６万８，７８５円でございます。次に営業

費用でございますが、原水及び浄水費からその他の営業費用まで合計で１億７，７７９万７，５

７１円でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業利益は、２、４６７万１，２

１４円となっております。続きまして、営業外収益は受取金利息及び配当金から雑収入までの合

計で５，６９５万２，５１２円でございます。営業費用、支払利息、雑支出を併せまして、２，

９２４万９，９０２円となっており、このことによります、経常利益は２，７７０万２，６１０

円となっております。これに特別受益、特別損失を考慮致しまして、当該年度純利益は５，２３

９万７，８９９円になり、平成２７年度末処分剰余金は、５，２３９万７，８９９円となります。

この剰余金処分につきましては、議案第５１号でご説明致しましたが、内子町水道事業の利益及

び資本剰余金の処分に関する条例第２条第１項のとおり、内子町水道事業は毎事業年度利益が生

じた場合において、事業年度から繰り越した欠損金がある時は、その利益をもってその欠損金を

埋め、なお残額がある時は議会の議決を得て減債積立金、利益積立金、又は建設改良積立金に積

み立てることとなっており、８ページから９ページには、剰余金計算書を。１０ページには剰余

金処分計算書の案を記載しておりますので、お目通しをお願い致します。１１ページから１３ペ

ージには、内子町水道事業の貸借対照表を記載しております。負債、資本とも合計、３４億６，

９９７万５，６１３円となっております。１４ページ以下は事業報告等の関連資料を記載してお

りますので、お目通しをお願い致します。以上、簡単でございますが、議案第５１号平成２７年

度内子町水道事業会計剰余金の処分について及び、議認第１４号平成２７年度内子町水道事業会

計決算の認定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○議長（池田洋助君） 私語は謹んで下さい。 

 監査委員から監査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○監査委員（片岡安男君） それでは、平成２７年度における水道事業の歳入･歳出決算審査につ

いて、ご報告申し上げます。ナンバー８水色表紙の水道会計決算審査意見書で、１５ページ、お
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しまいの方ですが、Ⅱの総括意見をご覧下さい。Ⅱ総括意見でございます。Ⅱ総括意見、審査に

付された水道事業の決算報告書、財務諸表、事業報告書及び付属明細書は、関係法令に準拠し、

作成されており、経営成績及び当年度末現在の財政状態を適正に表示しているものと認めました。 

また、運営状況につきましても、地方公営企業法の趣旨にそって経済性の発揮と公共の福祉増進

など効率的な運営がなされているものと認めます。なお、意見として次のとおり申し上げます。

まず初めに、１の経営状況についてでありますが、経営状況を示す損益計算書では、給水収益な

どの営業収益から経費を引いた水道事業の正常な収益力を示す経常利益は５，２３７万４，００

０円で、当年度純利益は５，２３９万８，０００円となっており、良好な経営が維持されており

ます。それから次に、２でございますが、財政の状態でございますが、財政の状態を示す貸借対

照表による財政比率は次のとおりでありまして、いずれも良好であります。（１）固定資産対長期

資本比率、それから（２）の流動比率、それから（３）の負債比率、これはいずれも良好と言う

ことでございます。次に、３の資本的収入及び支出における不足額の取扱について。先程説明が

ありましたが、資本的収入及び支出では、１億５，８５０万６，０００円の不足額が生じており

ます。この不足額は、主に、過年度分損益留保資金、減債積立金等で補てんするなど、適切な補

てん処理が行われております。今回の場合は、積極的運用の投資有価証券、そういう１億円が作

用していることもありますが、これは最後に運用益と一緒に帰ってくるものですから、そういう

ような内容のものですから、決して悪いことではありません。いいことですので。それから、今

後、建設改良費等が増額が考えられます。これは統合によってそういうことが多くなってくると

思いますが、そういうことで補てんケースも多くなると考えられます。次に、４の工事請負契約

及び業務委託契約についてでありますが、契約にあたっては、競争原理を生かした経済性のある

適正な契約が行われております。この経済性は、地方公営企業法の目的の一つでもあります。終

わりに、今後の経営についてでありますが、今後は、平成２８年４月１日付で簡易水道事業との

統合で、施設の更新、耐震化、水道料金などなど、多くの課題が考えられますが、統合の目的で

ある広域的受益の均衡化、それから経営の効率化と基盤の強化を図り、安全で安心な水道水の安

定供給に、一層努められますことを願い、決算審査報告とします。 

○議長（池田洋助君） 「議案第５１号」及び「議認第１４号」の説明と報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第５１号」及び「議認第１４号」の２件は、予算決算常任委員会に付託し、

開会中に審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第５１号」及び「議認第１４号」の２件は予算決算常任委員会に付託し、開会中

に審査することに決定しました。 

 

  日程第２０ 議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に

関する条例の制定について 
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  日程第２１ 議案第５３号 内子町農業委員会等選考委員会条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２０ 議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び農地利用最

適化推進委員の定数に関する条例の制定について」「日程第２１ 議案第５３号 内子町農業委員

会等選考委員会条例の制定について」以上の２件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５２号、内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の

定数に関する条例の制定について、及び、議案第５３号、内子町農業委員会等選考委員会条例の

制定につきましては、いずれも農業委員会等に関する法律の一部改正に伴うものでございます。

その内容につきましては、産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○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） 議案第５２号、内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推

進委員の定数に関する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書１の２３ページから２５

ページ、説明資料１０の１ページ、２ページになります。本条例は、農業委員会等に関する法律

の一部改正に伴い、内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることに

つきまして地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。

この度の法改正は担い手への農地の集積や遊休農地の発生防止、新規参入の促進など農地等の利

用の最適化を積極的に推進することを目的とされるものです。改正内容については公選制を廃止

し、推進、公募により町長が町議会の同意を得て任命する方法に改められました。なお、その際

は農業委員の過半数が原則として認定農業者でなくてはならないとされております。また、新た

に農業委員とは別に担当地区における農地利用の最適化推進のため、現場活動をおこなう農地利

用最適化推進委員を選出することになりました。そのため、第１条では公募により町長が町議会

の同意を得て任命する農業委員の定数を１７人とする。第２条では、農業委員会の農地利用最適

化推進委員の定数を１４人とするものです。施行につきましては、平成２８年１０月１日から附

則第４項の規定は新体制になる、平成２９年５月１日からでございます。経過措置として、現在

の農業委員の任期満了までは、改正前の内子町農業委員の選挙による委員の定数に関する条例の

規定は、効果を有するものとしております。 

 次に、内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び、費用弁償に関する条例の一部改正につ

きましては、新たに設置される農地利用最適化推進委員の報酬を年額１６万円とするものです。

また、委員報酬につきましては、法改正により今まで任意事務であった農地利用最適化推進が必

須事務になったことで今まで以上に業務が増えること、農業委員数が現在の２８名から１７名に

なることなどを考慮して報酬を年額２０万円とするものです。農業委員会会長と会長代理につき

ましては、現在の比率に基づいて算定したものでございます。 
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続きまして、議案第５３号、内子町農業委員会委員と選考委員会条例の制定についてご説明申

し上げます。議案書１の２６ページから２８ページになります。本条例は農業委員会等に関する

法律の一部改正に伴い、内子町農業委員会委員等の候補者を公平かつ適正に選考する内子町農業

委員会委員等、選考委員会条例を別紙のとおり定めるものことにつき、地方自治法９６条第１項

第１号の規定によって議会の議決を求めるものでございます。内子町農業委員会委員等選考委員

会は、町長が任命する内子町農業委員会の委員、または農業委員会が委嘱する農地利用最適化推

進委員の推薦、または公募に関して定数を越える推薦、または応募があった場合に町長または農

業委員会の求めに応じ、候補者を選考するために設置するものです。そのため、所掌事務として

候補者の選考とその結果を町長または農業委員会へ報告するとなっており、選考にあたっては必

要に応じで候補者の審査、面接等の調査をおこなうこととしております。選考委員会は学識経験

者や農業委員会委員経験者等から町長が任命し、委員５人で組織し、任期は３年としております。

第５条以下は、委員長等の選出や会議について規定しております。なお、附則において施行期日

は平成２８年１０月１日からとし、委員報酬は日額６，０００円とするものでございます。よろ

しくご審議の上、決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 今回の法改正による農業委員さんの定数を定める条例で提案が来ておる

わけですが、私も農業委員会に一員として籍をおかしておただいて、業務にあたらしていただい

ております。その日常業務からちょっと感じるところがありますので、質問をさせていただいた

らと思います。提案される農業委員さんの定数を１７名と全体の数を定める条例なんですが、今

後、推薦なり公募で農業委員さんを集められると思うんですが、地域が偏る可能性があるんでは

なかろうかということを考え、心配するわけです。農業委員、地域の農地を守り、地域の農業振

興に努めて行くということだろうと思うんですが、先ほど課長からも話があったように農地の集

積なり、遊休農地の防止なり、そういうもの図っていくんですが、そういう時にやはり地域の状

況、地域の農地の状況を把握しておる委員でないと、他の地域の状況が本当に掴めないと思うん

です。ですので、私は条例の中に地区ごとの定数を定め、町内全地域が総数については異議ない

んですが、全地域が同じく把握ができる状態が望ましいんではなかろうかなと。そういう条例に

する方が望ましいんじゃないかなというふうに考えるわけですが、これについて本当に残念なん

ですが、こういう大事な条例制定において議長から要請をしておる会長が不在であるということ

は大変残念であるんですが、事務局長おりますので、この地区ごとの条例制定について考え方を

答弁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） 議員さん言われたとおりですね、地域の実状が分からないと、

地元の農地の異動を含めましてですね、適正な事務処理ができないというのは、そのとおりでご

ざいます。今回の法改正に基づいていろんな国からいろんな指針が出ております。その中では、

全町で定数を定める点、地区ごとのですね、何人とかいうふうなものの定めはしないようにとい
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うふうな指導が出ております。私どもについては、この定数案を策定する段階で地域の農業委員

さん、また認定農業者の方含めた準備会を作っていろいろとご意見を聞きました。で、内子町農

業委員会としては、地区ごとでこの地区では、何人というふうな基準といいましょうか、作らさ

していただきました。それに基づいて地元で選出、推薦といいましょうか、をいただいたらとい

うふうなことをさせていただいたらと思ってございます。それで、なお自治会の方にはそういう

ふうな人数といいましょうか、そういうふうなものをお示しをするような資料をつくりまして、

それで推薦等をお願いできるようにですね、してもらったらと思います。偏りがないような形で

ですね、進めて行けるように考えてございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 国からそういう指導があって、国からの定数は決めないようにというよ

うな指導があったという答弁ですが、今後公募なり、推薦を取り付けて行く上で、そういう申し

合わせ的なものを作っていくことについては、なんら問題はないのかどうかということ、もう一

点、本日提案されておる中に、農地利用最適化推進委員、この報酬、非常勤の委員の報酬が１０

月１日付けで改正をするというふうな提案の仕方なんですが、実際に推進委員さんが出来るのは、

来年５月１日、第４項の適応でかまわないんでなかろうかという理解が出来るんですが、この点、

なぜ１０月１日施行でないといけないのか。そこらの理由があればあわせて質問をさせていただ

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） 最初のご質問にありました、これから自治会等にですね、地区

ごとの人数といいましょうか、定数といいましょうか、これをお示ししてですね、お願いをする

ようにしたいと考えてございます。そういうふうなお願いする中で、そういう全体の地区ごとの

分を示さしていただくというふうなことにしたいと考えております。それから農地利用最適化推

進委員につきましては、今後ですね、これについては各地区ごとに専任１名とか２名とかという

ことで、地区ごとで選任をすると、選考をしていただくというふうなことになります。新たな業

務といいましょうか、お願いするということなので、その際にですね、報酬額としては、この変

更金額になるというふうなことで、今回この条例については、施行については、おっしゃられる

とおり実際には５月からということになろうかと思うんですけれども。定数と合わせて今回です

ね、このようにさせていただきたいというふうなことで。それで実際にですね、公募が１０月以

降つめていこうということなので、報酬額についてもお示しをしながらそれはやりたいというこ

とで施行日については１０月１日ということにさせていただいたらと考えてございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 理解をさせていただきました。答弁の中にもあったように今後農業委員

さんの公募推薦ということを取り付けて行くということ。また、農業委員会の方で指名をされる

推進委員を作っていくという過程において先程ありましたように、地域のバランス、また認定農

業者、これも制限をつけられておりますので、認定農業者の数、委員さんの数、またもう一つ、
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今の男女共同参画社会の中での女性農業委員さんの確保、これをどうしていくか十分考慮されて

対応を求めておきたいと思います。以上です。 

○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。 

 お諮りします。「議案第５２号」及び、「議案第５３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５２号」及び「議案第５３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２２ 議案第５４号 内子町地区集会所の指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２２ 議案第５４号 内子町地区集会所の指定管理者の指定に

ついて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町地区集会所の指定管理者の指定についてでございます。本案を含

む４件の指定管理者の指定に関する案件につきましては、８月１０日に開催致しました、指定管

理者選考委員会の審査結果報告に基づく指定管理者の指定につき、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。いずれの施設も利用が地域住民に限定

され、地域住民等の団体が管理している施設、また施設の性格上、特定団体が利用する施設で非

公募扱いとした施設でございます。 

 議案第５４号、内子町地区集会所の指定管理者の指定につきましては、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） 内子町地区集会所の指定管理者の指定について説明を申し上げます。

議案書１の２９ページをご覧下さい。まず、指定管理者に管理を委任する施設の名称、及び位置

でございますが、議案書１、３０ページから３３ページの別紙のとおり、１０３の施設でござい

ます。２つ目に、指定管理者に指定する団体の名称は、同じく別紙のとおり行政区及び班などで

ございます。３つ目に、指定の期間でございますが、平成２８年１０月１日から平成３３年９月

３０日までの５年間でございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申

し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。本案は委員会付託を省略

し、討論、採決をおこないます。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて討論を終結します。 

 議案第５４号、内子町地区集会所の指定管理者の指定についての採決をおこないます。本案を

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２３ 議案第５５号 内子町農村交流施設の指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２３ 議案第５５号 内子町農村交流施設の指定管理者の指定

について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５６号、内子町農村公園の指定管理者の指定につきましては、そ

の内容を産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願

い申し上げます。もとい、取り消します。誠に申し訳ございませんでした。 

議案第５５号、内子町農村交流施設の指定管理者の指定につきましては、その内容を総務課長

に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。申し

訳ございませんでした。 

○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） 議案第５５号、内子町農村交流施設の指定管理者の指定について説

明を申し上げます。議案書１の３４ページ、それから議案説明資料１０の３ページをご覧下さい。

一つ目に指定管理者に管理を委任する施設の名称及び位置は、内子町上川交流施設、内子町上川

２８７５番地。それから内子町立石交流施設、内子町立石１８６２番地でございます。２つ目に

指定管理者に指定する団体の名称は、内子町上川交流施設は上川上区、内子町立石交流施設は立

石区上組班でございます。３つ目に指定の期間でございますが、平成２８年１０月１日から平成

３３年９月３０日までの５年間でございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよ

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。 

○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） これ直接ではないんですけど、この交流施設というのは他の町内には

ここだけなんですかね。他にもあるんですか。 

○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） 条例で規定しております農村交流施設はこの２つの施設のみでござ

います。 

○議長（池田洋助君） 他にございませんか。 

〔「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。 

 本案は委員会付託を省略し、討論採決をおこないます。これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 議案第５５号、内子町農村交流施設の指定管理者の指定についての採決をおこないます。 

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２４ 議案第５６号 内子町農村公園の指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２４ 議案第５６号 内子町農村公園の指定管理者の指定につ

いて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５６号、内子町農村公園の指定管理者の指定につきましては、そ

の内容を産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願

い申し上げます。 

○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） 議案第５６号、内子町農村公園の指定管理者の指定につきまし

ては、新しく指定管理者を選任することにつき、議会の議決を求めるものでございます。この施

設につきましては、非公募により８月１０日開催の指定管理者選考委員会の審査結果の答申を受

け指定管理者として指定するものでございます。 

内容につきましては、議案書１の３５ページ、議案説明資料１０の４ページをご覧下さい。１

番としまして、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございます。４施設ござい
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ますが、上から名称が内子町下立山農村公園、所在地が内子町立山４１１７番地。内子町長前農

村公園、内子町村前５５９番地。内子町長田農村公園、内子町五百木３４７３番地。内子町泉谷

農村公園、内子町北表乙６２５番地６。２番、指定管理者に指定する団体の名称でございますが、

内子町下立山農村公園については、下立山区。内子町長前農村公園については、長前組。内子町

長田農村公園については、長田自治会。内子町泉谷農村公園については、泉谷地区棚田を守る会。

３番目ですが、指定管理の期間でございますが、平成２８年１０月１日から平成３３年９月３０

日までの５年間でございます。以上、よろしくご審議の上、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。 

本案は委員会付託を省略し、討論、採決をおこないます。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

議案第５６号、内子町農村公園の指定管理者の指定についての採決をおこないます。本案を原

案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２５ 議案第５７号 内子町たばこ共同育苗施設の指定管理者の指定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２５ 議案第５７号 内子町たばこ共同育苗施設の指定管理者

の指定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５７号、内子町たばこ共同育苗施設の指定管理者の指定につきま

しては、その内容を産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

よう、お願い申し上げます。 

○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、議案第５７号、内子町たばこ共同育苗施設の指定管

理者の指定について新たに指定管理者を選任することにつき、議会の議決を求めるものでござい

ます。この施設につきましては、非公募により８月１０日開催の指定管理者選考委員会の審査結

果の答申を受け、指定管理者として指定するものでございます。内容につきましては、議案書１
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の３６ページ、議案説明資料１０の５ページをご覧下さい。１番としまして、指定管理者の管理

を委任する施設の名称及び所在地でございます。名称は、内子町たばこ共同育苗施設。所在地が

内子町五百木１０３２番地。２番、指定管理者に指定する団体の住所及び名称でございます。住

所が香川県高松市西内町７番２３号。名称が内子町葉たばこ生産組合。３番、指定の期間でござ

いますが、平成２８年１０月１日から平成３３年９月３０日までの５年間でございます。以上、

よろしくご審議の上、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。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 内子町の葉たばこ生産組合が高松の方に事務所があるという内容であ

りますが、実際にこの生産組合の実態というのはどういうことになっておるんでしょうか。ちょ

っとその辺、分かる範囲でご説明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） 住所がですね、高松ということになってございます。以前は内

子町内１３２９番地に事務所がありました。たばこ耕作組合の組織の改編によって事務所が移転

になったというふうなことでございます。実際にたばこ生産の組合員についてはすべて地元の方

で全員で５０名の組合員さんがございます。実際にたばこ耕作組合と連携を取りながらですね、

管理の方はしていただいているというふうなことになってございますのでご理解をいただきたい

と思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 実際に交渉とかそういう話し合いをする場合、生産者は内子に在住し

ておられると思うんでありますが、この組合自体が高松にあるという実態は、ちょっと我々から

すれば非常に変則的な部分があるんではないかと思うんでありますが。これらについてはこの組

合の事務員なり、そういう事務方については、実態はどういうふうになっておるんでしょうか。 

○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） 葉たばこ生産組合の規約で、住所は高松におくというふうなこ

とでなってございます。実際に平成２５年の１０月１日に事務所が移転したということで常に耕

作組合と連絡を取っていただいております。担当の参事の方も内子町の方でございますので、連

絡をとりながら、たばこ育苗関係の事業についてはしていただいているというふうなことを聞い

ております。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 指定管理者というものについてちょっと私も教えていただきたいので

すが、この指定管理者で認定されますと指定されますと、その指定されたこの例えば葉たばこ生

産組合がどこまでの権限でどれだけ使用できるのか。各種他の団体のところには、行政の方の許
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可をとってやらなければならないとか。どこまでの権限があるか教えていただいたらと思います。 

○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） この葉たばこ生産組合については、葉たばこの育苗を通じて葉

たばこ産業の育成といいましょうか、をするというというような目的で、昭和５０年だったと思

うんですけど、整備をされたということで以来、耕作組合の方で葉たばこ場をやっていただいて

ございます。指定管理については、平成１８年に指定管理制度になりまして、それ以降、葉たば

こ耕作組合の方で指定をしていただいております。施設については、町の方は指定管理料は支払

ってはございません。利用される利用料、ご自分でやる。当然、葉たばこの育苗が中心ですけど、

それ以外の期間といいましょうか。施設を有効に利用して、当然、管理の方については、指定管

理者の方が善良の管理者の義務で管理をしていただいているということになるわけですけれども、

あとの分については有効に利用料なりをとってですね、それを収益にしてもかまわないというふ

うな管理条例上は規定にはなってございます。 

○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） そしたら今の金額は、葉たばこ生産組合はそのまま料金は金額発生し

ないけど貸し出しているけど、そこがまた違うところに有効に使う場合は料金をとってもいいと

いうことで理解したらいいでしょうか。それと今言いましたように、先程それをどの様に利用を

するのも権利がそこのここで認められたら、指定されたら、そこの団体が権利があるという理解

でよろしいでしょうか。 

○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） 当然、たばこ利用者の利用については町の方にその都度ですね、

協議をしていただくというふうな取り決めにしてございます。 

○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） その協議は、行政の方に相談をしてそれぞれの判断はどこでされるか

ということをお尋ねします。 

○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） 指定管理者の方にはまず利用者からの申し出があろうかと思い

ます。それで本来のたばこの育苗業務に支障がない範囲でそれができるかどうかという判断をし

てもらう。それの段階でいろんな条件整った段階で町の方で協議をしていただこうというふうに

なっております。年度ごとにどういう利用料をとってという報告もしていただくようになってご

ざいますので、町の方は十分、その辺は管理状況も分かる把握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。 
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○１２番（山崎正史君） ちょっと説明が分かりにくいんですけど、町の施設指定管理者でたば

こ生産組合ですかね、そこに指定管理していただく。現実としては、今やってるかどうか分かり

ませんけど、ＪＡ愛媛たいきあたりは、育苗センターというか、稲の苗がある。自治会は、花の

苗をたてておられる。そうした場合に、指定者であるその組織が町からは無償で借りるというか

管理する方ですから、無償でやっておられるんだと思います。聞いた話です。そう聞いておった

んですけど、その管理している人が、愛媛たいきに貸すという形になるわけですよね。たばこの

苗たてが済んだら。貸して、おそらくたばこの苗たてが済んだらほとんどこの団体が管理してい

るという状態ではない。それが終わった後に、今度また花を立てて自治会が利用されるといった

時に、その辺は使用料とるかとらないかっていう実態は把握できませんけど、そういうことはし

てもいいという話でとったわけでいいんですか。そして万が一、とった場合に、町は無償で貸し

ているのに、借りた団体がですよ、有償でまた第三者に貸すんだったら、現実的には、そのお金

は町にまた入ってくるという感覚でいいんでしょうかね。その辺が分かりにくいところがあるん

です。 

○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） 私の方から指定管理者制度の概要について簡単に説明させていただ

きます。まず、議員ご指摘のですね、例えば指定管理を受けた者が他の団体に利用させて、その

利用料金を徴収することが出来るか。そして、その利用料金は町の方にはめなければならないか

という質問についてはですね、はめなくていいです。というのはですね、指定管理者は公の施設

の管理権限を委任されております。その管理権限を委任されているということはですね、使用許

可も含めて使用料を徴収し、自らの収入として収受する事が出来るというふうに規定されてござ

いますので、こちらの方については先程お答え致しましたように、管理を受けたものが利用料金

として収受し、その運営に充てることが出来るというような解釈でよろしいかと思います。 

○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） この内子町葉たばこ生産組合という名称なんですけど、代表者はどなた

になっているんですか。 

○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） 組合長は、川久保貞義さんという方になっております。 

○議長（池田洋助君） これにて、質疑を終結します。 

本案は委員会付託を省略し、討論・採決をおこないます。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第５７号 内子町たばこ共同育苗施設の指定管理者の指定について」の採決をおこない

ます。本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（池田洋助君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２６ 議案第５８号 内子町道路線の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２６ 議案第５８号 内子町道路線の認定について」を議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 町道路線の認定についてでございます。本案件につきましては、道路法

第８条第２項の規定に基づき、町道路線の認定をするものでございます。その内容につきまして

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、ご決定賜りますよう、お願

い申し上げます。 

○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） 議案第５８号、内子町道路線の認定についてご説明申し上

げます。議案資料１は３７ページからでございます。また議案説明資料１０につきましては、６

ページからでございます。よろしくお願いします。 

それでは議案書３７ページをお願い致します。道路法第８条第２項の規定に基づき、次の路線

を町道として認定致したく、議会の議決を求めるものでございます。路線名は正木町団地線、起

終点につきましては、内子町内子２３４２番１先から内子町内子２５０１番７地先まで。延長１

１８．６ｍでございます。町道への路線認定の要望があり、現地調査の結果、町道路線認定要綱

の規定に適合する事から町道として認定するものでございます。 

説明資料１０の６ページをお願いします。６ページには全体地図でございまして、詳細につき

ましては、７ページでございます。町道本町田中線から正木町団地への進入路でございまして、

赤く着色している部分でございます。構造は、アスファルト舗装構造で幅員は４ｍでございます。

以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご

決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第５８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第５８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 
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  日程第２７ 議案第５９号 内子町道路線の変更について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２７ 議案第５９号 内子町道路線の変更について」を議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５９号、内子町道路線の変更についてでございます。道路法第１

０条第３項の規定に基づきまして、町道路線の変更を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、ご決定賜りますよう、お願

い申し上げます。 

○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） 議案第５９号、内子町道路線の変更についてご説明申し上

げます。議案資料１は３８ページから。また、議案説明資料１０につきましては、６ページから

でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、議案書３８ページをお願いします。道路法第１０条第３項の規定に基づき、次の路

線を変更致したく、議会の議決を求めるものでございます。路線名と致しまして、郷の谷川北線、

起終点につきましては、旧の起終点、内子町内子甲１１６３番地先から内子町内子甲１１６７番

２先まででございましたが、新しく内子町内子２７０２番地先から内子町内子３４９１番地先ま

でで、延長は７２．１ｍから１７０．１ｍに変更するものです。河川管理道の舗装に伴い、当路

線の区域を延伸し、町道として管理するものでございます。 

説明資料１０の８ページをお願いします。町道本町朝日線を起点と致しまして、黄色で示した

部分が旧の町道でございます。今回、赤色の部分が変更箇所でございます。河川の堤防部分でご

ざいますが、この度、県の方で河床工事が完了致しました。このことに伴い、当路線の区域を延

伸する変更をおこない、町道として維持管理をおこなうものでございます。以上、提案理由の説

明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 説明資料の１０の８ページに今の議題となっている路線があるんですが、

これ黄色い部分は今までも町道に認定をしておったと。それを赤い部分を延長して変更して認定

をするという理解で構わないんでしょうか。 

○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） その通りでございます。 
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○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） そうであれば、この資料の地図に書いてある栄橋、これが起点になろう

と思うんですが、議案書の地番は違う地番が載っておるんですが、どう理解したらよろしいんで

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） 旧の地番というのは国調前でございまして、起点につきま

しては、国調後の地番に今回変更さしていただくということでございまして、この地番になって

いるということで理解していただいたらと思います。 

○議長（池田洋助君） 他にございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第５９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５９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託する事に決定しました。 

 

○議長（池田洋助君） ただ今、時刻は４時４５分を過ぎております。審議内容から考えますと

５時までに終了することは難しいと思われますので、内子町議会会議規則第９条第２項の規定に

より、会議時間は議事終了時まで延会することを宣告致します。 

 

  日程第２８ 議案第６０号 第５９号平成２８年度社会資本整備総合交付金事業内子運動公

園テニスコート整備工事に係る工事請負契約について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２８ 議案第６０号 第５９号平成２８年度社会資本整備総合

交付金事業内子運動公園テニスコート整備工事に係る工事請負契約について」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） 第５９号平成２８年度社会資本整備総合交付金事業内子運動公園テニス

コート整備工事に係る工事請負契約についてでございます。本案につきましては、９月１日に入

札を執行し、仮契約を締結した内子運動公園テニスコート整備工事に係る工事請負契約について、

地方自治法第９６条第１項第５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２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、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お

願い致します。 
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○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） それでは、議案第６０号、第５９号平成２８年度社会資本整

備総合交付金事業内子運動公園テニスコート整備工事に係る工事請負契約について説明をさせて

いただきます。資料につきましては、議案書は３９ページでございます。また説明資料につきま

しては、資料１０の９ページになります。 

議案書３９ページの方で説明させていただきますので、ご覧いただいたらと思います。まず、

契約の目的でございますが、第５９号平成２８年度社会資本整備総合交付金事業内子運動公園テ

ニスコート整備工事に係る工事請負契約でございまして、契約の方法につきましては、条件付き

一般競争入札による契約でございます。契約金額は５，９８１万５，８００円でございまして、

契約の相手方は、愛媛県喜多郡内子町内子５７５番地、株式会社森本、代表取締役、森本継雄で

ございます。落札率につきましては９３．９％。工期につきましては、議会の議決のあった翌日

から平成２９年２月１５日の予定でございます。 

続きまして、概要についてご説明申し上げます。説明資料の方をご覧いただいたらと思います。

平面図中央のところにあります、黄緑の部分、これが人工芝工になります。この部分が事業費の

中で一番ウエイトを占めるものでございます。人工芝工の構造としましては、右上の断面図にあ

りますように、上層断層の上に透水性のアスファルトを敷きまして、その上に透水性の人工芝、

それと目砂を敷くものでございます。その他の内容につきましては、右下の工事概要の通りでご

ざいます。以上、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。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 一般競争入札で入札業者が何社おられたか。どこの会社が来られたか。 

○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） 入札業者は、４社でございます。業者名は株式会社森本、石

岡建設、坂井建設、ブリッジカンパニーの４社でございます。 

○議長（池田洋助君） 他、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６０号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６０号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 
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○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。５時から再開します。 

 

午後 ４時５１分 休憩 

 

午後 ５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。 

 

○議長（池田洋助君） お諮りします。ただ今、稲本町長から「議案第６６号」が提出されまし

た。これを日程に追加し、「追加日程第１」として直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６６号」を日程に追加し、「追加日程第１」として直ちに議題とすることに決

定しました。 

 

追加日程第１ 議案第６６号 第６０号 田ノ口団地１号棟改修建築主体工事に係る工事請

負契約について 

○議長（池田洋助君） 「追加日程第１ 議案第６６号 第６０号田ノ口団地１号棟改修建築主体

工事に係る工事請負契約について」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） 第６０号田ノ口団地１号棟改修建築主体工事に係る工事請負契約についてで

ございます。本案につきましては、９月８日に入札を執行し、仮契約を締結した田ノ口団地１号棟改

修建築主体工事に係る工事請負契約について、地方自治法第９６条第１項第５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２条の規定により議会の議決の議決

を求めるものでございます。その内容につきましては、建設デザイン課長に説明致させますので、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○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） 議案第６６号、第６０号田ノ口団地１号棟改修建築主体工事

に係る工事請負契約についてご説明申し上げます。資料につきましては、議案資料１の２、１ページ

から。説明資料１０の２の１ページからでございます。よろしくお願いします。 

 それでは、議案書１の２の１ページをお願いします。この契約の目的につきましては、第６０

号田ノ口団地１号棟改修建築主体工事に係る工事請負契約でございます。契約の方法は指名競争
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入札、簡易型総合評価落札方式でございます。契約金額は、４，９４６万４，０００円でござい

ます。契約の相手方は、愛媛県喜多郡内子町２４６０番地、株式会社西渕工務店、代表取締役、

西渕菊寿でございます。落札率と致しましては、９４．９％でございまして、工期につきまして

は、議会の議決の翌日から平成２９年２月２８日を予定しております。指名の会社でございます

が、指名要件と致しましては内子町に本店、支店、大洲市に本店のある建築Ａランクの業者でご

ざいまして、落札業者の他、村上工業株式会社、株式会社山本建設、株式会社土居鉄工所五十崎

支店、株式会社一宮工務店の５社を指名致しました。それでは、工事概要についてご説明致しま

す。 

説明資料１０の２の１ページをお願いします。田ノ口団地の改修でございますが、資料左下の

概要のとおり補修につきましては、爆裂部、これは亀裂等がある部分でございますが、脆弱部分

の除去、鉄筋の工事処理、亀裂部分につきましては、ポリマーセメントのモルタルの注入。また、

浮部につきましては、アンカーピンニングの外壁改修を予定しております。仕上げにつきまして

は、屋上平場、図面ではピンクの部分でございますが、断熱防水。また、屋上の庇部、図面の青

色部分につきましては、シート防水を施工することとし、外壁につきましては、透湿型湿式外断

熱システムにより断熱効果のある塗装を施工します。なお、直接住居に関係のない、ベランダ、

階段壁はアクリルリシン吹き付け、ベランダ床につきましては、ウレタン系の塗膜防水を計画し

ております。その他、建具、窓の部分でございますが、二重サッシ化、また屋上部の高架水槽に

つきましては、地震時の安定が図れないということから撤去を予定しております。以上、簡単で

はございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜ります

よう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） １号棟を今回こういう改修工事をされるということですけど、２号棟に

ついても今後計画があるのかどうかと、耐震の問題は、これは今後計画がないのかどうかを２点

お聞きします。 

○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） まず、耐震のことに関しましては今の構造で大丈夫だろう

ということでございまして、２号棟につきましても、様子を見ながら今後対応していくというこ

とになろうかと思います。 

○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） これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第６６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。 
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 よって、「議案第６６号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第２９ 議案第６１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

  日程第３０ 議案第６２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２号） 

について 

日程第３１ 議案第６３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第３２ 議案第６４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

  日程第３３ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２９ 議案第６１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

２号）について」「日程第３０ 議案第６２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２号）について」「日程第３１ 議案第６３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第１号）について」「日程第３２ 議案第６４号 平成２８年度内子町

介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」「日程第３３ 議案第６５号 平成２８年度

内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」以上５件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 「議案第６１号」から「議案第６５号」までの５件、平成２８年度一般

会計補正予算第２号、特別会計補正予算、及び水道事業会計補正予算につきまして、一括してご

説明を致します。補正予算関係資料９の水色のしきりでございます。 

議案第６１号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上げま

す。平成２８年度一般会計補正予算（第２号）案は、歳入、歳出それぞれに２億４２０万６，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１１億８，１７９万６，０００円とするもので、前年

度の９月補正後、予算と比較して４億２，６７４万３，０００円。４．０％の増額となっており

ます。一般会計補正予算第２号に充当致します財源は、国庫県支出金、８，３３４万８，０００

円の増額、臨時財政対策債、２，３７４万円の減額を含む一般財源１億５，６８０万２，０００

円の増額。その他、特定財源、３，５９４万４，０００円の減額となっております。主な歳出と

致しましては、６月１９日から２３日にかけての梅雨前線豪雨に伴い、発生した災害箇所の早期

復旧を図るための予算。また、安全安心で住み続けられるまちづくりに取り組んでいくための予

算を計上致しております。町道法定外公共物の復旧費として、２，８６０万円。農業及び林業施

設における復旧費として、１億３，９２８万９，０００円。町道の崩土除却経費として８００万

円。農林道の復旧に要する助成経費として３００万円など災害復旧に係る予算に１億８，３７７

万４，０００円。鳥獣被害の増加に伴い、狩猟期間におけるイノシシ及び日本鹿の捕獲奨励金と

して４，０００万円。耐震診断事業及び空き家除却事業の申請の増加に伴う耐震改修補助金等と

して９９５万円。町道西横の字線の路面損傷箇所の補修費として７００万円。内子町情報通信基
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盤整備事業においてプロポーザルにて事業者選定をおこなった結果の入札減少として、４，００

０万円の減額等でございます。また、平成２８年度からの新たな債務負担行為につきましては、

総合行政情報システムリース料として１億９，２００万円でございます。 

続きまして、オレンジ色の仕切りでございます。議案第６２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２号）につきましてご説明致します。国民健康保険事業特別会計

の前年度繰越金確定に伴いまして、歳入を２．７５５万６，０００円追加し、歳入歳出総額を２

８億７，０７３万９，０００円とするもので、対前年度比９，９１６万、３．６％の増額となっ

ております。歳出予算としましては、退職者療養給付費等交付金、療養給付費負担金の実績に基

づく超過返還及び予備費と致しているところでございます。 

続きまして、紫色の仕切りでございます。議案第６３号、平成２８年度内子町後期高齢者医療

保険事業特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明致します。後期高齢者医療保険事業特

別会計の前年度繰越金確定に伴いまして、歳入に２３６万２，０００円を追加し、歳入、歳出総

額を２億３，４３０万６，０００円とするもので、対前年比、９２２万４，０００円。４．１％

の増額となっております。歳出予算としましては、後期高齢者医療広域連合納付金として、２３

６万２，０００円と致しているところでございます。 

続きまして、ピンク色の仕切りでございます。議案第６４号、平成２８年度内子町介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）についてご説明致します。介護保険事業特別会計の前年度繰越金

確定に伴い歳入に５，９３１万２，０００円を追加し、歳入、歳出総額を２５億５，５３１万２，

０００円とするもので、対前年度比減の１６６万８，０００円、減で０．１％の減額となってお

るところでございます。歳出予算としましては、給付費負担金国庫返還及び予備費と致している

ところでございます。 

最後にあさぎ色の仕切りでございます。議案第６５号、平成２８年度内子町水道事業会計補正

予算（第２号）でございます。今回の補正につきましては、事業計画内容の変更によるもので石

畳地区整備事業の工事規模の縮小にともない、上水道第７次拡張事業の測量設計委託業務に組み

換えをおこなうものでございます。その結果、資本的支出は、９億３，３９５万６，０００円と

変更になく、同額を計上しておるところでございます。以上で説明を終わります。よろしくご審

議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第６１号」から「議案第６５号」までの５議案は、予算決算常任委員会に

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６１号」から「議案第６５号」までの５議案は、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３４ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 
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○議長（池田洋助君） 「日程第３４ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」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） 諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

てでございます。人権擁護員の能仁壽哉氏が平成２８年９月３０日で任期満了となるため、崎本

修一氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。崎本氏は、昭和２８年１２月１９日のお生

まれで内子町立石９６番地にお住まいでございます。氏は、農協職員として長く職務に精励され

る一方で地域役員等などの籍を担い、福祉活動にご尽力され、人権問題にも関心が高く、知識教

養を持ち備えておられる方でございます。さまざまな事象への対応能力にもたけており、人格識

見とも申し分なく、人権擁護委員候補者として推薦するに適任であると存じます。人権擁護員法

第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意

賜りますよう、お願い申し上げます。 

○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。本案は人事案件でございますので討論を省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「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、討論を省略し、直ちに採決に入ります。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） 起立全員であります。 

したがって、本案は原案のとおり承認する事に決定しました。 

 

  日程第３５号 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（池田洋助君） 「日程第３５ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」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） 諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

てでございます。人権擁護員の大森里美氏が平成２８年９月３０日で任期満了となるため、向井

清氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。向井氏は、昭和３０年６月３０日のお生まれ
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で内子町立石１７４５番地にお住まいでございます。氏は、小田町役場、内子町役場職員として

人権擁護委員及び、民生児童委員の担当に携わり、地域住民の多様な問題にかかわった経験から

人権問題解決の知識と教養を持ち備えておられます。また、地域の相談役などの責務を担い、優

れた資質によりさまざまな事象への対応能力にもたけており、人格識見とも申し分なく、人権擁

護委員候補者として推薦するに適任であると存じます。人権擁護員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い申し

上げます。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は人事案件でございますので討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

お諮りします。「諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は

これを適任と決する事に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

したがって、本案はこれを適任とすることに決定しました。 

 

  日程第３６ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（池田洋助君） 「日程第３６ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」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） 諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

てでございます。人権擁護員の名本高成氏が平成２８年９月３０日で任期満了となるため、引き

続き、名本高成氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。名本氏は、昭和２３年８月１２

日のお生まれで、内子町城廻２７０番地１にお住まいでございます。氏は、愛媛県立高等学校教

諭在籍中にも人権教育に携われ、また愛媛県教育委員会人権同和教育課に出向し、人権教育の普

及に努めるなど、人権問題解決の知識、教養をもたれておられます。現在も人権擁護員及び、内

子福祉館館長として人権問題の解決や地域福祉向上のため、積極的にとりくまれており、人格識

見とも申し分なく、人権擁護委員候補者として推薦するに適任であると存じます。人権擁護員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同

意賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は人事案件でございますので討論を省略し、直ちに採決に入ります。 
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お諮りします。「諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は

これを適任と決する事に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員であります。 

よって、本案はこれを適任とすることに決定しました。 

 

○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。本日、各常任委員会及

び、予算決算常任委員会に付託しました、議案審査報告については、９月２６日の本会議でお願

いします。 

次の本会議は、９月２６日、午後３時に開会します。本日は、これをもって散会します。 

 

午後 ５時２４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 ９月第８５回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２８年 ９月１２日（月） 

○開会年月日   平成２８年 ９月２６日（月） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  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９号） 

平成２８年 ９月２６日（月）午後 ３時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議認第 ６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第 ４ 議認第 ７号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議認第 ８号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ６ 議認第 ９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７ 議認第１０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議認第１１号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ９ 議認第１２号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第１０ 議認第１３号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１１ 議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１２ 議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１３ 議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関す

る条例の制定について 

日程第１４ 議案第５３号 内子町農業委員会委員等選考委員会条例の制定について 

日程第１５ 議案第５８号 内子町道路線の認定について 

日程第１６ 議案第５９号 内子町道路線の変更について 

日程第１７ 議案第６０号 第５９号平成２８年度社会資本整備総合交付金事業内子運動公園テ

ニスコート整備工事に係る工事請負契約について 

日程第１８ 議案第６６号 第６０号田ノ口団地１号棟改修建築主体工事に係る工事請負契約に

ついて 

日程第１９ 議案第６１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第２０ 議案第６２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２号）

について 

日程第２１ 議案第６３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第２２ 議案第６４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第２３ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２４ 発議第 ４号 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

について 

日程第２５ 議員派遣の件 

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 
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○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２７ 

 

午後 ３時００分 開会 

 

○議長（池田洋助君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（池田洋助君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、３番菊地 幸雄議員、

４番泉 浩壽議員を指名します。 

 

○議長（池田洋助君） ここで、暫時休憩します。 

 全員協議会を開催しますので、委員会室に移動願います。 

 

 

午後 ３時０１分 休憩 

 

午後 ３時２９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 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９号のとおりであります。 

 これから議事日程に従って提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議認第 ６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第 ４ 議認第 ７号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第 ５ 議認第 ８号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

  日程第 ６ 議認第 ９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第 ７ 議認第１０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

  日程第 ８ 議認第１１号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
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について 

  日程第 ９ 議認第１２号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第１０ 議認第１３号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議認第６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の

認定について」から「日程第１０ 議認第１３号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」までの８件を一括議題とします。予算決算常任委員長に

審査の経過並びに結果について報告を求めます。 

 山崎委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎委員長。 

〔山崎正史予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（山崎正史君） それでは、ご報告を申し上げます。去る９月１３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、「議認第６号 平成２７年度内子町一般会

計歳入歳出決算の認定について」から、「議認第１３号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について」の８件について、審査の結果をご報告申し上げます。

審査経過等につきましては、配付しております委員審査報告書のとおりであり、審査の結果につ

いては、「議認第６号」から「議認第１３号」までの８件は、原案のとおり認定すべきものとする

ものでございます。去る９月１６日、２０日、２１日の３日間の日程で委員会を開催し、平成２

７年度各会計の決算について、「歳入歳出決算書」、「決算資料」、「わが町の家計簿」、および各課

で作成された説明資料等に基づき、「事業執行において、どのような効果があったのか。住民の福

祉の向上にどう寄与しているのか。」を基本として審査を行いました。審査における経過及び主な

質疑等についてご報告致します。 

まず、一般会計決算からご報告致します。総務費関係では、「決算において、不用額が多くなっ

ている。もっとシビアな予算を組むべきで、工夫をすべきでないか。」との意見に対し、「きちん

と精査しているが、予算の執行管理が甘かったと認識している。」と答弁のことであります。また、

町長交際費については、「敬老会等、町からの出席がしない場合、送り酒がないが、それらのこと

について、地元は分かっていない面がある。きちんと自治会等を通じ説明をすべきである。」との

意見に対し、「欠席の場合は、送っていない。自治会連絡会等で説明をする。」との答弁でありま

した。税金の滞納においては、「滞納者への対応、戸別訪問について」の質問に対し、「税金は義

務であり、個別への徴収は公平に欠けるもので行っていない。滞納者については、基本的には自

主納付で来ていただく。ただし高齢者等についてはその都度対応をする。」との答弁でありました。

内子町の税の徴収率は、口座振替や特別徴収指定事業者の拡大により９７．５％と０．２％アッ

プしており、県内でも上位にランクされております。公平、公正な行政を行う上でさらに努力を

お願いするものです。 

 次に、環境政策についてですが、委員から「小水力発電に利用可能な河川の調査と可能性につ

いて」説明を求められ、「御祓川を始め６箇所で水資源調査をおこなった。水車を回すための自然
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の落差、流量があるか。近くの電線につなげられるか。消費できる公共の施設はあるかどうか。

可能性については調査の結果をふまえ今後判断していく。」との説明でありました。また、「農地

への大量の堆肥等の搬入について、産業振興課、農業委員会とも連携し、指導と下流の水質検査

を行うように。」との要求に対し、「調査をおこなう。」との答弁がありました。その他、産業廃棄

物最終処分場への原発関係の建設残土搬入問題、河川の水質検査、ペレットストーブの利用、普

及状況についても議論がなされました。 

 次に、農業費関係です。平成２２年度から豊島区を中心に「内子ファンの拡大と販路開拓」を

目的として内子フェアが行われているが、農産物等の注文など効果は出ているのか。」との質問に

「多少なりとも、からりにネット注文がきている。出展企業体の売り上げは少なくとも５％、多

くは２０％程度伸びている。事後の成果を取りまとめるため、個別の売上高を明確に把握してい

く。」とのことであります。さらに、「行政は補助エンジンであり、民間が主力エンジンに火を付

ける役割と考えている。」との答弁がありました。６年が経過していますが、観光振興との連携も

取りながら、稼ぐ力を付けて頂きたいと期待をするものであります。 

 小田支所所管でありますが、小田深山千年の森公園における、間伐事業において議論がなされ

ました。「間伐事業については、森林経営計画による事業は町有林も可能であるので補助金を活用

すべきでないか。」との意見、また、「千年の森は、補助制度にのっとった施業とは違うものであ

り、目的に沿った間伐をすべきである。」との意見がありました。これらの意見に対し、「ＯＤＡ

の木協会も含め、検討する。」とのことであります。 

次に、観光費等についてですが、「凧博物館の収支は、多額な赤字経営となっている。凧の入れ

替えや、もっと情報発信をすべきである。新たな利用についての計画はないのか。」との質問に対

し、「２９年度には上岡美平、没後８０周年事業を行う計画でいる。」とのことです。ＱＲトラン

スレーターの運営コストについては、「１コードあたり６，０００円と消費税、全部で１３５箇所

で年間８７万４，０００円のコストがかかっている。」との答弁がありました。経費に見合う外国

人観光客の誘客対策を求めます。さらに、「リピーターを増やし内子ファンの獲得を強力に推進し

ているとあるが、内子ファンが増加した実績を数字で示してほしい。」との質問に対し、「文楽な

どは、県外の人は来年の予約をして帰られ、一部の宿ではリピーター観光客が３ないし４％程度

増加している。」との答弁でありました。ビジターセンターの目的でもある、内子から五十崎、小

田、石畳などへの誘客、誘導、移動手段等について議論がなされました。外国語表記やパンフレ

ット作成、多言語化対応事業や、ねきあるきのアプリ製作、えひめいやしの南予博など、観光振

興費に４，８００万円余使用しております。観光を担う人材の育成や広く情報発信するなど、委

託した成果品を活用し、観光振興を積極的に行っていただきたいと思います。 

 土木費関係については、農道、林道の未登記に対する処理について、小田川はらっぱ基金の検

討委員会での検討、町営住宅の滞納問題について議論がされました。また、消防費での広域消防

費で、「事務組合負担金３億７，０００万円ほどの支出であるが、多額の維持管理費を要する『大

型はしご車』の必要性があるのかどうか。」との質問に対し、「事務組合でも議論されたが、利用

頻度に対し経費がいるのは認識している。消防本部で検討していく。過去に大洲市での出動はあ

るが、内子町での出動はない。」とのことであります。 
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 次に、教育費関係ですが、学校耐震化工事費等の決算においては多額の不用額が生じておりま

す。減額補正など、的確な予算処理がなされておりませんでした。貴重な財源は他の施策に配分

できるものであり、しっかりとした予算管理を求めたいと思います。また、国体施設整備工事が

完了し、リハーサル大会が行われたところでありますが、来年は全国からのお客様を迎えるに当

たり、観光振興、産業振興、すべての課が連携し、おもてなしと、積極的な内子町のアピール、

情報発信をお願いしたいと思います。４つの特別会計については、福祉や社会生活など住民サー

ビスに直結する事業であり、今後も健全な運営を続けていただきたいと思います。以上、審査状

況について報告を致しました。採決の結果、２７年度における各会計決算は、予算の議決目的及

び施策に基づき、執行されていると認められ、よって「議認第６号」から「議認第１３号」は「原

案のとおり認定すべきもの」と決定致しました。それぞれの事業において、各担当課長より説明

を受け、議決した予算に対し、その執行状況の適否を確認することができました。厳しい財政状

況ではありますが、今後においても健全な財政運営をお願いするものであります。なお、今回の

審査において各委員から出された意見、要望等については十分検討の上、今後の町政運営に反映

させていただきたいことを申し添え、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。山崎委員

長、席にお戻り下さい。 

 委員長報告書においてすべての会計決算が全会一致でないことから、討論・採決は個別におこ

ないます。 

 まず、「議認第６号 平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について」討論をおこな

います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。「議認第６号」に対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告の

とおり認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、「議認第６号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、「議認第７号 平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について」討論

をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。「議認第７号」に対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告の

とおり認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、「議認第７号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に「議認第８号 平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」討論をおこないます。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。「議認第８号」に対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告の

とおり認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、「議認第８号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、「議認第９号 平成２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

討論をおこないます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 議認第９号、平成２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、反対の立場から討論をおこないます。介護保険事業が始まって１２年が経過し

たと思うんでありますが、今回の２７年度の介護事業の中で、要支援１、２の方々が介護保険か

ら除外をされるというような状況が起きました。これは、安倍自公政権が２０１４年に通した法

の改悪によっておこなわれたと思うんであります。ちょうど、大多数の自治体が２０１７年度に

この方向へ移行するようなことでありましたが、内子町においては２０１７年の２月でしたかね、

もとい２０１８年度以降が大半であったと思うんでありますが、２０１７年２月に移行をされま

した。このことは、要支援１、２の方々が地域支援事業に移行されるということで、このことに

よって内子町の介護保険事業の中でだいたい５、６％のベースで増えておりました給付費の伸び

をだいたい３％から４％に抑えることが義務付けられていると思うんであります。多くの要支援

者を保険給付の枠外に追い出す事によりまして、介護給付費の自然増、削減を強力に推進する手

立てだといわなければならないと思うんであります。それと合わせて、２７年度の介護保険事業

から利用料の２割負担の導入でありますとか、介護保険を利用する低所得者の食費や居住費を軽

減をする補足給付の対象の縮小など、利用者への負担増を押し付ける制度の初年度の介護保険の

決算と言わなければなりません。このことは、来年度国が予定をしていると言われております、

要介護１、２の保険給付からの排除など含めて今後の介護保険事業に対する攻撃、特に低所得者

に対する取り組みなどについて非常に不安を生じる内容が考えられます。その初年度でありまし

た、この２７年度の介護保険事業の決算認定については賛成を致しかねますので、反対の立場で

討論を致しました。以上です。 

○議長（池田洋助君） 討論はありませんか。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） 私はこの介護保険の事業に対して、整合性がある程度図られており、

国の制度の中で内子町も粛々とやられていることと思います。また、これは特別会計の決算の認

定でございますので、正しく決算されており、賛成するものでございます。 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 
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 採決をおこないます。「議認第９号」に対する委員長報告は、認定とするものです。委員長報告

のとおり認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） 起立多数です 

 よって、「議認第９号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、「議認第１０号 平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。「議認第１０号」に対する委員長報告は、認定とするものです。委員長報

告のとおり認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、「議認第１０号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、「議認第１１号 平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。「議認第１１号」に対する委員長報告は、認定とするものです。委員長報

告のとおり認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、「議認第１１号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、「議認第１２号 平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。「議認第１２号」に対する委員長報告は、認定とするものです。委員長報

告のとおり認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、「議認第１２号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、「議認第１３号 平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。「議認第１３号」に対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告

のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議認第１３号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

  日程第１１ 議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１２ 議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について」及び「日程第１２ 議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認

定について」以上の２件を一括議題とします。予算決算常任委員長に審査の経過並びに結果につ

いて報告を求めます。 

○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） ご報告申し上げます。去る９月１３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、「議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について」、「議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定について」の２

議案の審査結果をご報告申し上げます。 

審査結果については、「議案第５１号」及び、「議認第１４号」は、原案のとおり可決及び、認

定すべきものとするものでございます。議案ごとに、説明を受けた内容並びに質疑等についてご

報告を致します。 

「議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づき、

剰余金の処分については「議会の議決を得るもの」とされています。水道事業で生じた利益剰余

金は、５，２３９万７，８９９円です。減債積立金に４，２３９万７，８９９円を積立し、企業

債の償還に備えるものでございます。また、残りの１，０００万円を将来の欠損金を埋めるため

の積立として利益積立金に積み立てるものであります。いずれも、法に基づいた適切な処分であ

ると判断致しました。採決の結果、「議案第５１号」は、全会一致で可決すべきものと決定致しま

した。 

「議認第１４号 平成２７年度水道事業会計決算について」は、予算議決のとおり、いずれも

適正に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、特に問題はなく、採決の結

果、原案のとおり認定すべきものと決定を致しました。今後、簡易水道との統合がなされました

が、より一層の企業努力を期待して、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。山崎委員

長席にお戻り下さい。 

 討論・採決は一件ずつおこないます。 

 「議案第５１号 平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」討論をおこないま

す。 

〔「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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 採決をおこないます。本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告の通り、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５１号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議認第１４号 平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定について」討論をおこない

ます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。本案に対する委員長報告は、認定するものです。委員長報告の通り、決

定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議認第１４号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

  日程第１３ 議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に

関する条例の制定について 

日程第１４ 議案第５３号 内子町農業委員会等選考委員会条例の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１３ 議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び農地利用最

適化推進委員の定数に関する条例の制定について」「日程第１４ 議案第５３号 内子町農業委員

会等選考委員会条例の制定について」を一括議題とします。審査経過並びに結果について、委員

長の報告を求めます。 

 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） 山本委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） ご報告申し上げます。去る９月１３日の本会議にお

いて、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び

農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について」、並びに「議案第５３号 内子町農

業委員会委員等選考委員会条例の制定について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等

につきましては、配付致しております、審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議案

第５２号」、並びに「議案第５３号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。今回の条例制定は、

農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の選出方法が、公選制を廃止し、町長が議会

の同意を得て任命する方法に改められ、また農業委員とは別に、担当区域における農地等の利用

の最適化の推進のための現場活動を行う、農地利用最適化推進委員を新設するものとされたこと

によるものです。 
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「議案第５２号」では、農業委員の定数を１７人に、農地利用最適化推進委員の定数を１４人

と定め、それぞれの年間報酬を２０万円と１６万円にするものであります。 

また、「議案第５３号」は、それぞれの定数を超える推薦、または応募があった場合に、候補者

を選考するため、委員５人による選考委員会を設置するものです。委員から、「農民の声が届きに

くくなった。今後の農地行政をどう考えているか。農民のための農業委員会として運用してもら

いたい。」との意見に対し、「農協の改正とセットで行われ、下からの議論による改正ではない。

町は従来どおり、地域の声が農業委員会に反映される方向で行く。また議会との二重審査となっ

ている。」との答弁がありました。また、「農業委員と推進委員との連携等」については、「推進委

員が調査する場合、現地において農業委員も共に行動し確認していく。」との答弁がありました。

採決の結果、「議案第５２号」、並びに「議案第５３号」については、原案のとおり可決すべきも

のと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

討論、採決は議案ごとにおこないます。 

 まず、「議案第５２号 内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条

例の制定について」の討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告の通り、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５２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第５３号 内子町農業委員会等選考委員会条例の制定について」の討論をおこない

ます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告の通り、決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第５８号 内子町道路線の認定について 

  日程第１６ 議案第５９号 内子町道路線の変更について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第５８号 内子町道路線の認定について」「日程第１
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６ 議案第５９号 内子町道路線の変更について」を一括議題とします。審査経過並びに結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

山本産業建設厚生委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本委員長。 

〔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） 「議案第５８号 内子町道路線の認定について」、並

びに「議案第５９号 内子町道路線の変更について」審査の結果をご報告申し上げます。審査結

果については、「議案第５８号」、並びに「議案第５９号」は、原案のとおり可決すべきものとす

るものでございます。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５８号」は、町道への路線認定要望にもとづき、調査の結果、町道路線認定要綱の規

定に適合することから、町道「正木町団地線」として、１１８．６ｍを新たに路線認定するもの

です。委員から、「町道認定の考え方で、住宅メーカーが作った住宅団地でも問題はないのか。」

との質問に対し、「内子町道路認定要綱で認定の基準等が定められており、要綱に則っていれば認

定できる。特に問題はない。」との答弁でありました。 

続いて、「議案第５９号」は、河川管理道路の舗装整備に伴い、区域を１０７ｍ延伸し、町道と

して管理するものです。委員から、「終点より先はどうするのか。」との質問に対し、「未舗装部分

であり、舗装されている区間、維持管理できるものだけを追加する。」との答弁でありました。採

決の結果、「議案第５８号」、並びに「議案第５９号」は、原案のとおり可決すべきものと決定し

ましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、席にお戻り下さい。 

討論、採決は議案ごとにおこないます。 

 まず、「議案５８号 内子町道路線の認定について」の討論をおこないます。討論はありません

か。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第５８号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案５８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、｢議案第５９号 内子町道路線の変更について」討論をおこないます。討論はありません

か。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 
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 「議案第５９号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は、可決です。「議案第５９

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５９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１７ 議案第６０号 第５９号平成２８年度社会資本整備総合交付金事業内子運動公

園テニスコート整備工事に係る工事請負契約について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１７ 議案第６０号 第５９号平成２８年度社会資本整備総合

交付金事業内子運動公園テニスコート整備工事に係る工事請負契約について」を議題とします。

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

泉総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉委員長 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告を申し上げます。去る９月１３日の本会議におき

まして、開会中の総務文教常任委員会に付託されました、「議案第６０号 第５９号平成２８年度

社会資本整備総合交付金事業内子運動公園テニスコート整備工事に係る工事請負契約について」、

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、配布致しております、審査報告

書のとおりであります。審査結果について、「議案第６０号」は、原案のとおり可決すべきものと

するものでございます。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。 

本議案は、入札を執行し、仮契約を締結したので、議会の議決を求めるものであります。委員

の質疑におきましては、「防球フェンスはネット張り替えのみだが、設置して年数が経つ支柱は大

丈夫なのか。」との質問に対しまして、「支柱はしっかりしているので、ネットの張り替えで十分

と判断した。」との答弁でありました。また「駐車場部分で自動車の侵入を止め、石積みのロータ

リー部分は撤去するのか。」との質問に対しまして、「ロータリー部分も撤去する。駐車部分は、

身障者用駐車場を含めて４台計画しているが、撤去することにより数台は増える。自動車侵入止

めは、計画では、既存のものを撤去して新設予定であるが、検討していきたい。」との答弁であり

ました。「使用開始時期、またその周知方法は。」との質問に対し、「工事が順調に進めば、２月末

には使用できる。広報等を通じて周知したい。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第６

０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。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 泉委員長席にお戻り下さい。 

 これより、討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 
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 「議案第６０号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第６

０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６０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１８ 議案第６６号 第６０号田ノ口地団地１号棟改修建築主体工事に係る工事請負

契約について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１８ 議案第６６号 第６０号田ノ口地団地１号棟改修建築主

体工事に係る工事請負契約について」を議題とします。審査経過並びに結果について、委員長の

報告を求めます。 

山本産業建設厚生委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本委員長。 

〔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） 「議案第６６号 第６０号田ノ口地団地１号棟改修

建築主体工事に係る工事請負契約について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果につい

ては、「議案第６６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。 

本議案は、町営住宅田ノ口地団地１号棟の改修工事について、９月８日に入札が行われ、仮契

約を締結したことにより、議会の議決を求めるものであります。委員から、「１号棟、２号棟の耐

震診断等はどうなっているか。」との質問に対し、「昭和５５年の建築であるが、耐震診断は終わ

っており、壁式構造で耐震については問題ない。」との答弁でありました。また、落札業者が決ま

るまで、団地の住民への十分な説明が行われていないことに対し、「丁寧に早急に行うべきである。

また、工事開始の際には、近所に迷惑をかけないよう、周辺の住民に対しても周知をすべきであ

る。」との意見がなされました。さらに、「２号棟についての早急な改修や、町内の老朽化した住

宅の改修等を早く進めて行くべきである。」との意見に対し、「計画的に行っていく。」との答弁で

ありました。採決の結果、「議案第６６号」は、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、

ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

山本委員長、席にお戻り下さい。 

 これより、討論をおこないます。討論ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第６６号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第６

６号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

よって、「議案第６６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１９ 議案第６１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第２０ 議案第６２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２

号）について 

日程第２１ 議案第６３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第２２ 議案第６４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２３ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１９ 議案第６１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

２号）について」から「日程第２３ 議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算

（第２号）について」までの５議案を一括議題とします。審査結果について、委員長の報告を求

めます。 

 山崎予算決算常任委員長、登壇願います。 

○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９月１３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、９月１５日、並びに２０日に全

委員１５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、配付致しております、審査報告書のとおり、全５議案、原案のとおり

可決すべきものでございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいた

します。 

議案第６１号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）につきましては、２億４２０

万６，０００円を追加し、歳入歳出予算を１１１億８，１７９万６，０００円とするものです。

まず、債務負担行為補正ですが、総合行政情報システムリース料として平成２８年度から３３年

度まで、１億９，２００万円の補正がなされています。２８年度から準備を始め、役場業務用サ

ーバー機１４台、パソコン端末機１４０台など最新のＯＳを整備するものであります。地方債の

補正については、臨時財政対策債の発行可能額が減額となったことにより、２，３７５万円減額

して２億７，６２５万円としています。今回の補正予算は、６月の梅雨前線の大雨により農地、

農林道などに多くの被害が生じ、それらの災害復旧費として１億６，７８８万９，０００円が主

なものであります。歳入については、地方交付税を１億７，９８５万２，０００円追加し、４７

億７，９８５万２，０００円とし、また、全町への光ケーブル整備事業でプロポーザル方式での

業者選定をおこなった結果、事業者への町からの補助金が減少したことにより、公共施設整備基

金からの繰入金４，０００万円の減額をおこなっています。災害復旧費国県支出金としては、６，
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８８８万９，０００円を見込んでおります。主な歳出予算ですが、２款・総務費においては、安

全安心まちづくり推進費において、防犯灯ＬＥＤ化への改修補助をおこなっていますが、各自治

会行政区等から１７８灯の申請があり、自治会等の電気料金等の経費負担に鑑み、当初予算２０

０万円に、さらに１２６万円を増額し全ての申請に応えるものであります。住民からの要望も強

くあり、的確な予算であると思います。企画費については、高橋邸の墓石に係る屋根修繕費とし

て３２４万９，０００円の予算がされていますが、このことに対し、墓地に係る屋根修繕等の整

備を町が行うことの是非について議論がなされ、委員会としても現地調査も行い、活発な議論を

おこないました。理事者からは、「高橋邸は、日本のビール王といわれ、プロ野球高橋ユニオンズ

のオーナーであり、戦後、本経済界の復興に尽力された高橋龍太郎氏のご遺族から、平成５年９

月に墓地も含め、高橋邸にかかるすべての物件について、内子町の歴史的環境保全と文化の向上

のためにと寄贈されたものであります。町は、墓地も含め歴史的、文化的遺産として、関係条例

を整備し、「ゲストハウス」として活用もしており、今後も町の財産として適切に管理していくこ

とが必要がある。」との説明がありました。委員からは「町民が納得するのかどうか。感覚からし

て、このような文化的遺産に税を使うことは賛成しかねる。」との意見があり、また、「条例も定

められ町が管理すべき施設であり、人によっては感覚が違うと思うが、安全確保の上からも適切

な管理をしないといけない。」との意見がありました。その他、見積もりや、工事の内容、残りの

部分の改修等についても、質疑がなされました。その他、民生費や農林水産業費、教育費など予

算についても多くの質疑がなされました。採決の結果、議案第６１号、平成２８年度内子町一般

会計補正予算（第２号）は、賛成多数によ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。 

 次に、特別会計４件についてですが、議案第６２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２号）につきましては、歳入歳出それぞれ２，７５５万６，０００円追加し、

２８億７，０７３万９，０００円とするものです。これは、平成２７年度の繰越金の確定による

もので、給付費等の精算による返還金１，２１６万９，０００円、また予備費に１，５３８万７，

０００円を計上しております。医療費通知やジェネリック医薬品通知、高額医療費等について質

疑がなされ、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６３号、平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、歳入歳出それぞれ２３６万２，０００円を追加し、２億３，４３０万６，００

０円とするものです。今回の補正予算は、平成２７年度の繰越金の確定によるものであります。

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６４号、平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入歳出それぞれ５，９３１万２，０００円を追加し、２５億５，５３１万２，０００

円とするものです。これは、平成２７年度の繰越金の確定によるもので、介護給付費等の精算に

よる国等への返還金１,８２３万５，０００円、また給付額の予測ができないため、予備費に４，

１０７万７，０００円を計上しています。介護給付費の支払い権限や介護認定の信頼度等につい

て質疑がなされました。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。 

 最後に、議案第６５号、平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、

資本的支出で、予算総額の増減はありませんが、「石畳地区水道整備事業の工事費を４７０万円減
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額し、国の事業内示後すぐに工事着工できるようにするため、同額を測量設計委託料に組み替え

て対応したい。」との説明がありました。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、新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となりました。予算は、町の針路を定める最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にします。 

○議長（池田洋助君） 委員長報告に対する質疑を省略します。 

 山崎委員長、席にお戻り下さい。 

 討論・採決は、議案ごとにおこないます。 

 まず、「議案第６１号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）について」の討論をお

こないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。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） 起立多数です。 

 よって、「議案第６１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第６２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２号）につ

いて」の討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。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６２号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第６３号 平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１

号）について」の討論をおこないます。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は、可決です。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６３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案６４号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」
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の討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。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６４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 最後に、「議案第６５号 平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」の討

論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） これにて、討論を終結します。 

採決をおこないます。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６５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２４ 発議第４号 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

書について 

○議長（池田洋助君） 「日程第２４ 発議第４号 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） 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、外務大臣に対し、

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９月２６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、世界で唯一の被爆国として、すべての国の核兵器使用・実験・研究・開発・生産・

配備・貯蔵等を一切禁止する国際条約が締結されるよう努力し、行動することを求める意見書を

提出するものであります。 

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。 

広島、長崎への原爆投下から７１年を経て、今世界では核兵器禁止の流れが大きく前進してい

る。２０１２年に１６カ国の共同声明から始まった核兵器の非人道性を告発する動きは、昨年の
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第９回ＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会議で、国連加盟国の８割を超える１５９カ国に広がり、

第７０回国連総会では核兵器を非人道兵器として全面廃絶することを求める決議「核兵器の人道

上の帰結」が初めて採択された。 

また、核兵器を禁止･廃絶する法的拘束力を持つ措置を求める諸決議は、加盟国の３分の２を超

える賛成でそれぞれ可決された。 

それにもかかわらず世界には、今なお数多くの核兵器が保有されており、開発しようとする国

家も後を絶たず、核兵器の脅威は依然として続いている。 

世界の恒久平和の実現には、核兵器の廃絶が不可欠なものであり、核兵器全面禁止・廃絶国際

条約の実現は世界にとって緊急の課題である。 

よって、日本政府に、世界で唯一の被爆国として、核兵器の使用、実験、研究、開発、生産、

配備、貯蔵等を一切禁止する「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」を一刻も早く締結するよう、国

連をはじめ関係諸外国に対し格段の努力を尽くされることを強く要望する。 

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９月２６日。 

 愛媛県内子町議会。 

 皆様のご賛同をよろしくお願いします。 

○議長（池田洋助君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

泉委員長、席にお戻り下さい。 

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。 

 

  日程第２５ 議員派遣の件 

○議長（池田洋助君） 「日程第２５ 議員派遣の件」を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することに決定しまし

た。 

 

  日程第２６ 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２６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と

します。議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び

議長の諮問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出

がありました。お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中

の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに決定しました。 

 

  日程第２７ 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２７ 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） 第８５回内子町議会定例会の閉会にあたりまして、一言、ご挨拶を申し

上げます。本議会におきまして、ご提案させていただきました案件につきましては、適切なご判

断を賜りまして、誠にありがとうございました。審議中、さまざまなご意見等をいただきました。

私たちももう一度見直すべきところは見直す、いいところは伸ばし、さらに改善を加えてよりよ

いものにして、町民の皆さん方の期待に応えてまいりたいというふうに考えております。今後と

も議員の皆さん方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。これから

秋本番でございます。地域におきましても、さまざまな行事が取り組まれていると思います。各

議員におかれましてもお出かけいただき、地域の皆様方の活動にふれていただければというふう

に思います。議員各位のますますのご活躍をご祈念申し上げ、お礼と致します。誠にありがとう

ございました。 

○議長（池田洋助君） 以上をもって、平成２８年９月第８５回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ４時４３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 
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内子町議会議員 
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第８５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 

発議第 

４号 

核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結のための行動

を求める意見書について 

平成 

28.9.26 

平成 

28.9.26 
原案可決 

 

 

 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

 ６号 

株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を

説明する書類の提出について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
受理 

報告 

 ７号 

小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類

の提出について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
受理 

報告第 

８号 

公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明

する書類の提出について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
受理 

報告第 

９号 
健全化判断比率の報告について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
受理 

報告第

１０号 
資金不足比率の報告について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
受理 

報告第

１１号 

内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につい

て 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
受理 

議認第 

６号 

平成２７年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議認第 

７号 

平成２７年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議認第 

８号 

平成２７年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議認第 

９号 

平成２７年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議認第

１０号 

平成２７年度内子町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 
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議認第

１１号 

平成２７年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議認第

１２号 

平成２７年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議認第

１３号 

平成２７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議案第

５１号 

平成２７年度内子町水道事業会計剰余金の処分につ

いて 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議認第

１４号 

平成２７年度内子町水道事業会計決算の認定につい

て 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
認定 

議案第

５２号 

内子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員の定数に関する条例の制定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

５３号 

内子町農業委員会委員等選考委員会条例の制定につ

いて 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

５４号 
内子町地区集会所の指定管理者の指定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
原案可決 

議案第

５５号 
内子町農村交流施設の指定管理者の指定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
原案可決 

議案第

５６号 
内子町農村公園の指定管理者の指定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
原案可決 

議案第

５７号 

内子町たばこ共同育苗施設の指定管理者の指定につ

いて 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
原案可決 

議案第

５８号 
内子町道路線の認定について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

５９号 
内子町道路線の変更について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

６０号 

第５９号平成２８年度社会資本整備総合交付金事業

内子運動公園テニスコート整備工事に係る工事請負

契約について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 原案可決 

議案第

６１号 

平成２８年度内子町一般会計補正予算（第２号）に

ついて 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

６２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２号）について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 
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議案第

６３号 

平成２８年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第１号）について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

６４号 

平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

６５号 

平成２８年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）

について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.26 
原案可決 

議案第

６６号 

第６０号 田ノ口地団地１号棟改修建築主体工事に係

る工事請負契約について 

平成 

28.9.13 

平成 

28.9.26 
原案可決 

諮問第 

１号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
原案可決 

諮問第 

２号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
原案可決 

諮問第 

３号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.13 
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 

 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） 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.12 

閉会中 

継続審査 

受理 

 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 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.12 
不採択 

受理 

 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 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

平成 

28.9.12 

平成 

28.9.12 
採択 
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議員提出議案 

発議第４号 

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、外務大臣に対し、

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９月 26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） 

世界で唯一の被爆国として、すべての国の核兵器使用・実験・研究・開発・生産・配備・貯蔵等

を一切禁止する国際条約が締結されるよう努力し、行動することを求める意見書を提出するもの

である。 

 

 

 

（別紙） 

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 

 

  広島、長崎への原爆投下から７１年を経て、今世界では核兵器禁止の流れが大きく前進してい

る。２０１２年に１６カ国の共同声明から始まった核兵器の非人道性を告発する動きは、昨年の

第９回ＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会議で、国連加盟国の８割を超える１５９カ国に広がり、

第７０回国連総会では核兵器を非人道兵器として全面廃絶することを求める決議「核兵器の人道

上の帰結」が初めて採択された。 

また、核兵器を禁止･廃絶する法的拘束力を持つ措置を求める諸決議は、加盟国の３分の２を超え

る賛成でそれぞれ可決された。 

それにもかかわらず世界には、今なお数多くの核兵器が保有されており、開発しようとする国家

も後を絶たず、核兵器の脅威は依然として続いている。 

世界の恒久平和の実現には、核兵器の廃絶が不可欠なものであり、核兵器全面禁止・廃絶国際条

約の実現は世界にとって緊急の課題である。 

よって、日本政府に、世界で唯一の被爆国として、核兵器の使用、実験、研究、開発、生産、配

備、貯蔵等を一切禁止する「核兵器全面禁止・廃絶国際条約」を一刻も早く締結するよう、国連

をはじめ関係諸外国に対し格段の努力を尽くされることを強く要望する。 

 

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 ９月２６日 

 

                           愛媛県内子町議会 

 


